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今回の小冊子のテーマは「カムカムフェスタ」です。

カムカムフェスタは、カムカムクラブの会員を対象とした、

ワクワク楽しいイベントです。

カムカムクラブでは、健康な歯を持つ子供たちが、むし歯を作らないために、

３ヶ月に１度来院します。

私たちは、カムカムクラブを通じ、子供たちに

この３点を知ってもらいたいと思います。

私たちの願いは、１人でも多くの子供たちの笑顔に会うことです。

私たちの大好きな子供たちに、夢と希望を与えたいと思っています。

このため、私たちはカムカムフェスタを年２回行っています。

クイズや展示、マジックやサインダンスなど、楽しいイベントを通じ、

健康の大切さを伝えています。
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はじめにはじめに

●歯医者さんは、実は楽しいところだよ

●むし歯の歯を、削りに行くんじゃないよ

　健康な歯を守るために行くんだよ

●そして君たちの大切な歯を守るのは、

　先生じゃなくて、衛生士さんなんだよ



同時に、私たちはカムカムフェスタを通じ多くのことを学んでいます。

子供たちから私たちが愛と勇気をもらっています。

この笑顔は、子供たちから私たちへの最高のプレゼントです。

子供たちの無償の愛が、私たちを励まし続けてくれます。

私たちはカムカムクラブの子供たちへの感謝の気持ちを込めて、

この小冊子を作製しました。

そんなあなたに是非読んで頂きたい小冊子です。
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●実は１人では何も出来ないこと

●しかし、１つの目標に向かい、メンバー全員が協力し合えば、

　想像を超えた感動を得ることが出来ること

●そのためには、メンバー１人１人が、他人を思いやる心が

　大切であること

●夢は願えば叶うこと

●決してあきらめないこと

●小さなお子様をお持ちのあなた

●今も、少年、少女の気持ちを持ち続けているあなた

●出来ることなら子供の頃に戻りたいと願うあなた

●時には母の胸でぐっすり眠りたいあなた

●今も子供の頃の夢を追い求めているあなた



また今回は、カムカムフェスタ特別企画

「さよなら真ちゃん for カムカムクラブ」というイベントを

２００５年、３月２３日に開催しました。

ピエロの真ちゃんこと、吉田真一郎先生は、

カムカムフェスタになくてはならないヒーローでした。

第１回のフェスタから今日まで、子供たちに愛され続けました。

その彼が、４月２日をもちまして、当院を卒業（退職）しました。

そのため、ささやかな卒業式（？）を行いました。

（診療室では決して見られない、メンバーの最高の笑顔です）

またこの小冊子には、メンバーの吉田先生への感謝の気持ちが綴られています。

彼がいたからこそ、カムカムフェスタはここまで、

子供たちに支持されたといっても過言ではありません。

真ちゃんファンのあなたに贈る、メンバーからのメッセージ集でもあります。

どうぞ、ゆっくり御覧下さい。

これからもず～っと仲間だよ真ちゃん　企画　実行委員長　寄田　幸司
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吉田先生！！本当に先生と出会え、同じ時間を過ごせて、うれしいです。

ありがとうございました。　初めに、この言葉を伝えたいです。

吉田先生とは、同じ時期にヨリタ歯科で働く事になって、本当に何でも

話せるお兄さんのような人で、カムカムフェスタ第１回から参加し、

回を重ねる事に、フェスタも、吉田先生もパワーアップしていき、

私はそれについていくばかりで…

でも、気持ちは誰にも負けず、子供たちに楽しんでもらいたい！

子供の笑顔が見たい！！ただただそれだけでした。

その気持ちも、子供たちに伝わったのか、今では真ちゃんピエロは

子供たちのヒーローで、フェスタも大入満員大盛況です！！

今回のフェスタでも、吉田先生にお手紙を書いてきてくれている子がほとんどで

吉田先生は、本当に、たくさん人から愛されてるなぁと思いました。

これは、吉田先生の人柄であり、吉田真一郎という人間の魅力だと思いました。

フェスタのときに、もう一つ見ていて幸せだなぁと思う瞬間があります。

それは真ちゃんピエロを見ているときのスタッフの顔が子供のようで、

瞳はキラキラしていて、私はその瞬間に出会えるのが幸せで、

ワクワクします。

これだけ、たくさんの人に愛・勇気・優しさ・厳しさ・心に残るもの・

笑顔をプレゼントできる先生は、本当は!?

