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今

こんにちは！！院長の岡本です！
■4 月です。旧暦では「卯月(うづき)」と言いますね。「卯」は、「初(うい)」
とか「産（うぶ）」の字につながり、稲作をはじめとした農耕の 1 年がここか
ら始まるという意味があったようです。
■ただ、「卯(卯木)の花」が咲くのは、愛唱歌「夏は来ぬ」で歌われてい
るように、4 月ではなくて 5 月下旬から 6 月上旬なんですね。
■一般社会でも入学や入社など新年度がスタートします。新しい門出を
祝うように、桜前線がほぼ 4 月いっぱいかけて南から北へ縦断します。
月末には楽しいゴールデンウイークも控えていますね。
■明るく暖かな春の陽光のもと、花も団子も大いに楽しんでいただきた
いと思います。ただ、こころがウキウキしがちなので、事故などには十分
お気をつけくださいね☆
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女性は腹囲 80cm 以上でメタボ赤信号
■いきなりですが、あなたのウエスト(腹囲)は何セン

■同研究班が全国の 40～74 歳の男女約 3 万 6 千

チありますか？女性で 80 センチ以上の方には、ちょ

人を対象に調査した結果、男性で 85 センチ、女性で

っと気になるニュースが出てきました。

80 センチを上回ると、メタボの症状である脂質異常、
高血圧、高血糖の状態になる可能性が 3 倍に高まる

■流行語にもなった「メタボ」(メタボリック症候群)で

ことがわかったものです。

すが、これまでウエストの診断基準は男性 85 センチ
以上、女性 90 センチ以上でした。

■これまでも女性のウエストは診断基準が
甘いとの指摘が多く、今回の調査結果を受

■ところが、診断基準の妥当性を検討して

けて厚労省も基準見直しに動く可能性があ

きた厚生労働省の研究班が「女性は 80 セ

ります。

ンチ以上に厳しくすべき」という研究結果を
2 月にまとめたのです。

■いずれにしても、メタボで脂質異常、高血
圧、高血糖などになると、心筋梗塞や脳卒
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中が起きるリスクが大幅に上昇する結果も得られ
ていますので、ウエストが男性で 85 センチ以上、
女性で 80 センチ以上の方は、この機会に生活習

■エナメル質などが削れる理由については、①ブラ

慣をもう一度見直してみましょう。

ッシングのやり方に問題がある、②歯ぎしりや噛み
合わせが悪い、③歯周病や歯肉炎が原因、④食べ
物に含まれている酸によって溶ける、などが考えら
れています。

★今ドキ★

■知覚過敏症は自然に治ることはありません。治っ
たように感じることもありますが、それは痛みに慣れ

★気になる歯の情報★

てしまっただけのことです。時間の経過とともに、痛
みがひどくなっていきます。また、放置していると、む
し歯になりやすくなります。

§ 冷たいもので歯がしみたら
知覚過敏症を疑いましょう §
■冷たいものや甘いもの、酸っぱいものを口にしたと
き、歯にしみて痛いと感じることはありませんか。虫
歯がないのに、そう感じるようであれば、知覚過敏症
を疑ってみる必要があります。

■知覚過敏症の治療法ですが、症状が軽い場合は
硝酸カリウム配合の歯みがき剤を使うと、硝酸カ
リウムが歯髄神経の周りにイオンバリアを張っ
て痛みを防いでくれることがあります。
■歯科医院では、専用の薬を使って患部をコーティ
ングしたり、セメントやレジンという修復剤で外からの
刺激を遮断するなど、診断結果によってふさわしい

■虫歯がないのに痛みを感じるのは、歯の内側に
ある象牙質をカバーしているエナメル質やセメ
ント質がなんらかの理由で削れ、象牙質が露出し
てしまったことによります。象牙質が露出すると、

処置が行われます。
■日ごろの予防としては、正しいブラッシングが大切
です。

外からの刺激が直接、象牙質を通って歯髄神経ま
で到達し、痛みを感じることになります。

院長のひとりごと…
……
4 月 18 日は「よい歯の日」です。もちろん語呂合わせなのですが、社団法人日本歯科医師会
が 1993(平成 5)年に定めたものです。
実は同会では、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、「いい歯の日」というのも同
じときに制定しています。こちらも語呂合わせで、11 月 8 日です。
国民の皆さまに歯の健康を考えてもらう機会をできるだけ設けたいという、歯科医師の願い
が込められているとご理解ください。でも、実はまだあるんです。6 月 4 日から始まる歯の衛生
週間です。こちらは 64(むし)にちなん
で実施していた「虫歯予防デー」が形

