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■12 月。旧暦では「師走」
。
「師」は僧侶で、お経を上げるために忙し
く走り回る「師走り月」からきていると言われています。師だけでな
く、私たちも歳暮、クリスマスプレゼント、大掃除、お正月の準備、
年賀状作成など、あわただしい歳末となります。
■お歳暮の時期ですが、正式には正月祝いの準備を始める 12 月 13
日から 20 日までに贈るものとされていました。年賀状の受け付けは
12 月 15 日から始まります。2019 年の年賀状の
お年玉商品には、特別に「東京 2020 オリンピック
へのご招待」も用意されています。
■大晦日には、そばを食べて新年を迎える習慣があ
ります。細くて長い形にあやかり長寿を願う、そば
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の実は邪気を払う三角形なので旧年の災厄を切るな
どから、そばは縁起ものとされています♪

“来春の花粉飛散量は平年の 6 割増”

■気象情報会社「ウェザーニュース」では 2019

的な猛暑で花粉の発生源である雄花が順調に生

年春のスギとヒノキ（北海道はシラカバ）の花粉

育したことが原因だとしています。都道府県の平

飛散予測を発表しました。

年比は、埼玉県 3.1 倍、東京都 2.4 倍、愛知県
1.9 倍、大阪府 1.8 倍、宮城県 1.6 倍などで、特

■それによると、2019 年のスギ・ヒノキ花粉シ

に近畿から東北南部にかけて飛散量の増加が予

ーズンの花粉飛散量は、西日本の一部で平年をや

想されています。

や下回る地域もあるものの、全国的には平年並み
か、平年より多い予想となっています。

■今後の気象条件次第で予測に変化

全国平均では平年(2009～2018 年)

が出る

が出ることも予想されますが、ここ数

の 6 割増、今年と比較すると 3 倍近

年、花

年花粉症の症状が軽かった方も油断

くの大量飛散となる見通しです。

せず、2019 年シーズンは早めの対策
がおススメとなります。

■同社によると、花粉の大量飛散は 2
013 年以来、6 年ぶり。今夏の記録
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型と、奥歯で操作しやすい L 字型があります。
ブラシのサイズは各種用意されています。歯と

★今ドキ★

歯の間に抵抗なく挿入できるサイズを選んで使
いましょう。

★気になる歯の情報★

使い方ですが、必ず鏡を見ながら使います。
手順は、①歯肉を傷つけないように、ゆっくり
と斜めに挿入、②歯間ブラシを水平にして、歯
面に沿わせて 2～3 回往復させて清掃、奥歯は

§歯間の歯垢を除去する「歯間ブラシ」§

内側と外側からの両方向から使うと効果的、③
歯間ブラシを隣りあった前後の歯の片方の面ご

歯と歯の間は、歯ブラシの毛先が届きにくい
ためプラーク（歯垢）が残りやすく、虫歯や歯

とに軽く当て清掃。使用後は流水でよくよごれ
を落とします。

周病が発生しやすい場所です。この歯間のプラ
ークは、歯ブラシだけでは約 6 割しか取り除け
ませんが、歯ブラシと併せてデンタルフロスや

手
順
①

歯間ブラシを使うと 9 割近くのプラークを取り
除けます。今回は歯間ブラシを取り上げます。
歯間ブラシは、針金にナイロン毛をつけたも
のやゴム製の小さなブラシで、歯と歯の間やブ

手手
順順

②

リッジの下などに使うと、歯間部に残ったプラ
ークを効率よく取り除けます。歯間ブラシには、
ブラシのサイズやハンドルの形状が異なるもの
がありますから、使用する部位や歯間のすき間
の広さに合わせて使い分けます。

手
順
③

ハンドルには前歯に操作しやすいストレート

院長のひとりごと…
笑いは健康に良いと言われますが、大阪国際がんセンターでは「お笑い」ががん患者に与え
る影響を調査、免疫力や症状などに改善がみられたとしています。同センターで治療を受ける
40 歳以上 65 歳未満のがん患者 57 人が研究に参加。桂文枝さんらの落語や漫才を隔週で計 4
回見たグループと、見なかったグループで、免疫の働きや症状などに違いがあるかを調べまし
た。結果は、お笑いを見なかったグループは、がんを攻撃する役割を持つ免疫細胞 NK 細胞の
割合に変化はありませんでしたが、お笑いを見たグループでは 1.3 倍に
増えた人がいるなど、NK 細胞の割合が増える傾向が確認されました。
さらにお笑いを見たグループでは、免疫を高めるサイトカインという物質
が平均で約 30%増加。また、がんの痛みが軽くなり、認知機能の改善も
みられたといいます。
「笑う門には福来たる」です♪
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カキのバターソテー
これから冬にかけてカキが旬を迎えます。カキと
いえば、フライ、鍋などが定番ですが、今回はバ
ターソテーにしたものを、オイスターソースの入
ったソースをかけて食べるレシピを紹介します♪