本当に、スーパーヒーローだと思います。
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吉田先生への思い・フェスタの感想　　　宮本誠子



 

私も、ピエロにはなれないかもしれないけども、これからもフェスタで、

子供たちにたくさんの心に残るものを伝えていきたいと思います。

今では、吉田先生の背中を見て歩んできた自分っていうのがあったんですが、

先生がいなくなって、次は私が誰かが悩んでる時、

困っている時に、私の背中を見て歩いていけるように、勇気や笑顔を

与えられる人になります。

先生の背中は、大きくて、太陽のようにあたたかかったです。

これからも、ずーっと私の、みんなの太陽でいて下さい。

さようならではなく、ありがとう。　

今回は、吉田先生最後のフェスタということで、

何が何でも一緒に盛り上げたいと思い、参加しました。

今回は、６月・１２月のいつものフェスタとは違った、

テレビカメラの撮影も入るという特別なフェスタで、

テーマは吉田先生の卒業式ということで決まっていたけれど、

どんな事をするのか、どういう流れにするのか、

なかなか決まらず、スタッフミーティングでも話が停滞する事がありました。

でも、フェスタが近づくにつれ、徐々にみなの気持ちが高まり、準備

もどんどん進んでいきました。フェスタ当日、雨にもかかわらず、

たくさんの子供さん達、お母様方が参加して下さいました。

吉田先生と子供さん達とのツーショット写真を貼ったカレンダーと、

ピエロの真ちゃん先生バッチをプレゼントすると、皆大喜び！！
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カムカムフェスタの感想・吉田先生への思い　　　石橋尚子



 

そんな皆も姿を見ていると、何だか私までうれしくなってしまいました。

色紙に貼る吉田先生へのメッセージも一生懸命書いてくれて、しかも、

たくさんの子供さんたちが、吉田先生へのお手紙を持って来てくれました。

改めて、吉田先生ってすごいなぁ…こんなにたくさんの子供たちから

慕われ、愛されていて、本当に羨ましいぐらいすごい！！

と心から思いました。

フェスタが始まり、まずはフェスタ昔話“よりたろう”。

フェスタが始まった年というのが、ちょうど私がヨリタ歯科で働きだした年で、

スライドを見ていると何だか懐かしい気持ちになりました。

第１回目のフェスタは、診察をしながら、子供さんたちが来られたら

各チェアーで学びの話をして、バルーン人形を作ってプレゼントする

というもので、受付の私は、ただその様子を楽しそうだなぁと

見るぐらいで、一緒に参加するという感じではなかったため、

少し寂しいなぁと思っていました。

でも、その後、フェスタの日をきちんと設け、子供たちもスタッフも

全員参加型のフェスタになってからは、自分自身も思いっきり楽しむことが

出来るようになりました。

今までは当たり前のように吉田先生がいて、フェスタを盛り上げてくださって、

吉田先生に頼ってしまっている部分というのが、すごくあったように思います。
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これからは、吉田先生がいなくなる分、私達は吉田先生のいない、

また新しいフェスタを作り上げていかなければいけません。

吉田先生の存在というものがどれだけ大きかったのかを改めて実感しました。

今回のフェスタで、子供さんたちが吉田先生宛に書いてきてくれた手紙の

中にあった“ありがとう”という言葉、心から感動しました。

今回のフェスタは、吉田先生が最後という事もあり、

また、テレビの取材が来るということで、皆とても気合が入っていました。

本番が始まり、ドキドキワクワクでいっぱいでした。

スライドを見ながら、吉田先生の解説つきの劇は、

子供たちやお母さん方に大好評で、

私も仕事を忘れて見入ってしまいました。

そして、フィナーレ卒業式では、卒業式チームで、

「この曲だけはかけたいよね」と言っていた曲

“青春の影”が流れた時に吉田先生の過ごした今までの時間が

よみがえってきて、熱いものがこみ上げてきました。
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フェスタの感想　　　竹岡由起



 
また、院長からの卒業証書授与では、院長と吉田先生との間に

何十年という絆で結ばれた熱い、そしてあったかい関係を改めて

実感する事ができました。また、子供たちからの手紙には

「吉田先生大好き」とか、「またあそんでね」など、

本当にたくさんの人から愛されている吉田先生が、すごくうらやましい

と思うのと同時に、とても誇りに思いました。

“別れ”というのは本当に寂しいものですが、新しい場所へ旅立つからこそ、

一度この場所からはなれて、そして自分で歩いていくという前向きなことです。

吉田先生がヨリタ歯科クリニックから卒業してしまう事を、吉田先生

が前に向かって歩いていくという前向きな気持ちで、笑顔で

送り出してあげたいと思いました。

吉田先生と一緒にお仕事をさせてもらって、もう丸２年になります。

先生とは色々な思い出があります。

私が始めてヨリタ歯科クリニックに来た日、ドキドキして、

肩に力が入りっぱなしだった私に、吉田先生がよく笑顔で話しかけに

来てくれました。何もできない私を、アシストにつかせてくれて

一から丁寧に教えてくださいました。

そして、「上手になってきたね」と励ましてくれたり、

私が挫折しそうな時は、吉田先生の言葉をいつも思い出していました。
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吉田先生への思い　　　竹岡 由起



