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発行者:ウエノ歯科 熊本市大江4-8-10

2010年 ３月号

TEL：３６４－８８７７

ご予約は「インターネット24時間予約受付システムが便利ですよ！」
①パソコンからは、ホームページhttp://www.dr-ueno.com より予約ができます。
②携帯電話からは、左記QRコードを読み取り、お気に入りに登録します。
指定受信許可に設定 しないと、こちらからの確認
メールが届きませんので、予約が完了しません！必ず 指定受信許可設定 を行ってから予約をして下さい。
①②いずれの方法でも、まず system@dentamap.jp を

皆さん、こんにちは、院長の上野です。日もだいぶ長くなり、日中も暖かくなりましたネ！まさに春です。毎
年のことですが、この季節、卒園、卒業の季節でもあります。ずっと過ごしてきた大事な人と、恩師や友人な
どとの別れ、または、遠隔地への就学や就職のため、家族と離れて初めて一人暮らしをするなど・・・悲しみ
や不安がいっぱいの季節です。でも、別れがあれば、必ず出会いもあります。ネガティヴに考えてばかりい
ないで、ポジティヴに前を向いて、ゆっくりと確実に歩いて行きましょう！きっとこの先、楽しいことが、悲しみ
や不安よりも、いっぱいあるはずです。私は、そう信じています。さーて、今月もイキイキと元気に過ごしま
しょう！！感謝、感謝！！
こんにちは上妻です(゜▽゜)/ 大学三年生の次男が就職活動のために熊本に帰って来ました。就職氷河期と
言われた時代よりさらに就職が難しいらしく‥親が心配した所でどうなる訳でもないんですが、ちょっと人見知
りのある子でなかなか自分の気持ちを外に出さない彼だけに親としては心配です(>_<) ただ熊本にいる最後
の夜に息子といろんな話しをしていくなかで、スポーツを通して養った精神力は私が思っている以上で、いつ
までも甘えん坊の次男ではありませんでした(ゴメン) 親に出来る事はただ毎日神棚に祈るだけです！頑張れ
息子d(@^∇゜)/ファイトッ♪
こんにちは！宮嵜です(^O^)今回は前回のニュースレターでお伝えした高速道路での災難…その２をお伝え
したいと思います(T_T) 高速を使い遠出をした時の話しです、充実した丸２日を終え 、さぁ家路へ!と…そろそ
ろ玉名パーキングエリアにさしかかる前にBGMを変えようとCDを差し込んだところ、『ドン♪ドン♪』という重
低音が…すごく迫力のある曲だなぁ(*^_^*)と思っていたところミラーにぶら下げていたマスコットが激しく揺れ
自分自身も運転している友達も尋常ではないほど揺れているではありませんか（；￣Д￣）それから、ものの五
秒もしないうちに金属とアスファルトのこすれあう音…シェー！!慌てて脇に寄せタイヤチェックをすると助手席
側前方が見るも無惨な姿になっておりました。一応、高速に乗る前に車の点検をしてもらっていにも関わらず、
こんな事に(;_;)後で考えると命に関わる大事故につながるほどの出来事だったなぁとゾッとしますが 生きてて
良かった。 皆さんも車の運転はくれぐれも気をつけてくださいませ。

みなさん、こんにちは(^0^)/川内です★３月がやってきました(^O^)３月は桃の節句に卒業式に行事がいっぱ
いですねv(*‘-^*)-☆特に子供さんがいらっしゃる方は毎月の様に行事に追われる中で、特に３月はご多忙だと
思いますf^_^;そんな中でウチの娘も３月に二泊三日で学年で金峰山へ集団学習合同訓練に行きます(*’O‘)
娘もワクワクする反面、不安の様子です(>_<)私も二泊三日も娘と離れるのかと思うと寂しく不安な思いがしま
すが…(:_;）これも学校生活の中で必要だと子供の成長を温かく見守りたいと思ってます(*’-^*)-☆

歯を傷めるような既存の古い「ホワイトニ
ング」法とは違い、歯にダメージがないば
かりか、結果的に歯を強化する当院オ

ンリーワンの「歯のホワイトブライトニ
ング」を是非お勧めします。 黄ばんだ歯
なんて、NGです。相手への好印象や、ア
ンチエージングのためには、「白く輝く美
しい艶のある歯」が絶対条件ということ
は周知の事実です！！ 皆さんも是非、

ホワイトブライトニングを！！

平成 22年 3月の診療日のお知らせ
休診･･･
午後休診･･･
日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

