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医院からのお知らせ
飛田歯科医院のフェイスブックを立ち上げました。
皆さんにお役に立てる情報や、歯科の最新情報を定期的に掲載し
ますのでご覧ください。
また、私のことも掲載していきます。
なお、これらの情報に対する質問や歯科でお困りのことがあれば、
お気軽に書き込んでください。私がお答えいたします。
また、ホームページもリニューアルしました。休診日が見やすく
なったのと、フェイスブックに書き込んだ情報を見ることができ
ます。ちなみに、
現在、
フェイスブックに掲載している情報は「最新
の電動歯ブラシ事情」と「フッ素を使って楽々ムシ歯予防」です。
「電動歯ブラシ」は安価になり家電量販店でも電動歯ブラシの
コーナーができるほどの商品数と、使われる方も増えてきました。
しかし商品もどんどん入れ替わっていますので、最新の電動はブ
ラシ事情とともに、故障した時の連絡先と費用も含めてお知らせ
させていただきました。
「フッ素を使って楽々ムシ歯予防」は「フッ
素」をより効率よく実用的に利用して楽々ムシ歯予防をする方法
です。
「フッ素」はムシ歯予防効果が最も高い昔から使われてい
る薬剤でWHOでも認められています。簡単でも効果が高いフッ
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素の利用方法を書いています。歯がある限りは虫歯のリスクはズ
〜っと続きます。長続きできる方法ですので参考にしていただけれ
ば幸いです。
院内では Wi-Fi の接続が可能になりました。
パスワードは受付にお聞きください。
携帯電話用サイトのアドレスが変更になりました。 携帯電話用サイト
QR コード
携帯電話にて医院の情報をご覧いただけます。
診療時間・休診日も掲載しておりますのでご利用ください。
産休中の歯科衛生士 古村みさきが 11月に元気な男子を出産しま
した。
この春には復帰しますのでよろしくお願い申し上げます。
またまた、おめでたです。昨年秋に結婚しました歯科衛生士 家元嘉
恵がこの春より産休となります。家元が定期健診を担当させていた
だいている方には、ご迷惑をおかけするとは思いますが、よろしくお
願い申し上げます。飛田歯科医院はここ4 年で 3 名の結婚と 4 児
の出産とおめでたいことが続きます。
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■「ふしぎなえ」
「エッシャー」
■「素顔の動物たち」
「極限に挑む」
「サルヴァドール・ダリ」
「VISUAL DECEPTION」 NATIONAL GEOGRAPHIC は見ていて楽しい本なので月刊誌
「だまし絵が好き？」
と聞かれると
「ん、、、」
としか答えられません。
好きというより、見入って？探して？理解しようとしてしまいます。
（これを好きだといわれるのかな？）

を常に置いていますが、その中に特集本があります。
「素顔の動物たち」はおそらく動物のベストショットを集めた写真集
だと思います。個々の動物が自然のままの表情や躍動感にあふれ

そんなだまし画の中で有名な「エッシャー」の本と子供向けの福音

た瞬間がとらえられています。中にはほほえましい写真もあります

館書店から発売されている
「ふしぎなえ」
を置いています。

が、どちらかといえば、動物の本質に迫る迫力のある写真が多いよ

エッシャーの本には解説もあるので理解しながら見ることができま

うです。解説も短い文章でわかりやすいです。
す。
「ふしぎなえ」
は３才〜小学校初等向きのようですが、大人も楽し 「極限に挑む」人類の探検、挑戦の記録集です。
める絵が多いです。昨年夏に紹介した「VISUAL DECEPTION」は
え〜！
！ 時には ぞ〜！
！ そこまでするの？
！ と感じる写真の連続
2009 年に東京、
名古屋、神戸で開催された
「だまし絵」の展覧会の