 
そんな優しくてすごくあったかい吉田先生がいたからこそ、

今の私がいると本当に感謝しています。

いつもみんなに優しくて、心がとっても広くて、常に前向きで、

一生懸命で、すごくおもしろくて、ヨリタ歯科クリニックNo.１の

ムードメーカーしんちゃん先生が、

４月からいなくなってしまうのはすごくさみしいです。

朝そうじをしていたら「おはよう！！」と、元気に挨拶してくれる、

それで私のヨリタ歯科の一日が始まっていました。

その声を聞けなくなるなんて・・・。

一緒にお仕事できなくなるのは本当に本当に残念ですが、

吉田先生の新しい第一歩を踏み始めること、応援しています。

吉田先生、本当に本当にありがとうございました。

今回の「さよなら真ちゃんforカムカムクラブ」と題した

カムカムフェスタも大成功でした。吉田先生のことを信頼し、

大好きな患者様の多さにとってもビックリし、

そしてうらやましく思いました。
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カムカムフェスタと吉田先生への思い　　　金光美恵

 



 

吉田先生はいつも明るく何事にも熱心で患者様一人一人との

コミュニケーションをとても大事にしていらして、いつも感心していました。

今までのカムカムフェスタでも、私は写真でしか見たことのない

フェスタもあるのですが、子供たちを喜ばすために毎回様々なピエロになり、

色々な事に挑戦し、一生懸命に案を考え、練習している姿は

今でも心に焼き付いています。

特に前回１２月のフェスタのスマイルパフォーマーQちゃんとの

コラボレーションは吉田先生にとって、

とても大変な練習だったと思いますが、存分に楽しませていただきました。

吉田先生がヨリタ歯科を退職し、開業すると聞いた時、

あのいつもの元気な朝の「おはよう」の声が聞けなくなると思うと

とても寂しいという思いでいっぱいでした。

あまり元気がない時もその元気な「おはよう」という声を聞くと

元気が出ました。励まされました。

もっと一緒に働きたかったです。

でも今は応援の気持ちでいっぱいです。

開業してもその吉田先生の人を思いやるさえあれば

必ず成功すると思います！！
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初めて準備する所から参加させていただきましたが、

スタッフの皆が一丸となって、フェスタの準備に取り組んでいる姿を見て、

素晴らしいチームワークだなぁと感じ、また、吉田先生への

みんなの気持ちがすごく伝わってきました。

皆、吉田先生の卒業証書や感謝状、そして駆けつけてくださった

カムカムクラブの子供たちやお母様方みんな、吉田先生の事が本当に

大好きで、なくてはならない存在なんだ！と感じました。

吉田先生の笑顔は、本当に“満面の笑み”で、

モヤモヤしていた気持ちはスーっと引いていき、“がんばろう！！”

という気にさせてくれます。ちょっとした心遣いで人の心の持ち方は

大きく変われるんだなぁと感じ、それをさりげなく実行できる吉田先生は、

心が海のように広くて、とってもあたたかい優しい方なんだと思います。

フェスタでも、診療時も、吉田先生が３月いっぱいで

退職ということを知った患者様方の

「残念です」「もっと吉田真一郎先生に診て頂きたかった」

「何で辞めるの～」「また帰って下さいね！！」

など多くの声を聞いて、本当に慕われておられたんだなぁ…と感じました。
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フェスタの感想　　　中西優美



 

私自身もそうでしたが、一般に“歯医者さんの先生”というと

“痛いことをされる”だとか“怒られる”といった

恐いイメージを持ってしまいがちなのに、

こんなに多くの方が慕い“大好きな先生”である事が

本当にスゴイ！！と思います。

フェスタではピエロに変身し、ジャグリングやマジックを披露し、

皆を楽しませてくれて、かつ歯や全身の健康学習を楽しく教えてくれたり。

私が一番心に残った言葉は、

「皆が大人になっても、今みたいに目をキラキラ輝かせて

　いつも笑っていてほしい」

という言葉です。吉田先生がみんなの事を心から大好きで、

自分の子供のように、一人一人の事を大切に思っているのが分かりました。

また、子供たちも先生の事が

大好きなんだという双方の気持ちが伝わってきてジーンとする

素晴らしいフェスタでした。

自分に笑顔や、やる気を与えて下さる方がいなくなってしまう事は

とても悲しいですが、これから吉田先生も新たな道が始まり、

それが素晴らしい道になるよう陰ながら応援したいと思います。

いつもココロにスマイルを！！
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私は今回とても感動あふれるフェスタを経験する事ができました。

