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■花王パーソナルヘルスケア研究所ではこのほ

ど、身体活動量計を活用して、働く世代の日常生

活における生活リズムと睡眠との関係を解析し

ました。これによると、平日と休日で生活リズム

のずれがある人ほど、平日の昼間に強い眠気を感

じる傾向があるということです。 

 

■研究では平日を「就業前後」「就業 

時間中」「深夜」の 3 つの時間帯に、 

休日を「朝」「昼」「夜」など 5 つの 

時間帯にそれぞれ分けて、1142 人 

の身体活動量（生活リズム）を調査。 

活動量は、独自に開発した装置（身 

体活動量計）で歩数などを測定しま 

 

した。 

 

■時間帯別の活動量と平日昼間の眠気の強さの

関係を調べたところ、平日・休日とも朝の活動量

の多い人が最も眠気を感じる割合が低いことが

わかりました。一方、眠気を感じる割合が高かっ

たのは、平日と休日で活動量の多い時間帯が異な 

る人でした。 

 

■同研究所では、「平日に職場で眠気 

を感じないようにするには、休日でも 

平日と同じリズムで過ごすことが重

要重   要」としています。 

 

 

明けましておめでとうございます！！ 院長の岡本です！ 

■平成最後の正月となります。新年の干支は「亥」。動物ではイノシシ

があてられていますが、漢字で書くときは、「猪」ではなく「亥」です。

イノシシで思い浮かぶ言葉といえば「猪突猛進」。目標に向かってまっ

しぐらに突進していく、そんな勢いのある年にしていきたいものです。 

■6 日が二十四節気の「小寒」。「寒の入り」とも呼ばれ、この日から

節分までを「寒(かん)」や「寒中」と言います。冬の寒さが厳しい時期

となり、先方の健康を気遣う寒中見舞いもこの日から出し始めます。 

■11 日は商店などの「蔵開き」の日。11という数 

字は左右対称の観音開きとなっており、商売繁盛を 

祝う縁起担ぎの意味もあるようです。また、11日は 

語呂合わせで「いい日」。何かを新しくスタートさせ 

るラッキーデーとなります。新年の目標が何かあれ 

ば、この日から始めるといいかもしれません♪ 
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“休日の生活リズムが乱れると平日に眠気” 

あなたの歯科医院名  ℡：00-0000-0000 

月 
第 106号 

1 月発行 今日も笑顔でいきましょう！ 



 

 

