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発行部数６万部　配布エリア：鎌倉市・逗子市の全域と藤沢市の一部

Lien はフランス語で縁、絆、繋がりの意味を
もつ言葉。出逢った人との繋がりや縁、絆を大
切に素敵な出逢いがありますように ...

東北三大祭りの 1つ「青森ねぶた祭」。
青森市中心部を木と針金で組み立て
られた極彩色の「人形ねぶた」と呼ば
れる山車が夏の闇を彩り、「跳人（ハネ
ト）」と呼ばれる踊り手が、「ラッセラー、
ラッセラー」と掛け声を上げながら踊
り歩きます。
「ねぶた」の由来の通説は諸説あります
が「眠たい」のを流してしまうこと。そ
の名の通り、祭りのエネルギーは眠気
も吹き飛ばしてしまいます。2019 年
は 8/2（金）から 8/7（水）に開催。

上質
で自由な時間を過ごす



Lien Kamakura

患者様の悩みは様々あります。
最初に歯科を受診するきっかけで一
番多いのが「お口のトラブル」です。
「痛い」「腫れた」などの主訴に始まり
詰め物や被せ物、入れ歯が「取れた」
「割れた」などです。その「トラブル」
が解消されると次には「どうやったら
回避出来るのか」と「予防方法」を考え
るようになります。つまり、予防方法
は個人によって異なってきます。当院
では唾液検査を始めとし、歯周病・虫

オーダーメイド・テーラー
メイド歯科医療とは？

歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科を
はじめ、専門性の高い処置にも対応する「湘南鎌
倉歯科・矯正歯科」の千原晃院長。常に最新の
知識・過去の振り返りを学ぶため、年間 40回
以上国内外問わず研修会に参加。ハーバード大
学、ミシガン大学、ＵＣＬＡが開催する研修会参
加も経験

※�唾液検査、CTレントゲン（病状により）は保
険外負担となります。

｜ Vol.02｜

歯のリスクを判定し、マイクロスコー
プ、CT レントゲンによる精密な検
査を行います。それを元に治療計画を
立案し、互いに相談しながら処置を
進めていくことを大切にしています。�

湘南鎌倉歯科・矯正歯科
鎌倉市笛田 5-4-23

☎ 0467-38-6010

 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科
 月火水金土 9:00～12:00・13:30 ～ 18:00
㊡ 木・日・祝

Cafe Re-Kitchen
藤沢市南藤沢 4-10（藤沢駅南口徒歩 5 分）
11:30 ～ 18:00 日・月曜定休

☎ 0466-54-7432
www.re-kitchen.co.jp

初夏を感じるお出かけシーズンは心地
良さを感じるカフェ・リキッチンで一
息つきませんか。午後のティータイムは
ケーキセット（750 円込）・カフェベー
グル（540 円込）など、ドリンク付きの
女性が喜ぶメニューや、暑くなる時期に
ぴったりのソフトクリーム（単品・320

円込）などのメニューが充実！またピザ
やペンネグラタンが評判のランチ（970
円込火曜〜金曜）もおすすめ。友人同士で
も、お一人でも、ゆっくり過ごせる大人カ
フェです。

スイーツでゆっくり至福の午後を
女子会にもぴったりの心地よい空間

毎月「編み物レッスン」「お片付けセミナー」など
開催。落ち着いた店内で楽しめます。問い合わせを

カフェで楽しむレッスン開催

左上「チーズケーキ」� 右上「ロールケーキ」
左下「ベーグル」� 右下「ソフトクリーム」

落ち着いた雰囲気の店内

湘南鎌倉歯科・矯正歯科

歯科医が
伝えたい

健康の新常識
千原晃院長

玉木歯科医院
藤沢市南藤沢18-1エバーズ第10藤沢ビルⅡ4 階

☎ 0466-29-5007
http://www.tamaki-dent.com

10:00～13:00/14:00～18:30
（土曜は17:00 まで）
木・日曜・祝日休診 
完全予約制※初診は HP から
も予約可能

玉木院長は「"絶対に治したい "という
患者さんの気持ちに対して、絶対にあき
らめずに治療をし、患者さんの幸せな人
生を陰ながらサポートしたい。」という気
持ちを持っている先生で、他の医院では
難しかった事も親身に相談が出来ます。
医院の設備も、個室での歯周病専門医
による丁寧できめ細かいカウンセリング
のほか、歯科用 3DCT で診断し、マイク