私自身、フェスタを経験するのは２回目ですが、

いつもとは違う内容の凝縮されたものであると感じられました。

吉田先生が最後となるフェスタで吉田先生を慕っている

子供とのふれあいを中心をするものだったからでしょう。

フェスタの歴史を振り返った資料を見ていても、今回のフェスタを

見ていても、そこには、中心となっている吉田先生がいつもいました。

ピエロの格好をした先生のまわりに群がっている子供たち、

フッ素やキシリトールが歯に良いことを常識のように

知ってくれている子供たち、歯医者さんの先生やスタッフを

友達のように思ってくれている子供たち、

カムカムクラブの子供たちは本当に歯医者さんに

楽しく通ってくれているのだなあと実感しました。

カムカムクラブの子供たちが、将来大人になった時、

歯科医院は楽しい場所という潜在意識がおのずとついて、

歯が痛くても行きづらい、そしてどんどん悪くなるという事が

なくなるのではないでしょうか。

そうなればきっと、明るい未来が見えてくるはずです。
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幻のフェスタを終えて　　　新谷順子



今回中心となった吉田先生も、子供たちの間では

永遠のピエロとして、胸に残っていくだろうと思います。

私は今回退職された吉田先生に、知識や技術も沢山教えていただきましたが、

それより多くの事を学んだのは、診療中やフェスタの中で患者様と

心から接するという事、接していこうという姿勢でした。

ただの優しさ、親切さだけでなく、本音でぶつかっていく熱さをもって

患者様の信頼を得ているとても人間くさい、

先生らしくない、とても良い先生だと思います。

吉田先生の門出を祝して、このヨリタ歯科クリニックから

笑顔で送り出してあげる事と、吉田先生が得てきた信頼を

守り続けるためにも、私たちは患者様と本音で接していける環境も、

笑顔の絶えない診療も、がんばって引き継いでいきたいと思います。

いずれ伝説のピエロとして、子供たちのヒーローとなるだろう先生と一緒に

このヨリタ歯科クリニックで働けた事を、誇りに思います。

本当にありがとうございました。

そして吉田先生にお手紙を書いてくれて、

私たちに感動をくれた子供たちに感謝します。
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今回のフェスタは、今までのカムカムフェスタにはない

涙と感動いっぱいの初めての体験でした。

テレビ収録が決まった事がきっかけで、

普段はやらない３月春のフェスタです。

３月といえば卒業式です。

それはまるで、開業のためもうすぐ退職される吉田先生を送るために

用意されていたかのようなシチュエーションでした。

飾りつけは、チームメンバーの顔写真入りの桜の木をバックに、

今までのフェスタのポスターなども展示しました。

また、メンバーは春色のピンクと新緑のグリーンのスカーフを

首に巻き、テレビ収録に備えて、メイクは万全でした。

主役の吉田先生は、いつものピエロ姿に、桜を散りばめたピンク

のアフロヘアーで登場です。どんな時も、みんなに喜んでもらうために

サービス精神旺盛で本当に尊敬します。

吉田先生が退職したら、この役割は一体誰がするのか…?

みんなの心配な所であり、今後の課題です。
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フェスタを終えて・吉田先生ありがとう　　　大北江里香



開始時間前になると、カムカムクラブやフェスタにおなじみの

子供達がお母さんと一緒に期待いっぱいでやって来てくれました。

その手には吉田先生への心のこもったお手紙、

プレゼントなどがありました。

そのお手紙やプレゼントの中身が想像以上のもので、胸が熱くなりました。

吉田先生が子供達をはじめ、沢山の患者様に対して、いつも誠心誠意、

情熱を持って接しているのがちゃんと伝わっているんだなぁと

嬉しく思いました。

また、患者様だけでなく、私たちメンバーに対しても、常に優しさと

ねぎらいの気持ちを持って接して頂き、落ち込んでいる時など

吉田先生のおかげでどれだけ元気づけられたかわかりません。

いつも明るく、熱く、正直で、人の立場になって考えられる

心優しい吉田先生に出会え、一緒に仕事が出来た事に本当に感謝しています。

フェスタの前は、いつも診療をしながら準備でバタバタと忙しく

疲れ気味な面持ちですが、フェスタに来てくれた子供達の嬉しそうな、

楽しそうな笑顔を見ると、今までの疲れが一気に吹っ飛びます。

素直で純粋な子供達を大勢目の前にして、私はつくづくヨリタ歯科で

働いていてよかったなと思います。

歯医者というのは、痛くて、怖い所というイメージがありますが、

その歯医者へ来て、子供達がこんなにも喜んでくれているという事が、

私にとってもとても嬉しい事です。

１6

カムカムフェスタの感想　　　星加裕美



 

今回のテーマは、ピエロの真ちゃんこと吉田先生の卒業式。

子供達全員が吉田先生に手紙を書いてきてくれ、心温まる内容で、

すごく感動的でした。

カムカムフェスタといえば、吉田先生がいつも盛り上げてくれ、

子供達からも大人気だったので、私たちと同じくらい子供達も

吉田先生が旅立っていく事はすごく淋しいだろうなと思います。

でも、今後もフェスタの時はスペシャルゲストとしてピエロの真ちゃんが

きっと来てくれると思うので、それまで子供達と一緒に楽しみにして

待っていたいと思います。

吉田先生を何かに例えるなら、私は「太陽」だなと思います。

ポカポカと温かい心を持ち、また、ギラギラと熱い情熱家な所が、

まさに太陽みたいだなと思います。

そんな吉田先生だからこそ、患者さんに対する思いも、すごく温かく、

また熱心で、常に全力疾走だったように感じます。

私の吉田先生に対しての思い出の中で、まず一番頭に浮かぶ事は、

吉田先生が毎朝出勤してきた時の朝のあいさつです。

17

吉田先生への思い　　　星加裕美



 

