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Since 1988

ҔၲඥʴǢȃȗȫƷȡȫȞǬࣄ
ųٰᐱǛᢅƗƯʻ࠰ǋസƢƱƜǖƋƱҞ࠰
ƴƳǓǇƠƨŵ࠰ǛӕǔƱஜ࢘ƴƕ්Ǖ
ǔƷƸᡮƍƳƱज़ơǇƢŵମ࠰Ʒٰǋራᩓ
ưᒊіƍƨƠǇƠƨƕʻ࠰ƷٰƸෞᝲᆋƷ
فᆋǍҾ܇щႆᩓƷϐᆙƳƲᛯǛЎ
ƢǔٻƖƳբ᫆ưǋƬƱƘƳǓƦƏư
ƢŵܓБưႆᘍƠƯƍǔҔၲඥʴǢȃȗȫ
ƷȋȥȸǹȬǿȸٰӭǛƓފƚƍƨƠǇƢŵ
ܓБưƸʖ᧸ݧƷ٭ƳƲૼƠƍऴإǛ
ފƚǔƷƴǿǤȠȩǰƕဃơƯƠǇƏƱƍ
ƏƜƱưŴஉƴҔၲඥʴǢȃȗȫƷȡȫ
ȞǬžƋƬǀǔ܇ᏋƯȗȫȗȫᡫ̮ȪȐȸ
ǹſǛϐႆᘍƍƨƠǇƠƨŵƜǕƴˤƬƯ
ҔၲඥʴǢȃȗȫƷțȸȠȚȸǸǋμ᩿ႎ
ƴોᘺƍƨƠǇƠƨŵ
ƦƷϋܾƸŴᲨȋȥȸǹǛǇƱǊƨžǹ
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きうち産婦人科医院
〒329-2145
矢板市富田548-1
TEL 0287-43-5600

アルテミス宇都宮クリニック
〒321-0118
宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ5-1-9
TEL 028-655-5600

http://www.kmc.med-apple.co.jp http://www.auc.med-apple.co.jp http://www.mkc.med-apple.co.jp

ȡȫȞǬႇ74.ă ųJVVRYYYOGFCRRNGEQLRONOI
ǯȩȃȗȖȃǯſųᲨႏಮƷွբƴሉƑ
ǔž3#ƷǳȸȊȸſųᲨᢅӊƷȋȥȸ
ǹȬǿȸǍȡȫȞǬǛᛠǉƜƱƕЈஹǔž
ȗȫȗȫᡫ̮ȐȃǯȊȳȐȸſųᲨငۡ
ʴᅹᚮၲƴ̞ǘǔॖᙸǛǇƱǊƨžǪȔȋ
ǪȳſƷᲮƭƷǳȸȊȸưƢŵ
țȸȠȚȸǸᲢҔၲඥʴǢȃȗȫǵǤȈų
JVVRYYYOGFCRRNGEQLRᲣƷᚡʙǛ
ᛠǉƨǊƴƸ᳃ᲾƱȑǹȯȸȉƷλщƕ࣏
ᙲưƢƷưҔၲඥʴǢȃȗȫƷѣƴ᧙࣎
ƕƋǔƱƍƏƔƨƸ᩼ȡȫȞǬႇǛƠ
ƯƘƩƞƍŵ2%ˌٳưǋઃ࠘ȷǹȞțưǋ
ႇƸӧᏡưƢŵ
ųțȸȠȚȸǸƴǋਫ਼᠍ƠƯƓǓǇƢƕŴ
࠰உଐᲢଐᲣƴƔǕƨங
ჄငۡʴᅹҔ˟ᇹܭׅዮ˟ƷɶưŴƓ

ǋǋƘǓᡫ̮

᳸ݱδᅹҔƔǒƷǢȉȐǤǹ᳸

ƓಮƔǒƷពǓཋų᳸ǁƦƷƓƴƭƍƯ᳸
۔کɶŴƓಮƱហƪǌǜƸᐣ࠘ᲢǁƦƷ
ƓᲣưኽƹǕƯƍǇƢƶŵǁƦƷƓǛᡫƠ
ƯᡛǒǕǔǋƷƸŴᣠእǍƩƚưƸƋ
ǓǇƤǜŵ৽৴щƷƳƍហƪǌǜƕŴٳƷ
ɭမưဃƖƯƍƘƷƴ࣏ᙲƳβ၃щƕŴβ
၃ǰȭȖȪȳƱƍƏ࢟ưពǒǕƯƍǇƢŵ
ဃࢸƠƹǒƘƷ᧓ƸŴƜƷβ၃щƕហƪǌ
ǜǛૣٳƔǒܣƬƯƘǕƯƍǔƷưƢŵ
ƜƷβ၃щƸƋǔॖԛŴƓಮƷβ၃щƷ
ǳȔȸƱǋᚕƑǇƢƷưŴᚃƴƳǔ૾Ƹ
۔کЭƴʖ᧸ᆔƳƲǛӖƚƯŴҗЎƴ৽
৴щǛ˄ƚƯƓƘƜƱƕᏁ࣎ưƢŵ
இᡈŴ၉ƴݣƢǔ৴˳ǛਤƬƯƍƳƍᒉ
ƍࣱڡƕفƑƯƖƯƓǓǇƢŵ၉ƸᏒδ