手作り通信「共創」No.５６
発行者:ウエノ歯科 熊本市大江4-8-10

2010年 ３月号

TEL：３６４－８８７７

ご予約は「インターネット24時間予約受付システムが便利ですよ！」
①パソコンからは、ホームページhttp://www.dr-ueno.com より予約ができます。
②携帯電話からは、左記QRコードを読み取り、お気に入りに登録します。
指定受信許可に設定 しないと、こちらからの確認
メールが届きませんので、予約が完了しません！必ず 指定受信許可設定 を行ってから予約をして下さい。
①②いずれの方法でも、まず system@dentamap.jp を

皆さん、こんにちは、院長の上野です。日もだいぶ長くなり、日中も暖かくなりましたネ！まさに春です。毎
年のことですが、この季節、卒園、卒業の季節でもあります。ずっと過ごしてきた大事な人と、恩師や友人な
どとの別れ、または、遠隔地への就学や就職のため、家族と離れて初めて一人暮らしをするなど・・・悲しみ
や不安がいっぱいの季節です。でも、別れがあれば、必ず出会いもあります。ネガティヴに考えてばかりい
ないで、ポジティヴに前を向いて、ゆっくりと確実に歩いて行きましょう！きっとこの先、楽しいことが、悲しみ
や不安よりも、いっぱいあるはずです。私は、そう信じています。さーて、今月もイキイキと元気に過ごしま
しょう！！感謝、感謝！！
こんにちは上妻です(゜▽゜)/ 大学三年生の次男が就職活動のために熊本に帰って来ました。就職氷河期と
言われた時代よりさらに就職が難しいらしく‥親が心配した所でどうなる訳でもないんですが、ちょっと人見知
りのある子でなかなか自分の気持ちを外に出さない彼だけに親としては心配です(>_<) ただ熊本にいる最後
の夜に息子といろんな話しをしていくなかで、スポーツを通して養った精神力は私が思っている以上で、いつ
までも甘えん坊の次男ではありませんでした(ゴメン) 親に出来る事はただ毎日神棚に祈るだけです！頑張れ
息子d(@^∇゜)/ファイトッ♪
こんにちは！宮嵜です(^O^)今回は前回のニュースレターでお伝えした高速道路での災難…その２をお伝え
したいと思います(T_T) 高速を使い遠出をした時の話しです、充実した丸２日を終え 、さぁ家路へ!と…そろそ
ろ玉名パーキングエリアにさしかかる前にBGMを変えようとCDを差し込んだところ、『ドン♪ドン♪』という重
低音が…すごく迫力のある曲だなぁ(*^_^*)と思っていたところミラーにぶら下げていたマスコットが激しく揺れ
自分自身も運転している友達も尋常ではないほど揺れているではありませんか（；￣Д￣）それから、ものの五
秒もしないうちに金属とアスファルトのこすれあう音…シェー！!慌てて脇に寄せタイヤチェックをすると助手席
側前方が見るも無惨な姿になっておりました。一応、高速に乗る前に車の点検をしてもらっていにも関わらず、
こんな事に(;_;)後で考えると命に関わる大事故につながるほどの出来事だったなぁとゾッとしますが 生きてて
良かった。 皆さんも車の運転はくれぐれも気をつけてくださいませ。

みなさん、こんにちは(^0^)/川内です★３月がやってきました(^O^)３月は桃の節句に卒業式に行事がいっぱ
いですねv(*‘-^*)-☆特に子供さんがいらっしゃる方は毎月の様に行事に追われる中で、特に３月はご多忙だと
思いますf^_^;そんな中でウチの娘も３月に二泊三日で学年で金峰山へ集団学習合同訓練に行きます(*’O‘)
娘もワクワクする反面、不安の様子です(>_<)私も二泊三日も娘と離れるのかと思うと寂しく不安な思いがしま
すが…(:_;）これも学校生活の中で必要だと子供の成長を温かく見守りたいと思ってます(*’-^*)-☆

歯を傷めるような既存の古い「ホワイトニ
ング」法とは違い、歯にダメージがないば
かりか、結果的に歯を強化する当院オ

ンリーワンの「歯のホワイトブライトニ
ング」を是非お勧めします。 黄ばんだ歯
なんて、NGです。相手への好印象や、ア
ンチエージングのためには、「白く輝く美
しい艶のある歯」が絶対条件ということ
は周知の事実です！！ 皆さんも是非、