 2 

岡本歯科医院 

院長のひとりごと… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

★今ドキ★ 

★気になる歯の情報★ 

§冬の口の渇き、「ドライマウス」かも§ 

  暖房を使う季節になると口の中が渇く、ネバ

ネバして口臭が気になる、塩辛いものを食べる

と舌が痛くなる……。こんな症状が 3 カ月以上

続くならドライマウスの可能性があります。 

ドライマウスとは、唾液が減り、口の中が乾

燥する状態です。口がネバついたり、口臭が気

になったりするほか、食べ物が飲み込みにくい、

滑舌が悪くなるといった症状が出ます。舌や粘

膜が刺激されて痛む場合もあります。 

 患者は 50代以降の女性に多くなっ 

ています。更年期に女性ホルモンが減 

ると、体内の分泌腺の機能が低下し、 

唾液が減るためです。唾液腺は筋肉の 

力を借りて唾液を分泌するので、加齢 

などによる噛む筋力の低下も原因の一 

つとなります。近年は若い人にもみら 

れるようになり、患者は増えています。 

世代を問わず、ドライマウスの原因になるの

がストレス。唾液の分泌は自律神経の影響を受

けており、リラックスすると分泌が促されます

が、緊張すると交感神経が高まって分泌が減り

ます。ドライマウスの原因は多種多様で、いく

つかの原因が複合的にかかわって発症するとも

言われています。 

ドライマウスが続くと、様々な病気の原因に

もなります。例えば、唾液には抗菌作用がある

ため、量が減ると歯周病や虫歯の原因になるほ

か、風邪やインフルエンザにかかりやすくなり

ます。食べ物が飲み込みにくくなり、高齢者で

は誤嚥（ごえん）性肺炎の原因にもなってきま

す。 

予防にはよく噛んで食べるなど唾液の分泌を

増やす習慣が役に立ちます。唾液腺マッサージ

も試してみましょう。これからの季節は乾燥に 

気を付けて、保湿を心がけるとよいですが、3 

カ月以上不快な症状が続けば、当院に 

相談してください♪ 

正月 2 日の夜に見る夢が初夢です。古くは、初夢は立春前夜の節分の夜に見る夢であったり、

大晦日の除夜に見る夢であったり、元旦の夜の夢であったりしましたが、江戸時代後期にはほ

とんどの事始めが 2 日になったため、同じように初夢も 2日に決まったといわれています。 

初夢に見ると縁起が良いものを表すことわざに、「一富士（いちふじ）、二鷹（にたか）、三茄

子（さんなすび）」というものがあります。江戸時代に最も古い富士講 

（江戸時代に成立した民衆信仰のひとつ）組織の一つがある駒込富士 

神社の周辺に鷹匠（たかじょう：主君の鷹を飼い、鷹狩りに従事した 

江戸幕府の職名）の屋敷があったこと、駒込茄子が名産物であったこ 

とに由来するといわれています。また、富士は「無事」、鷹は「高い」、 

茄子は事を「成す」という掛け言葉にもなっています♪ 
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材料(2人分) 

タラ切り身 300ｇ 

カボチャ 200ｇ 

タマネギ 1/2個 

ホールトマト缶 200ｇ 

塩 小さじ 1 

コショウ 適宜 

オリーブオイル 大さじ 2 

ニンニク 1片 

酒 大さじ 2 

 

 

 

 

 

タラとカボチャのトマト煮 

作り方 

① タラの身は小骨を取り除いておく。 

② カボチャは適当な大きさに切る。 

③ オリーブオイルを熱した鍋でスライスしたニンニクを焦が

し、タマネギを加え塩コショウする。 

④ タマネギがしんなりしてきたら、トマトをつぶして入れる。 

⑤ 沸騰してきたら、タラの身とカボチャを入れ、5分ほど煮込

む。仕上げにコショウを振って出来上がり。 

※カキは「海のミルク」と呼ばれる栄養食品。口腔内の環境を

整えるのにも役立ちます。 

タラは漢字では「鱈」と書くように、雪の降る 12

～1 月が旬です。今回のタラのレシピは、淡白な

タラをトマトと一緒に煮ることでコクが増し、甘

味も増してくるイタリアン風です♪ 

正月に長寿を祈る「歯固め」の儀 

長寿を祈る正月の行事に、平安時代初期に中国から伝えられた「歯固

め」というのがあります。歯を齢という意味に解して、歯を固める（丈

夫にする）ことが長寿のもとになると考え、この儀式で長寿を願ったの

です。当時の宮中の正月行事では、新年の健康と良運とさらなる長寿を

願う意味で、歯固めの祝いと餅鏡（=鏡餅）の祝いがセットになっていま

した。そして、三が日の間、餅鏡やイノシシ、鹿、押鮎（おしあゆ）、

雉子（きじ）などを食べるようになりました。やがて民間にも伝わりま

したが、民間では歳神（としがみ）に供えた餅鏡のことを歯固めという

ところが多かったようです。また、まだ歯も生えていない赤ちゃんが歯

茎を固める玩具を「歯固め」という場合があります♪ 
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成長する過程が楽しめます。扱いやすいのはヒヤ

シンス、スイセン、ムスカリの 3 種類です。飾

り方は、ポットを鉢カバーで覆ったり、陶器やガ

ラス、缶などに植え替えたりと、自由にアレンジ

しましょう。 

■球根はあまり土を必要としないため、浅い器や

小さい器でも構いません。ただし、室内に置くの

で穴がない器がいいです。土が気になる人は、化

粧砂や水ごけなどでカバーする手があります。 

■鉢の置き場所は 15～20 度程度に保たれる場

所がベスト。根腐れを防ぐため、水やりは土が乾

く一歩手前で、土が湿る程度にやるのがコツで

す。傷んだ花柄は摘み取り、清潔さを保ちながら

春の感じを楽しみましょう♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆春を感じる「花芽付き球根」を飾りましょう☆ 
 

1 月になると、園芸店などにつぼみのついた球根のポット植えが並ぶようになります。

まだまだ寒い中、この「花芽付き球根」でひと足早く春を感じてみませんか♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ねぇ知ってる？ 

園芸おもしろ話 

■つぼみが付いた状態で出荷される「花芽付き球

根」。球根は 8～12 週間、寒さに当たらないと

花芽が付きません。花芽付き球根は生産段階で低

温処理をし、花芽を育てて確実に花が咲くように

調節した球根です。 

■似たようなポット植えに「芽だし球根」もあり

ますが、必要な低温処理が十分なされていないた

め、屋外で寒さに当てないと花が咲きません。見

分け方は、ラベルに「花芽付き」と表示されてい

ること。球根の丸い形も鑑賞できるように作られ

ているので、土から球根が出ているのも目印とな

ります。 

■花芽付き球根は、早春の温度帯（15～20 度

程度）の部屋に置くと開花が始まり、2～3 週間、 

今日って何の日        1月 3日は「駆け落ちの日」 

 