ももやこどもクリニック
〒321-0118
宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ3-6-1
TEL 028-654-2929

ƴٻƳүܹǛӏǅƢǦǤȫǹƷɟƭưƢ
ƷưŴҗЎƳදॖƕ࣏ᙲưƢŵ
ƞƯŴƓဃǇǕƴƳƬƯƔǒƜƷǁƦƷƓ
ƸЏǒǕƯƠǇƍǇƢƕŴٻЏƳǋƷƷƳ
ƝǓưƢƷưŴƝܼࡊưƸƲƏƧɠݗƴǱ
ǢǛƠƯƋƛƯɦƞƍŵ
ƴǁƦƷƓƕƱǕƨួ
ƕហƍᎹᑻƴƳǔƜƱƕ
ƋǓǇƢƕŴƦƷئӳƸ
ǯȪȋȃǯƴƯϼፗǛƞ
ƤƯƍƨƩƖǇƢŵ
ǋǋǍƜƲǋǯȪȋȃǯ
ųųųᨈᧈųఒųܑʂ

ƽƬƜǖᡫ̮

Ɨǌȸྂពԑࡸƕ͵ƞǕǇƠƨŵᚨ
ᙀяɢόƕƋƠƔƕƷౕឱМ၏ᨈŴ
ƦƠƯᨦܹႆၐʖ᧸ƷƨǊƷᄂᆮᙀя
ɢόƕᐯҔᅹܖٻငᅹۡʴᅹܖܴ
ƴᡛǒǕǇƠƨŵឱМ၏ᨈưƸᨦܹᎍƕ
ౝ܇ưǋМဇưƖǔȐǹƷទλǛʖܭƠƯ
ƍǔƱƍƏƜƱưƠƨŵҔၲඥʴǢȃȗȫ
ưƸƜǕǇưƖƏƪငۡʴᅹҔᨈƱǢȫȆ
ȟǹܢᣃܷǯȪȋȃǯưЈငƞǕƨႏಮƔ
ǒٶƘƷྂǛ݃˄ƠƯƍƨƩƖǇƠƨƕ
ƜƷǑƏƴƓƗǌȸྂяƕஙჄϋ
Ʒᚨƴʩ˄ƞǕƨƜƱƸஜ࢘ƴǑƔƬƨ
Ʊ࣬ƍǇƢŵƜǕƔǒǋǑǖƠƘႏಮƷƝ
ңщǛƓᫍƍƍƨƠǇƢŵ
ҔၲඥʴǢȃȗȫ
ųųྸʙᧈųஙϋųپ

ƝңщƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨ
平成２４年３・４・５・６月
きうち産婦人科医院
アルテミス宇都宮クリニック

合計総額 ￥６４,２０５̲
ご献金頂いた方々
増 渕 みどり様・工 藤 美 香 様・平 山 知 春 様
矢 田 部 聖 美 様・長 谷 川 和 正 様
加 藤 一 枝 様・松 浦 友 香 様・三 上 祥 平 様
間 彦 仁 美 様・海 原 陽 平 様・鱒 淵 様
塩 田 幹 様・福 田 か おり様・高 野 久 美 子 様
高 山 様・金 久 保 小 百 合 様・松 本 暢 子 様
藤 田 光 秋、恵 美 様
その 他 匿 名 の 皆 様 方