ホワイトブライトニングを！！

平成 22年 3月の診療日のお知らせ
休診･･･
午後休診･･･
日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

手作り通信「共創」No.５６
発行者:ウエノ歯科 熊本市大江4-8-10

2010年 ３月号

TEL：３６４－８８７７

ご予約は「インターネット24時間予約受付システムが便利ですよ！」
①パソコンからは、ホームページhttp://www.dr-ueno.com より予約ができます。
②携帯電話からは、左記QRコードを読み取り、お気に入りに登録します。
指定受信許可に設定 しないと、こちらからの確認
メールが届きませんので、予約が完了しません！必ず 指定受信許可設定 を行ってから予約をして下さい。
①②いずれの方法でも、まず system@dentamap.jp を

皆さん、こんにちは、院長の上野です。日もだいぶ長くなり、日中も暖かくなりましたネ！まさに春です。毎
年のことですが、この季節、卒園、卒業の季節でもあります。ずっと過ごしてきた大事な人と、恩師や友人な
どとの別れ、または、遠隔地への就学や就職のため、家族と離れて初めて一人暮らしをするなど・・・悲しみ
や不安がいっぱいの季節です。でも、別れがあれば、必ず出会いもあります。ネガティヴに考えてばかりい
ないで、ポジティヴに前を向いて、ゆっくりと確実に歩いて行きましょう！きっとこの先、楽しいことが、悲しみ
や不安よりも、いっぱいあるはずです。私は、そう信じています。さーて、今月もイキイキと元気に過ごしま
しょう！！感謝、感謝！！
こんにちは上妻です(゜▽゜)/ 大学三年生の次男が就職活動のために熊本に帰って来ました。就職氷河期と
言われた時代よりさらに就職が難しいらしく‥親が心配した所でどうなる訳でもないんですが、ちょっと人見知
りのある子でなかなか自分の気持ちを外に出さない彼だけに親としては心配です(>_<) ただ熊本にいる最後
の夜に息子といろんな話しをしていくなかで、スポーツを通して養った精神力は私が思っている以上で、いつ
までも甘えん坊の次男ではありませんでした(ゴメン) 親に出来る事はただ毎日神棚に祈るだけです！頑張れ
息子d(@^∇゜)/ファイトッ♪
こんにちは！宮嵜です(^O^)今回は前回のニュースレターでお伝えした高速道路での災難…その２をお伝え
したいと思います(T_T) 高速を使い遠出をした時の話しです、充実した丸２日を終え 、さぁ家路へ!と…そろそ
ろ玉名パーキングエリアにさしかかる前にBGMを変えようとCDを差し込んだところ、『ドン♪ドン♪』という重
低音が…すごく迫力のある曲だなぁ(*^_^*)と思っていたところミラーにぶら下げていたマスコットが激しく揺れ
自分自身も運転している友達も尋常ではないほど揺れているではありませんか（；￣Д￣）それから、ものの五
秒もしないうちに金属とアスファルトのこすれあう音…シェー！!慌てて脇に寄せタイヤチェックをすると助手席
側前方が見るも無惨な姿になっておりました。一応、高速に乗る前に車の点検をしてもらっていにも関わらず、
こんな事に(;_;)後で考えると命に関わる大事故につながるほどの出来事だったなぁとゾッとしますが 生きてて
良かった。 皆さんも車の運転はくれぐれも気をつけてくださいませ。

みなさん、こんにちは(^0^)/川内です★３月がやってきました(^O^)３月は桃の節句に卒業式に行事がいっぱ
いですねv(*‘-^*)-☆特に子供さんがいらっしゃる方は毎月の様に行事に追われる中で、特に３月はご多忙だと
思いますf^_^;そんな中でウチの娘も３月に二泊三日で学年で金峰山へ集団学習合同訓練に行きます(*’O‘)
娘もワクワクする反面、不安の様子です(>_<)私も二泊三日も娘と離れるのかと思うと寂しく不安な思いがしま
すが…(:_;）これも学校生活の中で必要だと子供の成長を温かく見守りたいと思ってます(*’-^*)-☆

歯を傷めるような既存の古い「ホワイトニ
ング」法とは違い、歯にダメージがないば
かりか、結果的に歯を強化する当院オ

ンリーワンの「歯のホワイトブライトニ
ング」を是非お勧めします。 黄ばんだ歯
なんて、NGです。相手への好印象や、ア
ンチエージングのためには、「白く輝く美
しい艶のある歯」が絶対条件ということ
は周知の事実です！！ 皆さんも是非、