普通、朝は、みんなテンションも低く疲れた顔をしているのですが、

吉田先生はどれだけしんどい日でも毎日、

全員に笑顔で元気よくあいさつをされていました。

寒い日も、暑い日も、また、風邪を引いていてしんどくても、

二日酔いの日も、寝不足の日も…。

私も朝は、ボーッとしている事が多いのですが、吉田先生の笑顔いっぱいの

あいさつ、ハッと気づかさせられます。そしてその吉田先生の朝の

「おはよーございます！！」のあいさつで毎朝元気をもらっています。

これから、その吉田先生の元気なあいさつは聞けなくなりますが、

私も吉田先生見習って自分がどれだけしんどい朝でも、皆に笑顔で

あいさつをしていこうと思います。

吉田先生には、数え切れないほど色々な事を教えてもらい、

また優しい言葉をかけてもらい、感謝の気持ちでいっぱいです。

そして吉田先生の旅立ちを心から応援しています。

今回の「さよなら真ちゃんforカムカムクラブフェスタ」で、

私は３回目のフェスタに参加させて頂いたんですが、

毎回全体のレベルが上がっているような気がします。

人数が増えた分、役割分担も、出し物も、プレゼントも豪華になり、

これは、一人一人が責任をもって、皆で協力しているからこそ、

なし得た結果だと思います。

おそろいのバンダナは目を引く鮮やかなピンクと黄緑で統一感を持たせ、

ヨリタ歯科が一つになっていることをよく表していましたし、

吉田先生の大きなＡ１のポスターも、

この日を飾るにふさわしい存在でした。
18

フェスタの感想・吉田先生への想い　　　松浦友香



私がこのフェスタで１番良かったなと思うものは、

皆で参加したサインダンスです。

ただ見るだけじゃなく、参加して一緒に楽しむというアイデアが

素晴らしいと思いました。

また、子供ち達の書いてきてくれた手紙やイラストは、

どれもとても上手で、一生懸命書いてくれたんだろうなぁと思うくらい

気持ちのこもった手紙ばかりでした。

この手紙を見ると吉田先生がいかに慕われていたかがよく分かります。

先生からはたくさんの思い出や、気づきを頂きました。

その中で私自身、特に１番強く感じたことは

“吉田先生の心は寛大で、深い愛で満ちている”という事です。

どんなに忙しくても、｢大丈夫？」「しんどくない？」と、気遣ってくれて、

その言葉をかけられただけでも、気持ちがスゥっと軽くなります。

しかも、そういった言葉をさらっと自然に言うことが出来るところを

とても尊敬します。

繰り返し言うようですが、慕われて当然くらいの、優しい温かさを

吉田先生は持っています。私も接する人に、そのような気持ちを

常に持って接しないと…と、思い返しました。
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今回のカムカムフェスタは特別なフェスタでした。

｢さよなら真ちゃんforカムカムクラブ」ピエロの真ちゃんの

最後となるフェスタでした。

今回のフェスタで吉田先生がみんなに教えてくれた通り、

カムカムクラブはみんなで楽しく笑ってむし歯予防を広めていきたい、

楽しいお祭りをしてみんなと仲良くなりたい、

そんな気持ちからはじまりました。

最初は、治療の後に少しだけむし歯予防のクイズをして、

正解するとバルーンでウサギや犬を作ってプレゼントしただけの

本当にささやかなフェスタでした。

それが今のように毎回１００人を越えるカムカムクラブの子供達や

お母様方に集まっていただける程のフェスタに成長することが出来たのは、

いつも先頭に立って盛り上げてくれた

吉田先生がいてくれたからだと思います。

ピエロのフェイスペイントをしていつもすぐにバレてしまう

楽しい手品をして私達を笑わせてくれました。
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フェスタの感想　　　角野幸子



今回のフェスタでは、カムカムクラブの子供達が、吉田先生にお手紙を

書いてきてくれました。話を聞けば自分できれいに書けるまで、

何回も書き直してくれた子や、吉田先生と一緒にとった写真を見ながら

一生懸命似顔絵を描いてくれた子など、

みんな心のこもったメッセージを持ってきてくれました。

どの手紙にも「ありがとう｣という言葉が書かれていて、どの絵も

みんな笑っていて、みんなの気持ちは吉田先生にいっぱい伝わったはずです。

うらやましいくらいピエロの真ちゃんはみんなから愛されているな～と

実感しました。

見ていて本当にうらやましくなりました。

ピエロの真ちゃんがいなくなってしまうのは、本当にさみしいけど、

これからもみんなで楽しくむしば予防が出来るように

楽しいフェスタをこれからもつくっていきます。

吉田先生これからも変わらず、ステキな先生でいてくださいね。

３年間本当にありがとうございました。

吉田先生に出会えて本当に本当に良かったです。
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今回のフェスタで３回目の参加でした。