᳸ƞƱǔƬƪᧈטƔǒƷȡȃǻȸǸ᳸

žλࡸܖſȷȷȷ˴Ɣ٭ƩƧᲛ ƂЭዻƃ
ᲮஉƷܖݱఄλࡸܖŵӲఄǁӋЗƠƨ̬ᜱ
ᎍƔǒžƽƬƜǖƷ܇ƸƠƬƔǓƠƯƍǔ
ȷƖƪǜƱᛅǛᎥƍƯƍǔȷѣƔƳƍȷᡉ
ʙƕٻƖƍȷӽƕˊƕജƑǔȷȕȬȳȉȪ
ȸȷϷƱƠƯƍǔſሁƨƘƞǜƷƓᙔǊƷ
ᚕᓶǛŵƦǕƱƸᡞƴᡈ࠰ൢƴƔƔǔƜƱ
ǋٶŷŵäஇИƳƷưܖݱఄƷέဃƸ॰
ƴΟƠƍǢȗȭȸȁưƋǔƨǊƔŴλࡸܖ
ƷƴơƬƱƠƯƍǒ
ǕƳƍ܇ƕႸᇌƭŵᏩ
ǛኵǉȷƾǒƾǒѣƔ
ƢŴᨩƷ܇ƱƓƠǌǂ
ǓŴƍƭǋǭȧȭǭȧ
ȭŴäƦǕǇưƍƬƨ

ƍƲǜƳဃȷѣǛƠƯŴ˴ǛᏋƯƯƖ
ƨƷƩǖƏᲹƱွբƴ࣬Əȷß̓܇ƸƷƼ
ƷƼƱàƷᚕᓶƸӸႸưܱƸƨƩƷ્˓Ჹ
ȷᝧ˓ɥŴ˴ǑǓǋܤμᇹɟɼ፯ư࣎៲Ʊ
ǋƴசႆᢋᲹȷଔᏋΟέưŴӐᢋƱ
ǕƯٹɶưᢂƼᡂǉ᧓Ǎᆰ᧓ƕႏᲹȷ
ß៷àǛٻ፯ӸЎƴऀࣨƹǓƷࣨƍέ
ဃሥྸƷΨŴßࣦǒǕǔƔǒƻƱǇƣ᱈Ƭ
ƯƍǑƏàƱٻʴƷႸǛൢƴƠƳƕǒƷဃ
Ჹȷ࣎ڈڤƴ݃ǓชǘƳƍ̬ᏋŴᚾᘍᥴ
ᛚƠƯᧈƞƤǔೞ˟ƳƲנ܍ƠƳƍŴƓ
ƠƭƚਦݰƷǪȳȑȬȸȉᲹȷ˳טឋƕέ
ဃƷᑣƞǛႆੱưƖƳƍؾᲹȷσӷС˺
ƷǑƏƳǬȃȁȪ܇ƲǋщǛႆੱưƖǔ

ѣǛኺ᬴ƠƯƍƳƍᲹȷދ܇ݢǍܖఄࡸƷ
தǛݰλƠƯཋྸႎƴЭǛӼƔƤǔွ˩ᨼ
ɶщᲹᲢέဃƴ᭽щƕƋǕƹᐯƱ̓܇Ƹ
ਰǓӼƖŴƭƍƯƖƯƘǕǔŵᅶƷɶܖƷ
ఄưƸᨼɶƠǍƢƍǑƏƳதƷȬǤǢǦ
ȈǛဃࢻᢋưᎋƑßǳàƷ܌ሁƴƠƯӐᢋ
ƷǨȍȫǮȸǛज़ơŴ᭗ǊƋƑǔಅǛŵ
ɟഩᡶǜưǔᲣሁŷäಮŷƳҾ׆ƸƋǔƕ
ž̾ŷƴᚕǘǕƳƘƯǋᐯЎᐯ៲ƷЙૺư
ƕǘƔǓŴƦǕƴඝƬƨᘍѣƕƱǕ
ǔ࣎៲ƴƳƬƯƍƳƍŵ ƂࢸዻǁƭƮƘƃ
ᅈ˟ᅦᅍඥʴǢȃȗȫ
ƽƬƜǖ̬Ꮛטųᧈטųޛɶथ

季刊ニュースレター

編集責任者・木内敦夫
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ܷ܇ƕǜ౨ᚮƴƭƍƯ
ßƕǜàƱƍƏǋƷ
Ƹ࣯ƴƳǔǋƷưƸ
ƳƘŴݲƠƣƭီࠝ
ƷᆉࡇǛ᭗ǊƯƍƬ
ƯƳǔǋƷưƢŵǇ
ƨŴИƴƸၐཞ
ưƋǔئӳƕٶƍƷ
ưŴܭႎƴƕǜ౨ᚮǛƏƚǔƜƱưŴ
ƕǜƴƳǔЭƷെ᨞ưЙૺƢǔƜƱƕӧ
ᏡưƢŵ
ųଔƷƏƪƴႆᙸƠƯၲƢǕƹŴǄ
ƱǜƲƷၲƕஓǊǇƢŵ
ų࠰ƴɟࡇƸŴܷ܇ƕǜ౨ᚮǛӖƚǇ
ƠǐƏŵ

