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Mail: kodomolc@dokkyo.ac.jp 

 ０４８－９４６－

⻭が生え始めたら⾷後に⽩湯を飲んで⼝の中をさっぱり清潔に保ったり、寝る前にガーゼで優しく

でも、⻭磨きを嫌がるお子さんの場合、ちょっと⼤変と思われるかもしれませんね。 

最近は携帯電話アプリでも⻭磨き

をサポートしてくれるものもあるようです。

が楽しく、親にとっても使い勝手がよさ

そうなものはないか、思わずいろいろさがしてし

おやこ⼤学が今月からスタートしています。来月はお子さんの写真が素敵なアルバムに仕上がる「ス

次回号はおやこ⼤学での様子をお伝えしますね。それまで、みなさんお元気で。 

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンターからのお知らせ

7/2、7/16 の計４回）
「わたしがシアワセを獲得するために」

埼⽟医療センター子どものこころ診療センター）

文教大学、臨床⼼理⼠） 

獨協地域と子ども法律事務所

すでに定員一杯でキャンセル待ちとなる場合があります。お問い合わせください。 

1781  FAX.048-946-1782

－１７７１ 

⻭が生え始めたら⾷後に⽩湯を飲んで⼝の中をさっぱり清潔に保ったり、寝る前にガーゼで優しく

最近は携帯電話アプリでも⻭磨き

ようです。 

が楽しく、親にとっても使い勝手がよさ

そうなものはないか、思わずいろいろさがしてし

おやこ⼤学が今月からスタートしています。来月はお子さんの写真が素敵なアルバムに仕上がる「ス

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンターからのお知らせ☆ 

の計４回） 
「わたしがシアワセを獲得するために」 

埼⽟医療センター子どものこころ診療センター）

 

獨協地域と子ども法律事務所） 

1782 

⻭が生え始めたら⾷後に⽩湯を飲んで⼝の中をさっぱり清潔に保ったり、寝る前にガーゼで優しく

最近は携帯電話アプリでも⻭磨き

が楽しく、親にとっても使い勝手がよさ

そうなものはないか、思わずいろいろさがしてし

おやこ⼤学が今月からスタートしています。来月はお子さんの写真が素敵なアルバムに仕上がる「ス

 

埼⽟医療センター子どものこころ診療センター） 