１回目は夏、２回目はクリスマスです。

そしていつもフェスタが終わった後に、１人感じることがありました。

もちろん今回も感じました。

それは、“１つのことをみんなで作り上げることのすばらしさ”です。

学生の頃は、幾度か作り上げたことがあったように思います。

しかし、今になって忘れかけていたことです。

また、その作り上げたことで、皆様が笑顔になり、

喜んで頂けると幸せを感じます。

今回のフェスタは、吉田先生の卒業式というのと、後、テレビ撮影もあって、

また一味違ったものになったと思います。

吉田先生への子供達からのお手紙は、ほんとうにたくさんの子供が

書いてきてくれました。ありがとう。

そのお手紙には子供達の素直な気持ちが書かれていて、

胸が熱くなり、涙でした。

そして今回もサインダンスをみんなで覚えたのですが、

私達に教えてくれたのは、子供達でした。

フェスタの前に、時間を作ってくれて、教えに来てくれました。
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フェスタの感想　　　中川美香



 

子供達の表情の豊かさや、元気に飛び跳ねる姿にカワイイの一言でした。

子供達の心に一つでもフェスタでの思い出が

残ってくれればいいなと思っています。

また一緒に来てくださったお母様にも楽しんで頂きたいと思っています。

そして楽しむだけではなく、学びの部分も充実させていきたいと思います。

これからも、もっとすばらしいフェスタをみんなで作り上げて、

子供達の笑顔、皆様の笑顔に出会いたいと思います。

そして、最後にいつも協力して頂き、ありがとうございます。

もっともっとワクワク楽しいフェスタを作り上げていきます！

吉田先生　おつかれさまでした。

吉田先生のお別れフェスタ…。悲しいけど私はいろいろな物を

得ることができました。人の暖かさ、思いやる気持ちが

すごく伝わってきました。いろんな意味で｢癒し」をくれました。

フェスタでも、あんなに盛り上がれるのは、

吉田先生の人生を表しているかのようでした。

私も皆さんにとって、心に残る人になりたいと思いました。

吉田先生から教わったことを、ずっと生かしていきたいです。

フェスタは、本当にすばらしい思い出となりました。

人の温かさがすごく伝わってきました。

私はこのヨリタ歯科クリニックに来て、本当に「幸せ」だと感じています。

23

カムカムフェスタの感想　　　藤原真美也



 

こんなに暖かい人たちに迎えてもらい、いろいろな愛情を受け、

私はさらに人の温もりを感じました。

本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

言葉には、出来ないほど私は幸せです。

これからも、いろいろと成長をしていこうと思う私です。

吉田先生！！がんばってください！いつでも私達は一緒です。

絆は深いです。私は永遠です。

吉田、いや、真ちゃん先生本当に長い間ご苦労様でした。

真ちゃん先生は、ヨリタ歯科のとびぬけたプロモーターとして

すごく力を発揮して、私達を楽しくてやりがいのある所へ導いてくれました。

私は先生の朝の元気な「おはよう」が大好きでした。

少し気持ちの落ち込んだときでも前向きな気持ちになれました。

どうぞ真ちゃんの明るさ、笑顔を他の人たち、

新しい医院に集まる人たちにも分けてあげてください。

そしてみんなを幸せな気持ちにしてあげてください。
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吉田先生へ　　　寺田悦子



今回のフェスタは、私がこのヨリタ歯科クリニックに来てから

３回目のフェスタです。

最初は何をしたら良いかも分からず、ただ付いて行くだけでしたが、

回数を重ねるにつれ、私自身、どんどん積極的になって来ているのが

分かりました。

そして今回、吉田先生が主役のフェスタに司会として

参加させて頂く事が出来て、とても嬉しかったです。

最初は、なかなか形にならずに不安で一杯でしたが、院長や、永井先生、

そしてチームメンバーの意見を聞き、それを形にしていく事で

不安は一気に吹き飛びました。

私の悪い所は、いつも何事も、自分１人で抱え込んでしまう所です。

でもフェスタは、私１人ではなく、メンバー全員で

創り上げて行くものです。それを改めて実感しました。

本番では、子供たちが吉田先生へのお手紙を、

一生懸命手作りで書いてくれていて、吉田先生の人望の厚さが

凄く良く分かりました。

私も、表面的なものではなく、心から慕われる人間になりたいです。

25

さやなら真ちゃん for カムカムクラブフェスタ　荒川朋子



 