作り方
① カキはきれいに洗ったらキッチンペーパーで水気をふき取
り、片栗粉を全体に薄くつける。

材料(2 人分)
カキ

18～20 粒

片栗粉

適量

バター

20ｇ

ショウガ

1片

ニンニク

2片

② ショウガ、ニンニクをすりおろし、ボールにオイスターソー
ス、しょう油、みりん、酒を混ぜ合わせソースをつくる。
③ フライパンにバターを熱し、①のカキを中火で両面こんがり
と焼く。
④ ③のカキに火が通ったら、②のソースをまわし入れ、強火で

オイスターソ
ース

大さじ 1

しょう油

大さじ 1

※カキは「海のミルク」と呼ばれる栄養食品。口腔内の環境を

みりん

大さじ 2

整えるのにも役立ちます。

酒

大さじ 2

煮詰めたら完成。

口腔ケアでインフルエンザ予防
口の中には常に細菌が存在していますが、歯磨きなどの口腔ケアを怠
っていると、その数はあっという間に増加します。この細菌がインフル
エンザに大きく関係していることがわかってきました。インフルエンザ
はウイルスによって感染します。口の中の細菌が吐き出す酵素の中に
は、こうしたウイルスを粘膜の中に侵入しやすくするものがあります。
口腔ケアができていない、細菌が増えた状態では、確実にインフルエ
ンザにかかる可能性が高まるわけです。ある介護施設で口腔ケアをしっ
かり行った結果、通常の介護施設に比べインフルエンザ発症率が 10 分
の 1 になったという報告もあります。うがい、手洗い、口腔ケア。まず
はこの 3 つをしっかり行ってインフルエンザ予防をしましょう♪
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ねぇ知ってる？
園芸おもしろ話

☆薬剤散布不要で家庭向きの果樹「キウイフルーツ」☆
キウイフルーツは薬剤散布をほとんどしなくてすむ、家庭向きの果樹です。12 月か
ら 3 月にかけて苗を植え付けます。キウイフルーツ栽培に挑戦してみませんか♪
■家庭向きの果樹ですが、いくつか注意点もあり

食べられません。

ます。つる性で、つる自体が巻きつくので、摘心

■日光を好むので、庭植えの場所、鉢植えの置き

など夏場の管理をしないと収まりが悪くなりま

場とも日当たり良好な場所を選びます。肥料は毎

す。そのうえ、寒くなるまで落葉しないので、テ

年、11 月に有機質肥料、2 月に化成肥料を施し

ラスなどの日よけには向きません。

ます。

■また、雌雄異株のため、2 本分の場所が必要で

■蕾がつき始めたら摘蕾を行います。1 節に複数

す。ただ、並べて植えなくても、10ｍ前後離れ

の蕾がついているときは、中心の蕾を残して他は

ている程度なら受粉に問題はないので、雄木は物

摘みとり、1 節につき 1 花にします。

置の屋根などに這わせ、雌木だけを棚で育てれば

■開花したら人工受粉をすれば、より確実に受粉

よいでしょう。

できます。雄木の雄花を雌木の雌花につけて受粉

■品種を選ぶ場合、雌木の開花時期に合った雄木

させます。開花 1 ヶ月以内に摘果を行い、小果

を選ぶ必要があります。人工受粉をするなら、開

や傷果などを取り除きましょう♪

花の早い雄木の花粉を貯蔵しておくとよいでし
ょう。果実は追熟が必要で、収穫してもすぐには

今日って何の日

12 月 1 日は「映画の日」

12 月 1 日は「映画の日」
。神戸の神戸倶楽部で 1896 年 11 月 25 日から 29 日にかけて
映画が一般公開されました。これを日本の映画の初公開として、11 月 25 日は半端のため、
キリのいい 12 月 1 日が記念日とされました。なお、この神戸倶楽部で公開されたのは、エジ
ソンが発明した 1 人ずつ覗き込んで見る「キネトスコープ」と呼ばれるものでした。
この日は、日本映画界の各団体が多年にわたり日本映画に貢献して
た人々への記念式典や上映会とトークショー、映画館の入場料割引な
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どの事業を行っています。また、1974 年の映画の日には、新人脚本
家を育成する目的で映画脚本コンクールの城戸賞が制定されました。
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九星

吉方位

ラッキーカラー

(開運の方角)

(幸運を招く色)

ラッキーDAY (運が味方をしてくれる日)