ホワイトブライトニングを！！

平成 22年 3月の診療日のお知らせ
休診･･･
午後休診･･･
日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

手作り通信「共創」No.５６
発行者:ウエノ歯科 熊本市大江4-8-10

2010年 ３月号

TEL：３６４－８８７７

ご予約は「インターネット24時間予約受付システムが便利ですよ！」
①パソコンからは、ホームページhttp://www.dr-ueno.com より予約ができます。
②携帯電話からは、左記QRコードを読み取り、お気に入りに登録します。
指定受信許可に設定 しないと、こちらからの確認
メールが届きませんので、予約が完了しません！必ず 指定受信許可設定 を行ってから予約をして下さい。
①②いずれの方法でも、まず system@dentamap.jp を

皆さん、こんにちは、院長の上野です。日もだいぶ長くなり、日中も暖かくなりましたネ！まさに春です。毎
年のことですが、この季節、卒園、卒業の季節でもあります。ずっと過ごしてきた大事な人と、恩師や友人な
どとの別れ、または、遠隔地への就学や就職のため、家族と離れて初めて一人暮らしをするなど・・・悲しみ
や不安がいっぱいの季節です。でも、別れがあれば、必ず出会いもあります。ネガティヴに考えてばかりい
ないで、ポジティヴに前を向いて、ゆっくりと確実に歩いて行きましょう！きっとこの先、楽しいことが、悲しみ
や不安よりも、いっぱいあるはずです。私は、そう信じています。さーて、今月もイキイキと元気に過ごしま
しょう！！感謝、感謝！！
こんにちは上妻です(゜▽゜)/ 大学三年生の次男が就職活動のために熊本に帰って来ました。就職氷河期と
言われた時代よりさらに就職が難しいらしく‥親が心配した所でどうなる訳でもないんですが、ちょっと人見知
りのある子でなかなか自分の気持ちを外に出さない彼だけに親としては心配です(>_<) ただ熊本にいる最後
の夜に息子といろんな話しをしていくなかで、スポーツを通して養った精神力は私が思っている以上で、いつ
までも甘えん坊の次男ではありませんでした(ゴメン) 親に出来る事はただ毎日神棚に祈るだけです！頑張れ
息子d(@^∇゜)/ファイトッ♪
こんにちは！宮嵜です(^O^)今回は前回のニュースレターでお伝えした高速道路での災難…その２をお伝え
したいと思います(T_T) 高速を使い遠出をした時の話しです、充実した丸２日を終え 、さぁ家路へ!と…そろそ
ろ玉名パーキングエリアにさしかかる前にBGMを変えようとCDを差し込んだところ、『ドン♪ドン♪』という重
低音が…すごく迫力のある曲だなぁ(*^_^*)と思っていたところミラーにぶら下げていたマスコットが激しく揺れ
自分自身も運転している友達も尋常ではないほど揺れているではありませんか（；￣Д￣）それから、ものの五
秒もしないうちに金属とアスファルトのこすれあう音…シェー！!慌てて脇に寄せタイヤチェックをすると助手席
側前方が見るも無惨な姿になっておりました。一応、高速に乗る前に車の点検をしてもらっていにも関わらず、
こんな事に(;_;)後で考えると命に関わる大事故につながるほどの出来事だったなぁとゾッとしますが 生きてて
良かった。 皆さんも車の運転はくれぐれも気をつけてくださいませ。

みなさん、こんにちは(^0^)/川内です★３月がやってきました(^O^)３月は桃の節句に卒業式に行事がいっぱ
いですねv(*‘-^*)-☆特に子供さんがいらっしゃる方は毎月の様に行事に追われる中で、特に３月はご多忙だと
思いますf^_^;そんな中でウチの娘も３月に二泊三日で学年で金峰山へ集団学習合同訓練に行きます(*’O‘)
娘もワクワクする反面、不安の様子です(>_<)私も二泊三日も娘と離れるのかと思うと寂しく不安な思いがしま
すが…(:_;）これも学校生活の中で必要だと子供の成長を温かく見守りたいと思ってます(*’-^*)-☆

歯を傷めるような既存の古い「ホワイトニ
ング」法とは違い、歯にダメージがないば
かりか、結果的に歯を強化する当院オ

ンリーワンの「歯のホワイトブライトニ
ング」を是非お勧めします。 黄ばんだ歯
なんて、NGです。相手への好印象や、ア
ンチエージングのためには、「白く輝く美
しい艶のある歯」が絶対条件ということ
は周知の事実です！！ 皆さんも是非、