です。
かなり刺激的な写真も多いので、
ご注意ください。
ただ、
人の可

作品集なので多岐にわたります。

能性、地球の大きさ、極地の様子などの見たことのない世界をのぞ

だまし絵と一緒にすると、専門家から怒られるかもしれませんが、あ

くことができるので、普通ではお目にかかれない自然の美しい写真

くまで私の感覚では
「サルヴァドール・ダリ」
も近しい存在です。

ばかりです。

なぜ？と聞かれると、見入って？探して？理解しようとして？しまうから
です。彼の作品集は歴史をたどりながら作品の変化を見ることがで
きます。
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本も BGM も私の趣味で購入しています。ただし、BGM は医院らしく心地よいと感じられる曲を選択しています。
でも、私は毎日聞いているので、たまに刺激を求めてしまうことがあるため、
ちょっと？？と感じられる曲もあるとは思いますがお許しください。
購入方法は、CD ショップの視聴盤をじっくり聞いてから購入しています。そのため、できるだけ多い視聴盤がある
大きなお店を求めて、関西へ研修会に参加するときに、三ノ宮や大阪のお店で２時間位はうろうろしながら選んでいます。
絵の本は美術館で買うことが多いです。その他の本は本屋さんをウロウロしながら探していたこともありましたが
「これだ～！！」と思える本に出会うことはまれです。
そのため、ネットの通販が多いです。なお、解説はあくまで私の偏見ですのでお許しください。

■
「EARTH 地球大図鑑」

１年近く悩み続けてやっと購入した本ではなく図鑑です。
なぜなら、一般的には大きな図鑑を待合に置くという発想はないか
らです。
でも、私の見たいという欲望と、中には見たい人もいるかも、
とかなり無理な言い訳をして購入に至りました。
しかし、本が届いて
から予想以上の大きさと重さに、あらためて待合に置く本ではない
ことが良くわかりました。
でも、
せっかく購入したので大きさと重さに
注意しながらご覧ください。
（興味がある方は、、）内容は宇宙の発生
から惑星として変化してきた地球を分析した上で、近年の地球を陸
地、海洋、大気に分類して科学的に分析した図鑑です。
きれいな挿
絵と写真が多く解説もわかりやすいので十分楽しめます。（私だけ
かな？）。

■
「SHIP」
「FLIGHT」

メカ好きの私の心を動かした本です。
しかも、この厚さと写真の多さ
で安価だったので即決しました。但し、全て英文なので英語が苦手な
私にとっては単なる写真集でしかありませんが、、、
内容は、
「SHIP」
は紀元前から、
「FLIGHT」
は 1900 年代初頭から
現代までの船と飛行機の技術革新の歴史が、多くの挿絵や写真とと
もに掲載されています。見ているだけでも理解できる点もあるので
意外と楽しめます。改めて、船も飛行機の技術革新には戦争が大き
く関与していたことが良く理解できました。確かに、近代社会までの
部族や国家は武力で死闘を繰り返した歴史であることを考えれば、
より有利な立場になるために、これらの技術革新が必要だったこと
がよくわかりました。

■re:plus / Ordinary Landscape

分類はヒップホップなので医院の BGMとしてはちょっと異質すぎま
すが、
私のお気に入りの CD です。
ヒップホップなのに聴くとジャズっ
ぽい面もありながらメロディアスでやさしいのです。医院の CD を
探す時にヒップホップのコーナーへ近づくことはありえないのです
が、たまたま掲示されていた解説に「ヒップホップの枠を超えダンス
ミュージックの歴史も塗り替える」
と書かれていたので視聴してみた
らビックリ仰天、、、あまりに心地よい音が多いので、解説文を見返し
ながら思わず購入した CD です。

■noon ¦ ONCE UPON A TIME

医院の BGM としてジャズは良く使うのですが、基本はリラックスで
きる CD を選んでいます。
この CD は多くの方が聞いたことのある
スタンダードな曲を女性ボーカルの優しい歌声で聞けますので、安
心してリラックスできるところがいいですね。
まあ、面白みがないと
いわれたらそれまでなのですが、耳に心地よく一般的な BGM とし
ては最適としましょう。