一白水星

東、西が吉

緑、ベージュ

7、16、17、24、25、26、1/2、1/3、1/4

二黒土星

東北、南西が吉

緑、ベージュ

7、8、16、17、18、25、26、27、29、1/3、1/4、1/5

三碧木星

東、西が吉

ベージュ、花柄

7、8、9、17、18、22、27、30、1/4、1/5

四緑木星

東北、南西が吉

金、ラベンダー

9、10、11、18、19、28、29、1/5

五黄土星

東、西が大吉

金、ラベンダー

10、11、12、13、16、19、20、28、29、30

六白金星

特になし

桃、緑

11、12、13、19、20、21、22、29、30、31

七赤金星

特になし

青、緑

12、13、14、21、22、23、30、31

八白土星

東、西が大吉

赤、金

9、10、11、18、19、20、27、28、29、30、1/1

九紫火星

東北、西が吉

ワインレッド、青

10、11、12、15、20、21、23、28、29、30、1/1、1/2

[自分の九星の探し方]生まれた年(西暦)の下 2 桁の合計が 9 以下の人は、
10 から下 2 桁の合計数字を引く。
1961 年生まれなら、10－(6＋1)＝3 となる。生まれた年の下 2 桁の合計が 10 以上の人は、まず下 2
桁の数字を足す。足した数字の 10 の位と 1 の位をさらに足し、10 から引く。1968 年生まれなら、6＋
8＝14、1＋4＝5、10－5＝5 となる。ただし、節分までに生まれた人は前年の生まれとなる。
これで得られた数に対応する星はつぎのようになる。１＝一白水星、２＝二黒土星、３＝三碧木星、
４＝四緑木星、5＝五黄土星、６＝六白金星、７＝七赤金星、８＝八白土星、９＝九紫火星

★ 今月のワンポイント・風水 ★
「天丼、鉄火丼、カツ丼、吸収できるパワーは？」
ランチで人気の丼物。
食材によって吸収できるパワーが違ってくる。
エビの天丼は人気運、出世運が高まる。
赤いマグロの鉄火丼はやる気がアップ、人間関係も良くなる。
豚肉のカツ丼は事業運、金運がアップする。

「水玉ファッションで金運アップ！」
水玉模様は「金の気」を持つ。
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金運をはじめ全体運にも吉。
男性は水玉のネクタイ。
女性はワンピースや小物に取り入れるとよい。
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『「5 日間ゆる断食」で無理なくダイエット』
ダイエットって長続きしない、とつぶやく貴女に朗報。1 カ月に連続
5 日間だけカロリーカットする「ゆる断食」なら無理なく続けられ、
ダイエット時にありがちな「筋肉やせ」も防げますよ♪
「ゆる断食」の方法はいたってシンプルです。1 カ月に連続 5 日間だけ、エネルギー摂取量を必要量
の半分から 3 分の 1 にまで落とすというもの。残りの 25 日は通常の食事で OK。海外では Fasting
Mimicking Diet（FMD、断食模倣食）と呼ばれるダイエット法の 1 つで、近年研究が進んでいます。
米国で行われた試験では、ゆる断食を 3 カ月間繰り返したところ、脂質異常や高血糖の傾向があった
人たちの体重や血圧、血糖値、中性脂肪値、コレステロール値などが軒並み低下。体脂肪は減るけれど
筋肉は落ちないという、いいことずくめといっていい結果が出ています。対象は健康な男女 100 人。
普通食群とゆる断食群に分け、ゆる断食群は 1 カ月に 5 日間、1 日目は 1100kcal、2～5 日目は
720kcal 程度のエネルギーを摂取。3 カ月間繰り返したところ、体脂肪が減り、筋肉量の目安となる
除脂肪量は増える傾向にありました。
5 日間ゆる断食に期待できる「3 大効果」をまとめました。
①余分な脂肪を撃退、筋肉は減らさずにやせる
②代謝アップで血糖値、血圧、中性脂肪値、コレステロール値など
メタボリックシンドロームの指標となる検査値が軒並み改善
③全身の細胞を解毒し、体リセット、頭もスッキリ♪

暮らしの知識百科
★遺言に関わる手続きを提供する「遺言信託」☆
■家族に財産を円滑に引き継ぎたいと考える

な遺言を作るかを利用者本人が銀行に相談

人が増え、遺言に対する注目度が高まってい

するところから始まり、その内容を踏まえて

ます。その一環として、信託銀行などが扱う

公証役場で公正証書遺言を作り、両者で約定

「遺言信託」の利用者が増加しています。信

書を交わして銀行が遺言書を保管します。

託という名が付いていますが、通常の信託商

■本人が亡くなると、銀行は相続人に遺言書

品のように財産を預けて管理してもらうわけ

を開示し、遺言執行者として預金を換金して

ではありません。

分けたり、不動産の名義を書き換えたりとい

■遺言信託は、遺言に関わる一連の手続きを

った手続きをすることになります♪
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パッケージで提供してくれるものです。どん
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ママと★
わたしの
相談室♪