ホワイトブライトニングを！！

平成 22年 3月の診療日のお知らせ
休診･･･
午後休診･･･
日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

手作り通信「共創」No.５６
発行者:ウエノ歯科 熊本市大江4-8-10

2010年 ３月号

TEL：３６４－８８７７

ご予約は「インターネット24時間予約受付システムが便利ですよ！」
①パソコンからは、ホームページhttp://www.dr-ueno.com より予約ができます。
②携帯電話からは、左記QRコードを読み取り、お気に入りに登録します。
指定受信許可に設定 しないと、こちらからの確認
メールが届きませんので、予約が完了しません！必ず 指定受信許可設定 を行ってから予約をして下さい。
①②いずれの方法でも、まず system@dentamap.jp を

皆さん、こんにちは、院長の上野です。日もだいぶ長くなり、日中も暖かくなりましたネ！まさに春です。毎
年のことですが、この季節、卒園、卒業の季節でもあります。ずっと過ごしてきた大事な人と、恩師や友人な
どとの別れ、または、遠隔地への就学や就職のため、家族と離れて初めて一人暮らしをするなど・・・悲しみ
や不安がいっぱいの季節です。でも、別れがあれば、必ず出会いもあります。ネガティヴに考えてばかりい
ないで、ポジティヴに前を向いて、ゆっくりと確実に歩いて行きましょう！きっとこの先、楽しいことが、悲しみ
や不安よりも、いっぱいあるはずです。私は、そう信じています。さーて、今月もイキイキと元気に過ごしま
しょう！！感謝、感謝！！
こんにちは上妻です(゜▽゜)/ 大学三年生の次男が就職活動のために熊本に帰って来ました。就職氷河期と
言われた時代よりさらに就職が難しいらしく‥親が心配した所でどうなる訳でもないんですが、ちょっと人見知
りのある子でなかなか自分の気持ちを外に出さない彼だけに親としては心配です(>_<) ただ熊本にいる最後
の夜に息子といろんな話しをしていくなかで、スポーツを通して養った精神力は私が思っている以上で、いつ
までも甘えん坊の次男ではありませんでした(ゴメン) 親に出来る事はただ毎日神棚に祈るだけです！頑張れ
息子d(@^∇゜)/ファイトッ♪
こんにちは！宮嵜です(^O^)今回は前回のニュースレターでお伝えした高速道路での災難…その２をお伝え
したいと思います(T_T) 高速を使い遠出をした時の話しです、充実した丸２日を終え 、さぁ家路へ!と…そろそ
ろ玉名パーキングエリアにさしかかる前にBGMを変えようとCDを差し込んだところ、『ドン♪ドン♪』という重
低音が…すごく迫力のある曲だなぁ(*^_^*)と思っていたところミラーにぶら下げていたマスコットが激しく揺れ
自分自身も運転している友達も尋常ではないほど揺れているではありませんか（；￣Д￣）それから、ものの五
秒もしないうちに金属とアスファルトのこすれあう音…シェー！!慌てて脇に寄せタイヤチェックをすると助手席
側前方が見るも無惨な姿になっておりました。一応、高速に乗る前に車の点検をしてもらっていにも関わらず、
こんな事に(;_;)後で考えると命に関わる大事故につながるほどの出来事だったなぁとゾッとしますが 生きてて
良かった。 皆さんも車の運転はくれぐれも気をつけてくださいませ。

みなさん、こんにちは(^0^)/川内です★３月がやってきました(^O^)３月は桃の節句に卒業式に行事がいっぱ
いですねv(*‘-^*)-☆特に子供さんがいらっしゃる方は毎月の様に行事に追われる中で、特に３月はご多忙だと
思いますf^_^;そんな中でウチの娘も３月に二泊三日で学年で金峰山へ集団学習合同訓練に行きます(*’O‘)
娘もワクワクする反面、不安の様子です(>_<)私も二泊三日も娘と離れるのかと思うと寂しく不安な思いがしま
すが…(:_;）これも学校生活の中で必要だと子供の成長を温かく見守りたいと思ってます(*’-^*)-☆