1 月 3 日は「駆け落ちの日」です。1938 年（昭和 13 年）のこの日、女優の岡田嘉子と日

本共産党員で新協劇団の演出家であった杉本良吉が、当時日本領土であった樺太の国境を越え 

てソ連へ亡命しました。ソ連で二人はスパイ容疑で国家警察に逮捕され、岡 

田は禁錮 10年の刑で強制収用所送りとなり、杉本は国家反逆罪で銃殺され 

ました。 

戦後、岡田はモスクワ放送局（後のロシアの声）に入局。日本語放送のア 

ナウンサーを務め、11歳下の日本人の同僚と結婚し、穏やかに暮らしまし 

た。また、現地の演劇学校に通い、演劇者として舞台に再び立ちました。 
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九星 
吉方位 

(開運の方角) 

ラッキーカラー

(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 東北が大吉 白、赤 11、12、21、22、29、30、31 

二黒土星 東北が吉 桃、オレンジ 6、9、12、13、21、22、23、30、31、2/1、2/3 

三碧木星 北西が大吉 金、緑 12、13、14、22、23、27、2/1 

四緑木星 東北が吉 白、ベージュ 6、7、14、15、16、23、24、2/2、2/3 

五黄土星 東北、北西が吉 オレンジ、桃 6、7、8、10、15、16、17、18、21、24、25、2/2、2/3 

六白金星 北西が吉 黄、白 8、9、11、16、17、18、24、25、26、27、2/3 

七赤金星 東北、北西が吉 青、白 9、10、17、18、19、26、27、28 

八白土星 東北が吉 白、オレンジ 9、10、11、18、19、20、27、28、29、30、2/2 

九紫火星 北西が吉 ラベンダー、緑 10、11、12、15、20、21、23、28、29、30 

 [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 ★        

 

 

 

 

 

 

 

「『恋愛 3 点セット』で幸せな恋愛を！」 

素敵な出会いを望むなら 

寝室にライトと花と香りの「恋愛 3点セット」を置く。 

アロマライトで足もとを照らし、 

枕元には花びらの長いフェミニンな花を飾る。 

香りは柑橘系かローズ系を選ぶ。 

「ひょうたんで健康運アップ」 

ひょうたんは中国では昔から「医」の象徴。 

体の調子の悪さを吸い取るパワーがあると信じられてきた。 

リビングか寝室の南西に吊るしておくとよい。 

調子の悪さを吸い取るためにフタはしないのがポイント。 
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体が冷えて、重だるくなる季節。こんな時期にぴったりなのが「白湯」。

特にショウガを組み合わせた「ショウガ白湯」は、体を温め、冷え、

肌の乾燥、むくみなどを一挙に解消してくれますよ♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最も簡単で、ダイエットや不調を解消する効果が高い「白湯」。白湯は、一度水を沸騰させてから冷

ましたお湯のことで、昔からアジアやインドなどでは、健康のために愛飲されてきました。 

白湯を飲むと体の中の調子が整い、自然に無理なく痩せるので、リバウンドもしにくく、また、肌の

乾燥、不眠といった不調が改善され、腸にたまった老廃物も排出されて、解毒効果もあるといわれてい

ます。 

そんな白湯の効果をグッと高めたのが「ショウガ白湯」です。白湯を作る際、やかんにショウガの薄

切りを２～３枚入れて火にかけるだけ。出来上がりは、白湯に比べてほのかにショウガの香りが漂い、

ピリッとした風味が加わります。 

ショウガ白湯の作り方は、1. やかんに水とショウガの薄切りを 2～3

枚入れて、強火にかける、2. 沸騰したら、やかんのふたを取って湯気が

上がるようにする、3. 2の状態で約5～10分沸騰させた後、火を止める。 

次にショウガ白湯ダイエットの基本ルールは、1. 1 杯を 5～ 10 分く

らいかけてゆっくり飲む、2. 1 日 800ml までにとどめる、3. 日中、外

出先で飲む人は保温ボトルで持ち歩く♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『「ショウガ白湯」で温め、解毒ダイエット』 

暮らしの知識百科 

★「過払い金」は取り戻せます☆ 

 ■テレビや電車などで「過払い金を取り戻せ

る」という広告を見かけることがあります。

■過払い金とは借りたお金(元金)と利息の合

計額よりも多く払い過ぎたお金のことです。

支払いを約束した利息が、利息制限法の上限

利率(15～20％)を超えていた場合に発生し

ます。 

■2010年 6月以降は利息制限法を超える利

息の契約は禁止されましたが、それ以前から 

上限利率を超えた利息で返済していた場合

は過払い金発生の可能性があります。 

■過払い金は、借金の返済を終えてから 10

年を経過するまで請求できます。この期間、

貸金業者は借主から請求があれば、最初の貸

し付けから取引終了までの履歴を開示しな

ければなりません。過払い金があれば取り戻

せます♪ 
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Ｑ. 生後 11 か月の娘。湿疹が出て、小児科の指導で複数の食材を除去してきましたが、湿