2 つの記念日とも、だいぶ定着してきたのではないかと

を変えてできたものです。

思っています。でも、記念日にだけ歯の健康を願っても
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ワカサギの南蛮漬け
ワカサギはカルシウムが豊富。なんと、イワシの 10 倍
以上もあるんですよ。ワカサギを骨ごと食べて、丈夫な
歯と骨をつくりましょう！

作り方
材料（4 人分）
ワカサギ

10 ～12 尾

①ワカサギは水洗いして水気を拭き取り、塩コショウする。

タマネギ

1/2 個

②タマネギは縦薄切り、ニンジンは千切りにする。

ニンジン

1/4 本

③赤唐辛子は端を切り 種を取り 薄い輪切りにする

小麦粉
赤唐辛子

大さじ 1
1本

④南蛮ダレは鍋でひと煮立ちさせ、冷ましておく。
⑤小麦粉をまぶしたワカサギを 170℃で揚げ、南蛮ダレに漬ける。
⑥南蛮ダレをからめておいたタマネギ、ニンジン、赤唐辛子をワカサ
少々 ギの上にかける。

[南蛮ダレ]
酢

50ml

みりん

大さじ 2

砂糖

大さじ 2

しょう油

大さじ 3

★ワカサギには「鉄分」も多く含まれていますので、貧血気味の方に
も最適です。また、活性酸素を抑制する「セレン」や「ビタミンＥ」も含
んでいるので、お肌のアンチエイジングにも力を発揮します★

「歯ごたえ」って、どこで感じるの？
「歯ざわりがよい」とか「歯ごたえがある」という言い方をよくしますが、
こういう歯の感覚はどういう仕組みでわかるのでしょうか。
これは、歯だけではなく、咀嚼筋（噛むための筋肉）の感覚も大きな役割
を果たしています。咀嚼筋の感覚とは、顎を動かす筋肉の中にあるセンサー
（筋紡錘）が感じる感覚のことです。歯については、虫歯の痛みを感じるシ
ステムとは違い、歯の根の周りをおおっている歯根膜の圧力を感じるセンサ
ーで感じます。
食べ物が歯に当たったことは歯根膜のセンサーが知覚し、そのときの咀嚼
筋にかかる力を筋肉のセンサーで知覚し、それらの情報を大脳のコンピュー
ターが総合的に処理して「歯ごたえ」などを判断しているのです。
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ねぇ知ってる？
園芸おもしろ話

☆コンテナでキッチンガーデン☆
「野菜の寄せ植え」をしたキッチンガーデン(台所
で使う食材を植えた庭)を、コンテナやプランター
で手軽に作ってみませんか。
畑や庭の一角に野菜やハーブを寄せ植えするキ

☆コンテナ・キッチンガーデンのコツ☆

ッチンガーデン。フランス語で「ポタジェ」と呼ばれ、
欧米で最も注目されているガーデンスタイルの一つ

①土や肥料は「野菜用」を使います。

です。

②日当たりと風通しのよい場所に置いてください。

「私もやりたいけど、庭もないし、畑も借りれない
し、、」。大丈夫、あきらめないでください。
この寄せ植え、畑や庭がなくても、ベランダでコン
テナやプランターを使って手軽にできるんです。
葉物野菜を中心に数種類の種をまき、成長に合

③水やりは、土の表面が乾いたら、たっぷりあげて
ください。
④野菜の込み具合を見て、間引きをしてください。
⑤虫の卵や幼虫を見つけたら、薬は使わずにハシ
などで取り除いてください。

わせ間引きを兼ねて収穫していけば、サラダや味噌
汁の具に結構使えますよ。

☆コンテナ・キッチンガーデンに向いた野菜☆

4 月はちょうど葉物野菜の種をまくのに最高の季

キャベツやブロッコリー、大根など図体が大きくな

節！ 1 ヶ月もすれば、そんなに大きくはないけれ

るものは向いていません。この時期ですと、水菜、

ど、無農薬のみずみずしい野菜が美味しく食べられ

小松菜、春菊、ロケット(ルッコラ)、ラディッシュ、パ

ますよ♪

セリ、スープセロリ、ワケギなんかがオススメです。

今日って何の日

・・・4 月 22 は「地球の日」

1970 年の 4 月 22 日に、米国のゲイロード・ネルソン上院議員たちが大
規模な環境保護キャンペーンを行ったことが始まりで、地球という星の環境
について考える「アースデイ集会」という形で世界に広まっていきました。
米国では、このアースデイ集会の活動によって、環境保護庁の設置や各
種環境保護法が整備されていきました。
日本でもこの日、各種の自然保護・環境保護団体がさまざまなイベントを
行っています。