このコーナーでは、子育てのお悩みについ
て、お答えしていきます！「こういう場合はど
うしたらいいの？」というとき、
参考にしてみてください。

Ｑ. 妊娠６週の初妊婦です。サービス業の仕事をしており、ほとんど立ちっぱなしの状態で、
帰宅後はグッタリです。このまま仕事を続けていいのか、不安です。

A.育妊娠初期は体がだるく、ちょうど風邪

膀胱炎、腎盂炎などの病気をした方は、その

の初期症状のような感じを訴える妊婦さんも

病気が悪化しないよう、妊婦健康診査で主治

多いので、1 日立ちっぱなしの仕事はきつい

医に相談し、確認してください。

と思います。そろそろつわり症状も出ますの

妊娠による生理的変化の場合、12〜16 週

で、疲れやすさと吐き気と食欲不振が重なり、

頃には体が慣れてきて、少し楽になります。

妊娠 12 週頃までが最初のつらい時期に相当

それまでの２、３カ月、睡眠を十分にとる、

します。

散歩など軽い運動をする、相談相手をもつ、

これらの症状は、妊娠に伴うホルモンの変
化が主な原因ですが、もともと貧血や胃炎、

助産師、保健師を活用するなど、体をゆっく
り休ませながら乗り越えていってください。

☆ 海外での診療にも日本の公的健康保険で対応可能 ☆
▼海外旅行中に体調を崩して現地の病院で治療を受けると多額の費用がかかることがありま
す。しかし、日本の公的な健康保険制度には、海外での治療費の一部を保障する「海外療養費」
という仕組みがあります。
▼支給対象は、現地で受けたのと同じ治療を仮に日本で受けたとしてかかる費用。円で算定し
た額から一定の自己負担分（現役世代なら原則 3 割）を除いた額を受け取れます。海外療養費
の申請は帰国してから、自分の加入する健保制度の窓口で手続き。現地の医師が書いた診断書
や、費用が記された領収書などを申請書に添付します。
▼必要書類をもらい忘れたり紛失したりして、現地に再発行を頼むのは面倒。渡航前に必要書
類を把握しておきます。診断書の邦訳を求められるなど難しい面もあるので、健保窓口に相談
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しましょう。健保からの支給だけでは不十分なこともあるので、保険会社の海外旅行保険に契
約したり、クレジットカードに付帯する保険を活用したりするとより安心です♪
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映画のある生活

【タイトル】 祈りの幕が下りる時
【製 作 年】 2017 年
【製 作 国】 日本
【監
督】 福澤克雄
【出
演】 阿部寛、松嶋菜々子、溝端淳平
田中麗奈、キムラ緑子、烏丸せつこ、春風亭昇太

■東野圭吾の人気ミステリー「加賀恭一郎シリ

し、住人と押谷の接点は見つからず、滋賀県在

ーズ」第 10 作の映画化で、東野原作・阿部寛

住の押谷が東京で殺された理由もわからず、捜

主演による「新参者」シリーズの完結編。監督

査は難航します。

は「半沢直樹」「下町ロケット」などのヒット

■捜査を進める中で加賀は、押谷が中学の同級

ドラマを手がけた福澤克雄。

生で演出家の浅居博美をたずねて東京にやっ

■父との確執、母の失踪など、これまで明かさ

てきたことを突き止

れることがなかった主人公の刑事・加賀恭一郎

めますが……。

の謎が明らかとなっていきます。

■演出家の浅居博美

■東京都葛飾区小菅のアパートで滋賀県在住

役を松嶋菜々子が演

の押谷道子の絞殺死体が発見されるところか

じるほか、実力派が

ら物語は始まります。アパートの住人も姿を消

共演しています。

■22 日は冬至。一年で最も夜の長さが長い日で、昔は冬至の日は「死
に一番近い日」と言われており、その厄(やく)を払うために体を温め、
無病息災を祈っていました。この慣わしは現在も続いています。冬
至は「とうじ」と読みますが、これを「湯治(とうじ)」とかけて生ま
れたのが、
「ゆず湯」です。
■ゆず自体にも意味があり、「融通(ゆうずう)が利きますように」という
願いが込められているそうです。また、冬至にカボチャを食べると中風（ち
ゅうふう）にならない、長生きする、などと言い伝えられています。冬至
は 1 年の最後なので、「ん」のつく食品のレンコン、ミカン、ニンジン、
ギンナンなどを食べる習慣もあります♪
● 発行：岡本歯科医院
● 担当：岡本 誠
● 住所：〒649-1213
和歌山県日高郡日高町つぁいえ 642-3
(日高町役場となり)
● TEL：0738-63-3883
● H.P：htto://www.okamotodental.jp/

8

ご予約は、今すぐお電話！

「予約お願いします」
と、お気軽にお電話くださいね。
いつでもあなたをお待ちしています。

0738-63-3883

岡本歯科医院

【2018.12】
】
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