歯を傷めるような既存の古い「ホワイトニ
ング」法とは違い、歯にダメージがないば
かりか、結果的に歯を強化する当院オ

ンリーワンの「歯のホワイトブライトニ
ング」を是非お勧めします。 黄ばんだ歯
なんて、NGです。相手への好印象や、ア
ンチエージングのためには、「白く輝く美
しい艶のある歯」が絶対条件ということ
は周知の事実です！！ 皆さんも是非、

ホワイトブライトニングを！！
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ング」を是非お勧めします。 黄ばんだ歯
なんて、NGです。相手への好印象や、ア
ンチエージングのためには、「白く輝く美
しい艶のある歯」が絶対条件ということ
は周知の事実です！！ 皆さんも是非、

ホワイトブライトニングを！！
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ご予約は「インターネット24時間予約受付システムが便利ですよ！」
①パソコンからは、ホームページhttp://www.dr-ueno.com より予約ができます。
②携帯電話からは、左記QRコードを読み取り、お気に入りに登録します。
指定受信許可に設定 しないと、こちらからの確認
メールが届きませんので、予約が完了しません！必ず 指定受信許可設定 を行ってから予約をして下さい。
①②いずれの方法でも、まず system@dentamap.jp を

皆さん、こんにちは、院長の上野です。日もだいぶ長くなり、日中も暖かくなりましたネ！まさに春です。毎
年のことですが、この季節、卒園、卒業の季節でもあります。ずっと過ごしてきた大事な人と、恩師や友人な
どとの別れ、または、遠隔地への就学や就職のため、家族と離れて初めて一人暮らしをするなど・・・悲しみ
や不安がいっぱいの季節です。でも、別れがあれば、必ず出会いもあります。ネガティヴに考えてばかりい
ないで、ポジティヴに前を向いて、ゆっくりと確実に歩いて行きましょう！きっとこの先、楽しいことが、悲しみ
や不安よりも、いっぱいあるはずです。私は、そう信じています。さーて、今月もイキイキと元気に過ごしま
しょう！！感謝、感謝！！
こんにちは上妻です(゜▽゜)/ 大学三年生の次男が就職活動のために熊本に帰って来ました。就職氷河期と
言われた時代よりさらに就職が難しいらしく‥親が心配した所でどうなる訳でもないんですが、ちょっと人見知
りのある子でなかなか自分の気持ちを外に出さない彼だけに親としては心配です(>_<) ただ熊本にいる最後
の夜に息子といろんな話しをしていくなかで、スポーツを通して養った精神力は私が思っている以上で、いつ
までも甘えん坊の次男ではありませんでした(ゴメン) 親に出来る事はただ毎日神棚に祈るだけです！頑張れ
息子d(@^∇゜)/ファイトッ♪
こんにちは！宮嵜です(^O^)今回は前回のニュースレターでお伝えした高速道路での災難…その２をお伝え
したいと思います(T_T) 高速を使い遠出をした時の話しです、充実した丸２日を終え 、さぁ家路へ!と…そろそ
ろ玉名パーキングエリアにさしかかる前にBGMを変えようとCDを差し込んだところ、『ドン♪ドン♪』という重
低音が…すごく迫力のある曲だなぁ(*^_^*)と思っていたところミラーにぶら下げていたマスコットが激しく揺れ
自分自身も運転している友達も尋常ではないほど揺れているではありませんか（；￣Д￣）それから、ものの五
秒もしないうちに金属とアスファルトのこすれあう音…シェー！!慌てて脇に寄せタイヤチェックをすると助手席
側前方が見るも無惨な姿になっておりました。一応、高速に乗る前に車の点検をしてもらっていにも関わらず、
こんな事に(;_;)後で考えると命に関わる大事故につながるほどの出来事だったなぁとゾッとしますが 生きてて
良かった。 皆さんも車の運転はくれぐれも気をつけてくださいませ。

みなさん、こんにちは(^0^)/川内です★３月がやってきました(^O^)３月は桃の節句に卒業式に行事がいっぱ
いですねv(*‘-^*)-☆特に子供さんがいらっしゃる方は毎月の様に行事に追われる中で、特に３月はご多忙だと
思いますf^_^;そんな中でウチの娘も３月に二泊三日で学年で金峰山へ集団学習合同訓練に行きます(*’O‘)
娘もワクワクする反面、不安の様子です(>_<)私も二泊三日も娘と離れるのかと思うと寂しく不安な思いがしま
すが…(:_;）これも学校生活の中で必要だと子供の成長を温かく見守りたいと思ってます(*’-^*)-☆
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