ロスコープやレーザーでの治療により低
侵襲で、正確、精密に悪いところだけをピ
ンポイントで治療が可能。「患者さまの
体にも負担の少ない治療ができます」と
玉木院長。虫歯や歯周病は、早めの治療と
予防が必要です。相談できるかかりつけ
医で精密検査を。

虫歯や歯周病で歯を失う前に早めの治療や予防が大切
人生 100 年時代の健康法

診療スペースはプライバシーを大切にした全室個室
で明るく快適な空間です。 玉木院長は神奈川県で数人しかいない

日本歯周病学会認定歯周病専門医・指
導医。県立湘南高校卒、日本大学歯学部
兼任講師、厚生労働省認定臨床研修指
導医。日本歯周病学会指定研修施設長

ODAKYU
湘南GATE

「オーペックス」では、「浴室トイレ定期
清掃パック」が評判です。
初回 1万 6200 円（約 3時間程度の作
業）で、翌月からは月々 2700 円（毎月 1
回・全 12回・30〜 40分程度）。対象地
域は葉山・逗子・鎌倉・藤沢・茅ヶ崎に
限定。エリアを絞ったからこそ実現でき
る、家計に優しくリーズナブルな料金。天
井のカビ取り、鏡・カランの水垢除去な

ど細かな作業も含まれ、追加費用も発生
しません。
今回、読者限定でうれしい特典も用
意。定期清掃パックを申し込みした人に、
Lien 鎌倉特典として「キッチントップク
リーニング」をサービス。この機会にぜひ
利用してみては。
土、日も営業。午前8時〜午後 5時。

月2700円で
キレイ維持

オーペックス
☎ 0120（026）851

読者限定で特別サービス付き

2つ以上の掛け合わせも可能です。
浴室清掃は原則お選びいただきます。
※�初回清掃費用16,200円、土・日曜利用可。
2年目以降は初回費用なしで継続可能。
※�その他単発清掃メニューやリピート割引
もあり。

下記メニューから1つ固定メニュー

1回

+ = 2,700円
浴室
清掃

■トイレ
■脱衣場
■キッチントップ

［定期清掃パック］人気の清掃メニュー

元気な若いスタッフがお伺いいたします。

1,080円1,620円
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海に面した「鎌倉プリンスホテル」で、
コース料理とショーを楽しむ格別な夜を
過ごしませんか？

2010 年のデビューから平
均身長 183cmの高さを活か
したパフォーマンスで注目を
浴び、昨年、紅白歌合戦にも出
場した「純烈」が鎌倉プリンス
ホテルに登場します。極上の
コース料理と共に楽しい一夜
を過ごせそうです。

落語のほか、ドラマ、
クラシック、音楽、JAZZ
と、さまざまな活動を展
開する春風亭小朝がディ
ナーショーを開催！
落語とコース料理で美
味しく笑いに溢れたひと
ときを、存分に味わいま
しょう。

☎ 0467-32-1111
( 受付 10:00A.M. ～ 5:00P.M.)