ųܷ܇ƕǜ౨ᚮƴƸŴܷ܇ƷλǓӝǛ᠉
ƘƜƢƬƯኬᏘǛƱǔžܷ܇᪹ƕǜ౨ᚮ
ſƱŴ˳ܷ܇ᢿƴኬƍሥǛλƠƯኬᏘ
ǛƱǔž˳ܷ܇ᢿƕǜ౨ᚮſƷᆔƕ
ƋǓǇƢŵ
ų࢘ᨈưƸŴܢᣃܷࠊƱɥɤ߷ထƷ̾К
౨ᚮҔၲೞ᧙ƱƳƬƯƓǓǇƢŵ
ųܢᣃܷࠊƸŴᲩ᳸፻࠰Ჩ
ųɥɤ߷ထƸŴᲩ᳸Ჩ
ƕݣᝋ᧓ưƢŵ
ᐯܡƴᡛǒǕƯƘǔžƕǜ౨ᚮӖᚮУſ
Ʊ̬ᨖᚰǛǋƬƯŴӖᚮƠƯƘƩƞƍŵ
ƳƓŴᡵ້୴ଐŴᇹ୴םଐƕᏽၨٳ
ஹƱƳƬƯƓǓǇƢŵᲢᣃӳƴǑǓ٭
ƱƳǔئӳǋƋǓǇƢŵᲣ

౨௹২ࠖųʟųྞ܇

ǢȫȆȟǹܢᣃܷǯȪȋȃǯƷ

ŪǢǯǢᲠȕǣȃȈȍǹǹǿǸǪ ƔǒƓჷǒƤ
６月よりアフタープログラム
（産後）
を
有料とさせて頂くことになりました。
事前に、回数券（ 利用10回分 ￥3,000円 ）
を
事務受付にてお買い求め下さい。

ȗȬȞȞܴȷᏽၨٳஹଐᆉ
ଐᆉ

Ჱஉ JULY
  ᚃ    ܖኢ ųᲢèᙲʖኖᲣ
わかばコース

１１
（水）１０：００〜

つぼみコース

４・１８
（水）１０：００〜

青りんごコース

６・２０
（金）１３：３０〜

赤りんごコース(パパママ)

８・２２
（日）１０：００〜

ƍǔƱᎋƑǒǕǇƢŵ
ųᡞ܇ၲƷˊᘙႎƳƀɤᨏʩ ϋƘǔ
ƿƠƷȄȜ ƁƸܷ܇ǍҳߺƴƖŴț
ȫȢȳƷȐȩȳǹǛǳȳȈȭȸȫƢǔƳ
ƲŴٻЏƳƖǛƠǇƢŵ
ƦƷ˂ϬƑၐȷۡʴᅹ၌धƴǋᑣƍјௐ
ƷƋǔȄȜưŴငۡʴᅹ᪸؏ƴƓƚǔ
ᙲƳȝǤȳȈƱƞǕƯǇƢŵ
ųឱƷȄȜƴƓ໌ǛƢǔƜƱưŴଐХ
ນƕưƖŴϬƑƳƲၐཞƷዼԧƴǑǓک
۔ཞ७ƷܭܤǛ̬ƭяƚƴƳǔƱƠƯƍ
ǇƢŵ
ųƜǕƔǒƷŴϬƕƔƔƬƨᆰ᧓
ưᢅƝƢʙǋٶƘƳǓǇƢƶŵǇƣƸ៲
˳ǛϬǍƞƳƍǑƏ࣎ƕƚŴʙƴǋൢ
ǛᣐǓǇƠǐƏŵᦇ໌ၲƸᲬᲲᡵ᳸Ჭ
ᲰᡵƴၲǛӖƚǔʙƕٶƍǑƏưƢŵ
ųᡞ܇ƷۡکƞǜŴឋբȷᛇኬሁŴƓൢ
᠉ƴٳஹǹǿȃȕƴႻᛩɦƞƍŵ

ベビーマッサージ

１３
（金）１３：３０〜
２・９・２３・３０
（月）１３：３０〜

ᏽųၨųٳųஹ
毎週火曜日 香坂医師

/

２１(土) 大和田医師

Ჲஉ AUGUST
  ᚃ    ܖኢ ųᲢèᙲʖኖᲣ
わかばコース

８
（水）１０：００〜

つぼみコース

１
（水）１０：００〜

青りんごコース

３・１７
（金）１３：３０〜

赤りんごコース(パパママ)