■Meteores / Giovanni Ceccarelli Trio

イタリアのジャズ・ピアニスト、ジョヴァンニ・チェカレリのトリオで
の演奏です。
スタンダードなジャズのトリオの演奏なのですがイタリ
ア出身というところが気になって視聴したところ、メロディアスな曲
が多く優雅で穏やかで優しかったので選びました。特にピアノの旋
律が気に入っています。
ただ、２，３曲は BGM に向かない感じなの
でごめんなさい。

■Japao / 小野リサ

ボサノバも医院の BGM としてはいいと思うので選んでいます。
日
本人の小野リサが日本語のスタンダードな曲をボサノバ調にしてい
るので親しみやすく聞きやすいアルバムです。春の陽だまりの中で
ポ〜としている感じでほのぼのします。

music
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ふたたび

へ
ア ッ プ ル

私が1７年前に初めて購入したのは Appleコンピューターで
した。購入目的は患者さんにお渡しする検査結果報告書を作
成するためでした。写真や絵がカラーで載せられる上、
それら
のデータを容易に保存できるので、それまで使用していた
ワープロと比較すると画期的な技術革新でした。その後はイ
ンターネットやメールが日常となり、コンピューターを利用す
る機会は増え続けました。
ところが Windows がどんどん主
流になったため、仕方なく Apple から Windows へ切り替
えることにしました。そして今では、ほとんどの資料や診療カ
ルテ、口の中の写真管理に加えて学術的な検索までコン
ピューターに依存するようになり、
仕事もプライベートでも生
活の一部になっています。
こんどは昨年秋からスマートフォンを Apple にしています。
きっかけは医院のホームページとフェイスブックの作成をお
願いしている知人から、
まずはスマートフォンに慣れてくださ
いといわれたからです。そこで、機種選定を既にスマートフォ
ンを使っている数人の友人に聞いたところ、Apple を使って
いる友人からは「使いこなすのにかなり大変だったからおス
スメはできないね。
でも、生活の一部になって常に手放せな
い状態になっている」
との答えに、生活の一部になる道具？
という点に惹かれて思わず選択しました。つまり目的にあっ
た道具ではなく、使い方が広がる道具という解釈です。確か
に使いこなすのは大変です。

簡単な説明書しか無く、ネットで調べたり友人に聞きながら、
使い方を探していくしかないからです。
しかし、
どんどん生活の一部になり、
ついには生活習慣が一変
してしまいました。例えば、ニュースはスマートフォンで
NHK、TBS ラジオで聴くようになり、テレビニュースは見な
くなりました。予定はもちろんのこと覚書のメモや行き先の
地図は持たなくなりました。車のナビも腕時計のアラームも
スマートフォンです。音楽は良く聞くようになりました。など
など、いつでも何処でも何でも 1 日中使えます。
以前、コンピューターを Apple から Windows へ切り替え
た理由の一つに使えるソフトの多さと価格でした。今のス
マートフォンはコンピューターを含めた様々な面でアップル
が魅力的だと感じてしまうようになりました。なぜなら、私の
知的好奇心を刺激するような仕掛けがいっぱい出てくるの
で、そのたびにジョブズの罠にはまったように感じてしまうか
らです。
これを良しとするかどうかは個々の見解によるとは
思います。
ただ、私の過去を振り返ったときに携帯電話もコ
ンピューターも、まさかここまで使うとは思わなかったので、
使ってみてから評価しようと考えています。
今の若者の世代は携帯にはお金を使うけど、物や車には使
わないといわれる時代のようです。確かにスマートフォンを
使うようになって知的好奇心をくすぶる宝の山であると感じ
ました。人の価値観が見える物質から見えない情報へと変化
している一端のように感じてしまう出来事でした。
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