※相席となる場合がございます。予めご了承くだ
さい。※ショータイム中の写真・ビデオ撮影、録
音、携帯電話のご使用はお断りさせていただきま
す。※中学生未満のお子さまのご入場はお断りい
たします。※満席になり次第、予約は締め切らせて
いただきますのでご了承ください。※特定原材料 7
品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）をお持
ちの方は、係りにお申し出ください。

または鎌倉プリンスホテルwebサイトより
※チケットのご購入はお振込みでのお取扱いとなります

鎌倉で堪能！
 ディナーショー

7 22 月 「純烈ディナーショー」 7 28日「鎌倉ぷりんす寄席 春風亭小朝ディナーショー」日常を忘れたひと時を

鎌倉プリンスホテル
鎌倉市七里ヶ浜東 1-2-18
www.princehotels.co.jp/kamakura/

手つかずの自然に囲まれた伊豆浮山
温泉郷の一角に佇む老舗旅館「ABBA�
RESORTS�IZU�ー坐漁荘」。日本旅館を
代表する最上級のおもてなしと、極上の
休日を堪能できるお宿です。純和風客室
のほか、プールやジャグジー付のヴィラ
など、多彩な滞在スタイルを楽しめるの
がこの宿の魅力の一つ。そしてこの春新
たに、愛犬家の夢を叶える特別なひと部
屋が完成しました。
トラベルウィズドッグ中村貴徳氏が監
修した「松琴亭ペットルーム」は本館離
れの一戸建て露天風呂付きのお部屋です。
専用のアプローチから直接客室に入れる
導線を整え、庭には愛犬が気持ちよく遊
べるようウッドチップが敷かれています。
日本建築の情緒漂う客室にはテラスや

愛犬と過ごす贅なるひととき

お問合せ
ご予約

アバ　　　　リゾーツ　　　　　����イズ　　��ザギョソウ

A  BA RESORTS IZU ー坐漁荘
〒413-0232�静岡県伊東市八幡野1741
☎0557-53-1170　www.zagyosoh.com/

B

大人2人1室利用・1泊2食付1名
46,000円～（税サービス・入湯税別）ペット料金
1泊１頭あたり体重10キロ未満の
小型犬5,000円（税別）、
10キロ以上の中・大型犬10,000円（税別）
（小型犬２頭まで中・大型犬１頭まで）

温泉露天風呂を備え、完全なプライベー
トタイムを堪能できます。テラスの椅子
に腰かけて季節の風を感じたり、名湯に
浸かりながら愛犬が庭で遊ぶ姿を眺めた
り。ゆっくりと流れる時間の中、愛犬との
絆を深める至福の時をお過ごしください。
遊び疲れたワンちゃんが寝息を立て始
めたら、飼い主様の時間です。伊豆の旬
とこだわりが詰まった和会席やフレンチ
をお愉しみください。追加料金で和会席
をお部屋出しに変更することもできます。
碧い海を望む貸切風呂や、やまももの
大木を眺めながら入る大浴場など、この
宿ならではのお楽しみは尽きません。
従来のペットホテルとは一線を画す、
ワンランク上の旅。贅沢にのんびりと、
愛犬と「お籠もり」してみませんか。

次に行ってみたい次に行ってみたい宿宿次に行ってみたい次に行ってみたい宿宿

バンケットホール七里ヶ浜
（江ノ電七里ヶ浜駅より徒歩8分） ディナー	 <バンケットホールコース>バンケットホール七里ヶ浜

	 <トリアノンコース>レストラン ル・トリアノン
ショー	 バンケットホール七里ヶ浜

1名様　￥18,000 <バンケットホールコース>	１名様	￥15,000　
<トリアノンコース>	 １名様	￥16,000	

※	料金には 1名さまのショー、コース料理、フ
リードリンク、サービス料・消費税が含まれ
ております。	

※	料金には 1名さまのショー、コース料理、フリード
リンク、サービス料・消費税が含まれております。	

場　所
場　所

時　間
時　間

料　金 料　金

受付開始	 4:15P.M. ～
食　　事	 5:00P.M. ～ 6:30P.M.
シ	ョ	ー	 6:30P.M. ～ 7:30P.M.

受　　付	 5:30P.M. ～ 6:00P.M.
ディナー	 6:00P.M. ～ 7:10P.M.
シ	ョ	ー	 7:30P.M. ～ 9:00P.M.

ペットに特化した造りではなく、宿の本質である「上質な滞
在」にこだわった空間づくりやおもてなしを大切にしている。
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