それから、毎度思うことなのですが、あれだけ盛大にやりながらも、

温かみを感じるのは、既製のものではなく、

全て手作りのものを使っているからと感じました。

そこに＋αで子供たちの手紙が加わり、

私の心は、とっても温かくなりました。

手作りのものは、人をホッとさせてくれると思います。

私も今年は、年間目標に掲げている

「ハワイアンキルトのクッションカバーを作る」事にトライし、

最初の作品は私の両親にプレゼントします！

私はここで働き始めて、間もなく丸１年です。

入った当初と今の私を比べると、自分でも、人から見ても変わったのが

ハッキリ分かります。

それは見た目ではなく、雰囲気・表情・声のかけ方等です。

１年弱でこれだけ内面から変わったのは、きっとこのヨリタ歯科クリニックで

働くことが楽しく、自分に合っているからでしょう。

特にフェスタは、スタッフ同士、そしてチームメンバーと来院者の方との

距離を一気に縮めてくれます。

その中で私の内面に新たに花開いたものがあったのだと思います。

今の私が１番「自分らしい私」です。

これまでの私からしたら、今の私は「出したくても出せない自分」でしたが、

この先のフェスタでは、もしかしたら更に「未知なる自分」に

出会えるかもしれません。

それが今から楽しみですし、是非そのフェスタ創りに参加して行きたいです。

そして、フェスタに来て下さる方々に

感動を与え続けて行きたいです！！
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吉田先生は、私が入った時から凄く細かい所にまで気を配って下さり、

緊張している私の気持ちを、とても良くくみ取ってくれていました。

気遣いも最初だけと思っていましたが、そうではなく、

退職されるまで続きました。

話をする時も、自分よりもまず相手を尊重し、

私の話も良く聴いて下さいました。

その姿勢はチームメンバーにも拡がっています。

私自身も吉田先生を見習い、「相手を思いやる心」を持つよう心掛けました。

そうする事で、来院される方々の事をもっと知りたいと興味が湧き、

今のカウンセリングに繋がっていると思っています。

患者様と医療従事者であっても、結局は人同士の繋がりである事を、

吉田先生は身をもって教えて下さいました。

実際に、吉田先生を心から慕って来られている方はたくさんおられます。

私自身そう思っていても、まだまだそこまで到達出来ていないのが現状です。

将来、そうなった時、今よりもっと仕事に深みが出て来るんだろうなと

思うと、今からとっても楽しみです。

「存在感のある人間になる」これが私のテーマです。

来院される方、チームメンバーから慕われる事。

ゆっくりゆっくり時間を掛けてそうなりたいです。

吉田先生には、１年という期間でありましたが、

本当に色々な事を教わりました。

ムードメーカーが１人居なくなりましたが、その３分の１程、

私が引き継げるかな？と、思っています。

今まで本当にありがとうございました。
27

吉田先生へ　　　荒川朋子



今回、いつもなら行われない時期に特別にフェスタをする事になりました。

テーマは「卒業式」。私たちもサインダンスで歌を歌うことになり、

その振り付けその振り付けをいろはちゃんとまなみちゃんが

教えてくれたということを聞きました。

お昼休みにいろはちゃんとまなみちゃんがお手本で歌ってくれている

ビデオを見ながらみんなで練習しました。

そのおかげで、練習の時からカムカムクラブのお友達と

一緒に踊っている気分になって、とても楽しく練習する事ができました。

いろはちゃんたちにサインダンスと教えてもらえたことがとてもうれしく、

練習の時からカムカムクラブのお友達の素晴らしさを感じました。

そして、フェスタの日。たくさんのお友達が吉田先生にお手紙や絵を

持って来てくれました。そしてたくさんのお友達が

お手紙を読んでくれたのを見て本当に感動しました。

どうしてカムカムフェスタが行われるようになったのか、

どうして吉田先生がピエロになったのかの

歴史も知る事ができました。
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感動のフェスタ「さよな真ちゃんforカムカムクラブ」感想　　　吉道澄恵



 

今回のフェスタは私にとって２回目のフェスタでしたが、去年の

クリスマスフェスタで、カムカムクラブのお友達の数え切れないほど

たくさんの笑顔に出会い、私ももっともっと子供達と仲良くなって、

もっともっと笑顔が見られるようになりたいと思いました。

そして、私もカムカムクラブのお友達の事が好きになり、

会えるのが楽しみになってきました。

カムカムクラブのお友達も感動を与えてくれて、本当にありがとう。

私もみんなの笑顔が見たいと思うだけでなく、さらにみんなへの愛情を

深めて生きたいと感じるフェスタでした。

カムカムクラブフェスタはこれからもずっと行われていくでしょうが、

吉田先生のピエロはもう永遠に見られなくなるのでしょうか？

いいえ、きっとまたいつかみんなのところに会いに来てくれるはず。

その時はみんなでまた呼んでみようね。

「しんちゃんせんせーい！」

私がヨリタ歯科と出会うことが出来たのも、吉田先生に

「先生達（寄田先生を初め、皆テニス部で知り合いだったので）に

会いに行くのも含めてヨリタ歯科に見学に行きたい」と

電話をしたのがきっかけでした。

久しぶりの再開。ヨリタ歯科の診療室に入って１番入り口に近いチェアーで

診療をしていたのが吉田先生でした。

診療中にもかかわらず、すぐに「おはようございます！」と

あいさつをして下さったのを覚えています。
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吉田先生への思い　　　吉道澄恵