１２・２６
（日）１０：００〜

桃りんご
ベビーマッサージ

１０
（金）１３：３０〜
６・２０・２７
（月）１３：３０〜

ᏽųၨųٳųஹ
毎週火曜日 香坂医師

/

１８(土) 大和田医師

Ჳஉ SEPTEMBER
  ᚃ    ܖኢ ųᲢèᙲʖኖᲣ

Ⴣᜱࠖų߷ဋųǈǏƖ

eco ʙऴ

ǢȫȆȟǹܢᣃܷǯȪȋȃǯƄųܢᣃܷࠊǤȳǿȸȑȸǯų6'.ᲪᲬᲲᲧᲰᲯᲯᲧᲯᲰᲪᲪ

１２
（水）１０：００〜

つぼみコース

５・１９
（水）１０：００〜

青りんごコース

７・２１
（金）１３：３０〜

赤りんごコース(パパママ)

９・２３
（日）１０：００〜

桃りんご
ベビーマッサージ

１４
（金）１３：３０〜
３・１０・２４
（月）１３：３０〜

ᏽųၨųٳųஹ
毎週火曜日 香坂医師
ǹǑǓƓ

ჷǒƤ

ମ࠰ƴࡽƖዓƖʻ࠰ǋǇƨŴßራᩓàƷƍٰƕǍ
ƬƯƖǇƢƶŵǢȫȆȟǹưƸŴମ࠰ßעɦ൦àǛ
МဇƠƨžᐯѣ൦ǷǹȆȠſǛݰλƠǇƠƨŵ
ཋދɥƱ᩿ƷᑮဃƴƸଔஔƔǒŴɶࡊƸஔᲲ
Ɣǒ᧓ƓƖƴᲫଐᲯׅŴ൦ǛᘍƬƯƍǇƢŵ
ƍଐƴƸŴǭȩǭȩƱήǔ൦ǛᡙƍƔƚǔƓ܇
ಮƕƍƯŴƦƷᇰ᫊ƸƱƯǋӧग़ǒƠƘŴؾƸǋ
ƪǖǜŴʴƴǋΟƠƍƻƱƱƖǛɨƑƯƘǕǇƢŵ

わかばコース

Ȇ
Ǣȫ ȟ

ųᡈ࠰ŴࣱڡƷٶƘƷपǈǍ၌धƴࣖݣ
ưƖǔҔၲƱƠƯŴிබҔܖᲢᦇȷ໌Უ
ƷјௐƕදႸƞǕŴငᅹƴƓƚǔᦇ໌
ၲȷᄂᆮǋૠٶƘᘍǘǕŴஊјࣱǋᛐǊ
ǒǕƯƍǇƢŵ࢘ᨈưǋŴᲬ࠰ЭǑǓŴ
ׄᧉထᦇ໌ᨈųᐯҔٻȷᣓᅹҔ
ƷɶέဃƴƝңщƍƨƩƖŴᡞ܇Ʒᦇ
໌ၲǛᘍƬƯƓǓǇƢŵ
ųᦇ໌ၲƸǇƣŴƓ໌ȷภ໌Ǜ̅ƍŴ
ภǊǔƜƱƔǒڼǊǇƢŵᡞ܇Ʒ૾ƸŴ
ឱǍƓᐃƷϬƑǛज़ơƯƍǔ૾ƕٶƍ
ƔǒưƢŵឱƷȄȜƴХນǛƢǔƱŴɦ
ᏃƷภࡇƕɥଞƠɦᏃᘉ්ƕفƑǔƜƱ
ưϬƑƕોծƞǕŴƦǕƴˤƍɦᐃᢿŴ
ܷ܇ᭌႴϋƷ
ᘉ෩ࣅƕف
Ơܷ܇ሂƷዬ
ࢌǛԧǒƛƦ
ƷኽௐŴᏒѣ
ƷفьƕᏒδ
Ʒ᠃ׅǛឪƜ
ƠǍƢƘƠƯ

Since 1988

Ūٰ˞ܓᚮᲢƓႧ˞ǈᲣƷƓჷǒƤ
８月１４日
（火）〜１６日
（木）
まで
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１５(土) 大和田医師

・土曜日の腫瘍外来（大和田医師担当）につきましては
先生の都合により変更になることもあります
・その他日程など詳しくは医院窓口までお問合せ下さい

ഏׅƷȋȥȸǹȬǿȸႆᘍʖܭଐƸ࠰உଐưƢ

