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今回のフェスタは、診療時間内にするということもあって

どんな感じになるのかなという、ドキドキもありました。

準備はほとんど宮本さんが飾り付け、プレゼントなど用意してくださって、

ハロウィンフェスタの４日間、

ヨリタはハロウィン色で、とても良い雰囲気でした。

４日間は、たくさんの子供達が来てくれました。

仮装をして来てくれる子もたくさんいて、

この日を楽しみにしてくれてたんだなということが、伝わってきて、

とても嬉しかったです。

このようなイベントをどんどん増やしていくことで、

歯医者さんを好きになってくれる子供たちが

増えていくといいなと思います。

次はクリスマスフェスタです。

ハロウィンフェスタ以上に盛り上がって

子供達に喜んでもらえるよう、準備からも精一杯頑張っていこうと思います。

木原　恵美
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岩橋　彩実

私は今年2回目の、ハロウィンフェスタでした。

去年の事を思い出してみると、ベテランの先輩もたくさんいて

自分の中でそんなに記憶に残っていないぐらいに何もなかったように思います。

今年は４月から新しいスタッフがたくさん入ってきて、

自分もしっかりやらなくては…という気持ちで

ハロウィンフェスタに挑めました。

お面を切ったり飾りを作ったり、診療の合間にするのは大変でした。

作っているうちに夢中になってすごく楽しく準備も出来ました。

フェスタの4日間は、たくさんのお子さんやそのお母さん、

お父さんが来て下さり、すごい盛り上がったように思います。

衣装も男の子がドレスを着てくれたり、

お父さんやお母さんも一緒に仮装してくださったり、

たくさんの笑い声や笑顔がみれました。

治療ではなく、フェスタのために足を運んでくれた方もたくさんいて、

ほんとにたくさんの方から、愛されている、

気軽に来れる歯科医院なんだ、と改めて感じることが出来ました。

去年とはメンバーもすごく変ってしまっているけど、

新しいメンバーでもこれだけのことができるヨリタ歯科の環境は

すばらしいと思いました。
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今年もたくさんの子供さんたちに、かわいい仮装をして頂き、

本当に嬉しかったです。

一緒に来て頂いたお父様、お母様にも

かぶり物をしてハロウィンを盛り上げてくださいました。

ありがとうございました！！

みんなの、キラキラした笑顔が心に残っています。

これからも、みなさまと一緒に楽しめるイベントを

どんどんやっていきたいと、思っています。

これからも、一緒に楽しんで下さいね。

角野　幸子
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今回のハロウィンフェスタには

10月27日土曜日に、参加することができました。

仮装したたくさんの子供たちの楽しそうな笑顔は、

私に元気を与えてくれました。

医院、治療が怖くていつも泣いてた子も元気に走り回り、

お父さん、お母さんと一緒に満面の笑みでぬり絵をしている姿を見ました。

少しでも歯科医院に対する不安なイメージが

楽しい場所であると変わってくれたら、

今回のフェスタは成功したと思います。

高木　幹夫
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今回のハロウィンフェスタは、

私にとって、ヨリタ歯科での初めてのイベントでした。

私が初出勤した次の日から始まったので、

初日は、正直何が何だかわからない状態でいました。

日がたつうちに、ヨリタ歯科が子供達のために毎回行っているイベントなんだと

把握しましたが、盛り上がりには正直驚きました。

毎日たくさんの子供達が来て、仮装までして来てくれた子もいたので、

歯医者さんに喜んでくる子供達に、違和感というか不思議に感じました。

しかし、それがヨリタ歯科のすごさなんだと

いきなり身をもって、実感できたと思っています。

そして子供達だけでなく、スタッフの皆さんも楽しんでおられたので

自分たちが楽しんですることが大切だと感じ、

そうしているみなさんが素敵でした。

私は、ヨリタ歯科が今まで行ってきたイベントの歴史を知りませんが、

今回のハロウィンフェスタでその素晴しさを

知ることができたような気がします。

道野　友香
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10月末からの4日間、ハロウィンフェスタが開催されました。