 

そういうところは学生時代から変わっていなくて、

とても懐かしくて嬉しかったです。

そしてヨリタ歯科で勤めることになり、話をするのも緊張するぐらいだった

「しんちゃん先輩」から、今ではとても身近で何でも話せる

「吉田先生」へと変わりました。

「しんちゃん先輩」の時と比べて、「吉田先生」はやわらかく、

穏やかな雰囲気になっていましたが、

変わったと思ったのはそれだけで、患者様を思う気持ちや

私たちスタッフを思う気持ち、楽しく盛り上げて下さる姿は、

昔からの部員を思う気持ち、楽しく盛り上げて下さる姿と

全く変わっていなかったです。

本当に短い間でしたが、吉田先生と一緒にヨリタ歯科で働くことが出来て

うれしかったです。

吉田先生からは技術のことだけでなく、大人子供問わず患者様、そして

スタッフを思いやる気持ち、その姿勢を学びました。

今回フェスタで、それが形となって表れているのを

見ることが出来ました。

私のことも、毎朝、ちょっとしたことでも声をかけて下さったり、

診療中はそれ以外の時でも気遣って温かく声をかけたり

アドバイスして下さり、

それがとてもうれしく励みになりました。

本当にありがとうございました。

これほどみんなから愛される吉田先生は、きっと新しい開業の地でも

たくさんの人から愛される先生になるでしょう。

心から応援しています！
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「子供たちに夢を与えるカムカムフェスタ」

「さよなら真ちゃん for カムカムクラブ」小冊子

いかがでしたでしょうか。

私たちメンバーの子供たち、そして、ピエロの真ちゃんこと、

吉田真一郎先生への思い、伝わったでしょうか。

読み終えたあなたはきっと、

と、思ったことではないでしょうか。そして次に思うこと。

もう過去に戻ることは出来ません。しかし、あなたの大切な歯を

これからもず～っと守り続けることは出来ます。

また、あなたの周りにいる、愛する子供たちに、以前のあなたが感じていた

イヤな思いをさせないことは出来るのではないでしょうか。

私たちは、そのお手伝いをこれからもしていきます。

あなたに、夢と希望を与え続けます。

カムカムフェスタを通じ、多くの子供たちの笑顔に出会いたい　寄田　幸司

おわりにおわりに

●今の私の歯医者嫌いや、恐怖心もなかったのでは

●こんなに歯で悩むことはなかったかも

●ここに居なかったかも？

●私の子供の頃、こんな医院があったら

●カムカムクラブのようなむし歯予防の会に通っていたら

●ピエロの真ちゃんのような夢を与えてくれる先生に出会っていたら



感動のフェスタ「さよならしんちゃんforカムカムクラブ」感想

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉道　澄恵

今回、いつもなら行われない時期に特別にフェスタをする事になりました。

テーマは「卒業式」。私たちもサインダンスで歌を歌うことになり、

その振り付けその振り付けをいろはちゃんとまなみちゃんが教えてくれた

ということを聞きました。

お昼休みにいろはちゃんとまなみちゃんがお手本で歌ってくれている

ビデオを見ながらみんなで練習しました。

そのおかげで、練習の時からカムカムクラブのお友達と一緒に踊っている

気分になって、とても楽しく練習する事ができました。

いろはちゃんたちにサインダンスと教えてもらえたことがとてもうれしく、

練習の時からカムカムクラブのお友達の素晴らしさを感じました。

そして、フェスタの日。たくさんのお友達が吉田先生にお手紙や絵を

持って来てくれました。そしてたくさんのお友達がお手紙を読んでくれた

のを見て本当に感動しました

どうしてカムカムフェスタが行われるようになったのか、

どうして吉田先生がピエロになったのかの歴史も知る事ができました。

今回のフェスタは私にとって２回目のフェスタでしたが、去年の

クリスマスフェスタで、カムカムクラブのお友達の数え切れないほど

たくさんの笑顔に出会い、私ももっともっと子供達と仲良くなって、

もっともっと笑顔が見られるようになりたいと思いました。

そして、私もカムカムクラブのお友達の事が好きになり、

会えるのが楽しみになってきました。

カムカムクラブのお友達も感動を与えてくれて、本当にありがとう。

私もみんなの笑顔が見たいと思うだけでなく、さらにみんなへの愛情

を深めて生きたいと感じるフェスタでした。
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