疹が改善しません。このまま除去し続けて大丈夫なのか、不安です。 

 A.以前は食物アレルギーで湿疹が起こると

いう考え方が主流でしたが、現在は乳児期に

は少しずつ摂取するほうがアレルギーは早く

治るという考え方が広まっています。 

問題は、実際に検査で原因とされた食材を

摂取したときに症状が悪化するかどうかで

す。また、完全に除去しても症状が改善しな

ければ、食物アレルギーだけが原因ではない

可能性が強くなります。 

皮膚の湿疹がひどいと、皮膚のバリア機能

が破綻し、そこから侵入するものが皮膚で免

疫反応を起こしてアレルギーを起こすという

こともしだいに明らかになってきました。 

極端な食事制限が発育障害を起こしたとい

う症例の報告も、小児科の学会では散見され

ます。極端な制限ではなく、通常の生活にな

るべく近い方法を模索するのがよいのではな

いでしょうか。 

☆ 充実してきた「男性向けファッション・レンタルサービス」 ☆ 

▼服などのファッション・レンタルサービス。女性向けだけでなく、最近は男性向けのサービ

スも充実してきています。 

▼例えば、DMM.com が提供する「DMMいろいろレンタル」は、スーツやカジュアルファッ

ションをはじめ、スポーツウエアやシューズ、ネクタイなどの小物まで幅広いアイテムをそろ

えています。スーツであれば、レンタル期間は最短 2 日間で 5800 円（税込）から借りるこ

とが可能。 

▼カシカリがサービスを提供している「KASHI KARI」は、ネクタイやカフス、チーフなど、

ビジネスシーンで使う小物をメインに取り扱っており、ポールスミスやバーバリー、アルマー

ニなど有名ブランドのアイテムが取りそろえあります。3 種類の月額制プランがあり、最も安

いプランは 3600 円（税込）で同時に 3 アイテムまで借りられます。月額プランの利用期間

中であれば、返却期限はなく、アイテムも何度でも交換 OK です♪ 

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。 
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【タイトル】 羊の木 

【製 作 年】 2017 年 

【製 作 国】 日本 

【監  督】 吉田大八 

【出  演】 錦戸亮、木村文乃、北村一輝 

優香、市川実日子、水澤紳吾、田中泯、松田龍平 

映画のある生活 

 

■「桐島、部活やめるってよ」の吉田大八監督

が、山上たつひこ、いがらしみきお共作の同名

コミックスを、錦戸亮を主演に迎え実写映画化

したミステリー・ドラマ。共演は木村文乃、松

田龍平。 

■元受刑者 6 人を受け入れることになった過

疎の港町を舞台に、新住民と素性の知れない彼

らに対し不安を募らせていく一般市民の交流

の行方を、サスペンスフルに描いていきます。 

■見知らぬ男女 6 人の移住受け入れを担当す

ることになった魚深市の市役所職員・月末。や

がて月末は彼らがみな仮釈放された元殺人犯

であることを知ります。 

■彼らの転入は、犯罪者の更生と過疎化対策の

一環として、この町に 10 年間住み続けること

を条件に、刑期を大幅に短縮して釈放させる政

府の極秘プロジェクトによるものでした。もち

ろん、そんな新住民 

の過去は一般市民に 

は一切知らされるこ 

とはありませんでし 

た、、、。 

● 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高家 642-3 
(日高町役場となり) 

● TEL：0738-63-3883 
● H.P：http://www.okamotodental.jp/ 

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 

■現在では、小豆には強力な抗酸化物質で赤い色素の「アントシアニン」

が含まれており、これが細胞の老化を防いでサビない体をつくる働きをす

ることがわかっています。福を呼び込み、邪気を払う力があると信じられ

ていたのは、単なる迷信ではなかったのですね。15 日には小豆粥を食べ

ることにしましょう。元気になること、請け合いです♪ 

■小豆粥（あずきがゆ）は、1 月 15 日の「小正月」に小豆粥を食

べて悪鬼を避け、疫病を払うという風習です。古くから日本では赤

はおめでたい色とされ、赤色の豆には福を呼び込む力や、邪気を払

う力を持つと信じられていました。このため、祝いごとのある日や

休日には赤飯が用意されたのでした。 
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