僕がヨリタ歯科クリニックに来て､始めてのイベントということもあり、

半分楽しみ、半分不安な状態で当日を迎えることとなりました。

初日は診療が忙しく、フェスタに参加してくれた子供達とは

ほとんどふれあうことができませんでした｡

しかし、２階から３階に上がっていく仮装をした子供達を見て

その気合の入りように、驚きました。

うまく言葉では言い表せませんが、

歯科医院のイベントの域を、はるかに超えた気合の入れようで、

初日はその戸惑いで、一日が終わった気がします（笑）

二日目以降は様子が変わり、２階のカウンセリングルーム等を使用していたため

ほんのわずかな診療の合間にも、子供達とふれあうことができ、

やっとフェスタのおもしろみも、わかってきました。

最終日ともなると子供達と一緒に、というか子供以上に

自分も楽しまなきゃ損みたいな

へんてこな気持ちになっていたような気がします。

森山　勝行
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でも僕はそれで良いと思います。

せっかく来てくれたんだから楽しんでもらわないといけないとか

そういう妙な義務感より、

主催者本人が､一番楽しんでるくらいの感覚でちょうどいいと思います。

だって自分たちが楽しくなくて、

どうして他の人を楽しませることができるんですか？という感じです。

ハロウィンフェスタも終わり、次はクリスマスフェスタです。

クリスマスフェスタでは、誰より僕自身が一番楽しみたいと思います。

今年のハロウィンフェスタも最高に盛り上がり、

私自身も、とっても楽しませてもらいました！

歯医者にわざわざ仮装してきてくれたみんな、

また、フェスタに参加してくれたみんな、本当にありがとう！！

みんなの笑顔に、すごく癒されました。

こういったイベントを通じて子供たちが歯医者に興味を持ってもらい、

そしてそれが虫歯予防につながればいいなと、願っています。

これからも、みんなのすてきな笑顔が見れるようにがんばります。

カムカムフェスタも、楽しみにしといてくださいね。

星加　裕美
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ハロウィンフェスタは、午前中にはあまりお子様が来院されなかったので、

関わることが出来ませんでした。

でも、女の子がドレスを着てうれしそうにしている姿が

とても印象に残っています。

飾り付けは宮本さんが作って頂いたものを、一緒に飾ったりして、

とても受付も良い感じになりました。

X'masフェスタの時は、もっと子供達と一緒に楽しみたいです。

今まで、幼稚園・小学校・中学校・高校・専門学校と過ごしてきた中で

思い返してみると、ハロウィンというイベント事は一切ありませんでした。

その事もあってか、いつがハロウィンの日なのか、

ほとんどわからないまま、今まで過ごしてきました。

そして、学校ではなく就職先で、しかも仕事中にハロウィンのイベントを

行えた事は、とても貴重な体験になりました。

ハロウィンといったら

仮装して楽しむという大まかなイメージがありました。

実際に、自分が主催者側に立ってやってみると、

もちろん仮装して楽しむというのもあるのですが、

石田　順子

上手　綾菜
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それ以外にも人を驚かせたり、笑わせたりとハロウィンでしか味わえない

奥深いところまで、堪能できたように思います。

一番嬉しかった事は、子供達が言えから全身で仮装して来てくれた事です。

みんなかわいくて、こっちまでテンションが高くなりました。

ハロウィンのイベントを楽しんだ子供が、親と帰る時に受付で、

その子供が「まだ、いたい」と何回も言っている姿を見てました。

1人当たり、のイベントを楽しんでもらえる時間は短いけれども、

もっといたいと思うと、やって良かったなと心から思いました。

来年もハロウィンのイベントでも、

そ心から楽しくなれる子供が、何人もできたらいいなと思いました。

10月31日までの4日間、

ハローウィンのイベントで、すごく盛り上がったと思います。

ハローウィンのためだけに、ヨリタ歯科に来てくれたり、

仮装をしにやってくる子供たちは、

本当に楽しみで来てくれているのだと、わかりました。

塗り絵をしているときは、頭に飾り物をつけたり、

私もみんなと加わって、とても楽しめました。

次はクリスマスフェスタがんばります！！

金沢　望美
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庄野　千裕

数日前からフェスタの準備をしました。

来てくれる子供達の喜ぶ顔を想像すると、

飾りつけやプレゼント作りをしているだけで、

楽しくワクワクした気分になりました。

フェスタ当日は、とても多くの方が参加して下さり、

ヨリタファンの多さに驚き、感動しました。

ご予約のない方も、フェスタのために仮装をして見せに来てくれて、

本当にこのフェスタを楽しみにしてくれていると思うと、

うれしくとてもやりがいを感じました。

診療の忙しい時でも、子供達の楽しそうな姿を見ると、

とても癒され、たくさんの笑顔をもらいました。

スタッフが変わり、

フェスタをスタートさせたメンバーが、少なくなってきていますが、

今回のフェスタを通じて、フェスタの意味や

ヨリタの文化が、新しいスタッフに伝わったと思います。

これからも変わらず、ヨリタファンの皆様の期待に応えられるよう

フェスタを盛り上げたいと思います。

子供達に夢と希望を与えられる、愛され続けるヨリタ歯科であるよう

チームメンバー全員で、頑張りたいと思いました。
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飛田　藍子

初めてのハロウィンフェスタで、とても緊張していましたが、

実際に仮装して来てくれる子供達と触れ合って、

そんな気持ちも、一気に吹っ飛びました。

とても可愛くって「こんな時もあったんだな」と童心に返ったりもしました。

子供達の楽しんでいる顔を見たら、

しんどい気持ちを忘れて、自分が楽しんでしまいました。

クリスマスフェスタも、もっとサプライズなことができるように、

しっかり構想をねって、準備したいと思います！！
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10月27日から31日まで、ハロウィンフェスタがありました。

私にとっては、ヨリタ歯科クリニックに勤務して初めてのフェスタでした。

今回月末の処理と重なった、限られた時間の中でしか

お手伝いできなかったことが残念でした。

子供たちの楽しい笑顔に会える機会が、ほんのちょっとだったからです。

もうちょっと携われることが出来たら・・・と思っていました。

ですが、メンバーで手分けして準備して、子供たちを迎え、

写真を撮ったり、ぬりえをしたり、一生懸命な姿をみて

とても楽しくお手伝いをさせて頂くことが出来ました。

今、クリスマスフェスタの準備も佳境に入ってきました。

年内最後のイベントですので、企画の話を聞いていると

とても楽しみにしているところです。

出し物もある予定もあり、練習も必要のように思いますので

今から楽しみでもあり、ワクワクしています。

中村　田鶴子
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ハロウィンフェスタは、私がヨリタに来て初めてのフェスタでした。

最初に企画を聞いた時は、前日に少し準備をして当日も普段の診療より

少し忙しいぐらいなのかなと想像していました。

でも、実際は全然違うものでした。

２週間ぐらい前から飾り付けの準備をしました。

なんだか学生生活に戻った気分になって、仕事場でこんな事するとか

思ってもみませんでした。

ハロウィンの日が近づくたびに院内全体が

どんどんハロウィン色に染っていくのを見て、

自分までワクワクした気分になっていきました。

フェスタ当日は慌しくあっと言う間に過ぎ去りました。

私がビックリしたのは、家から仮装して来てくれる子供達、

治療じゃないのに、わざわざハロウィンフェスタのためだけに

来てくれる子供達が、たくさんいた事でした。

藤本　奈緒
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その姿を見て、ココはただの歯科医院ではないなと改めて思い知らせれました。

すごく４日間楽しかったです。

12月はクリスマスフェスタがあります。

春のフェスタに出てない私にとっては、

また新たな発見感動を味わえる予感がしてたまりせん。

今回で、フェスタに参加するのは２回目です。

ハロウィンフェスタは診療中という事もあり、

思った以上にバタバタするかと思いましたけど、楽しかったです。

色々飾り付けをするのも、その準備段階も楽しかったです。

子供たちも、私も楽しかったと思います。

ふぇそすたは、私にとってはもしかしたら、

心のオアシスかなと思います。

色々ありがとうございました。

磯野　利恵
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今回のフェスタは診療を行いながら、平行してフェスタを行うということで、

私にとっては初めての経験でした。

一体どんなフェスタになるんだろう？と不安な面も多々ありましたが、

内心は正直すごく楽しみにしていました。

なぜなら、フェスタに向けてスタッフみんなと

診療の合間に準備をしている時から、すごく楽しかったからです。

ハロウィンフェスタにも本当に沢山の子供達が参加して頂き、大盛況でした。

この日のために、すごくかわいい衣装やかっこいい衣装、変装、仮装して

来て下さって、正直『ここまでスゴイとは！』と思ってしまいました。

フェスタ開催中、子供達の元気なパワーと

とびっきりの笑顔に出会えすごく勇気付けられました。

気が付けば、診療の合間にフェスタをしてるというよりも、

フェスタの合間に診療をしている！？と感じるほどでした。

人を楽しませたい、喜ばせたい、笑顔に出会いたい、願えば願うほど

自分自身が楽しみ、喜び、笑顔になることを学びました。

フェスタに来て下さった、多くのヨリタファンの皆様、

本当にありがとうございました。

森永　睦

15



診療しながらも、子供たちにフェスタを楽しんでもらうため

院内をハロウィン一色に飾り付けし、

仮装のための衣装やぬり絵などを用意していましたが、

ちゃんと盛り上げることができるのか、少し不安なところもありました。

ところが、いざフェスタを迎えると、

子供たちが嬉しそうに仮装をして写真を撮り、

なかには、おうちで手作りの衣装を作ってもらって、

かわいく仮装して来院してくれる子供たちもいて、

本当に楽しんでくれている姿を見て、私まで楽しくなってしまいました。

フェスタの４日間を振り返ってみて、痛感したのは、

ヨリタ歯科のメンバーはみんなスゴイ！！ということです。

ひとりひとりがフェスタを盛り上げるために、

忙しい中でも頑張ってくれたからこそ

楽しいフェスタにすることができました。

こんなステキなメンバーと一緒に、これからも、

たくさんの思い出を作って行きたいと思います。

森山　知子
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