4

次のページもご覧ください >>

岡本歯科医院

おもしろサイト見ぃ～つけ
た
http://quizfan.com/

☆世の中、健脳ブームですね。脳も健康が第
一。日ごろから脳を鍛えておけば、いつまでも頭
はシャンとしています♪
楽しみながら手軽に脳を鍛えるには、クイズ
が一番！クイズ本を買うのもいいけど、インター
ネットで無料サイトがあれば、、、。
ありました。今回紹介する「頭の運動～クイズ
でＩＱ＆右脳を鍛えよう！」は、ピッタリのサイトで
す☆

よう！」は、純粋に「みんなでクイズを楽しもうぜ！」と

★「クイズ」で検索すると、クイズ関連のサイトがたく

★注目ランキング、歴代ランキング、難関ランキング

さん表示されます。でも、なかにはビジネス目的や会

などランキング情報も整理されている(しかも正解率

員登録を強制するものもあります。

付き！)ので、どんなクイズが人気になっているのか、

しかし、この「頭の運動～クイズでＩＱ＆右脳を鍛え

パパッと掃除術

いうノリのサイトで、安全、手軽に楽しめます。
★クイズのラインナップも豊富。刑事気分のミステリ
ー問題、暗号解読から、漢字問題、なぞなぞ、言葉
遊び、論理パズル、ユーモア診断までさまざま。
★難易度についても、低いものから高いものまであ
り、どなたにもチャレンジできます。

すぐにわかります。

★洗面所をピカピカに☆

洗面所は、使った後に水滴などと一緒に汚れをふき取っ
ておけば、いつもキレイにしておけます。でも、ついつ
い放置して、頑固な汚れがこびりついてしまいがち。た
まにはきちんと掃除しましょう。
たまには洗面所を
スッキリきれいに♪
■キャビネットは、化粧品などを移動させてから、

ペーパーと酸性洗剤を使うとキレイにとれます。

住まいの洗剤を水で薄め、スポンジで拭いて汚れ

汚れが軽い場合は、目地ブラシに洗剤をつけて

を落とします。その後、水に浸し固く絞ったぞうきん

ブラッシングするだけで大丈夫です。

で拭き、さらに乾いたぞうきんで仕上げます。

■洗面所の鏡は、雑巾で水拭きします。その後、

■洗面ボールは、中性洗剤を使う程度にとどめる

丸めた新聞紙で吹きあげれば、ピカピカにきれい

のが理想的です。

になりますよ♪

ただ、どうしても落ちにくい汚れの場合は、耐水
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『腹式深呼吸で笑顔美人』
ストレスやイライラを抱えたままでは「笑顔美人」にはなれません。今回は身体から心
を癒し、ストレスも解消してくれる「腹式深呼吸」をご紹介します。簡単にできて、効果
は抜群。笑顔美人でスマイルビューティー！ ぜひ一度試してみてください♪
普通の呼吸では、吸った空気の３割は肺に残ったままなんです。その分、新鮮な酸素を取り込めないという
ことなんですね。
ですから、「腹式深呼吸」の最初は、肺に残っている空気を完全に吐き出すことです。普通に息を吐いて、吐
き切ったと感じたら、腹筋に力を入れて「フッフッフーー」と強く吹き出します。これで残っていた空気も完全に吐
き出されます。
つぎに、鼻から自然に息を吸います。そして、お腹をへこませながら口からゆっく
り息を吐いていきます。これで、おしまい。簡単ですよね。でも、緊張がほぐれ、心
地良さが全身に広がっていきます。
さらに腹筋も引き締まって、ボディービューティー！さらにさらに、便秘解消の強
い味方にもなります。やらない手はないですよね♪

☆携帯でダイエット管理☆
携帯電話のサイトでダイエット管理や健康管理をする人が増えています。
時間や場所を選ばず、手軽に自分のペースでダイエットに取り組める点が受けて
いるようです。あなたも試してみませんか♪
■ KDDI(au) が 提 供 し て い る 「 au Smart Sports

■コナミスポーツが提供している「カラダの記録」は、

Fitness」は、サイトから流れてくる音声に従ってヨガ

消費カロリーと摂取カロリーを記録・分析し、ダイエッ

やピラティｽなど 100 種類以上もの運動ができるよう

ト管理ができるようになっています。

になっています。
■料金はいず
■コーチやトレーナーのように、運動の指示を音声

れも月額 200～

ガイドで行ってくれます。さらに、腕に付けた携帯の

300 円。手ごろ

センサーが運動量に応じたカロリー消費量を算出、

な金額なので、、

表示してくれるので、一目で「どれだけ頑張ったか」

やってみようか

がわかり、モチベーションのアップにつながるようで

という気になり

す。

ますよね
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ママと★
わたしの
相談室♪

このコーナーでは、ママのお子さまのお悩み
について、お答えしていきます！「こういう時、
どうしたらいいの？」という時、
参考にしてみてください。

Ｑ. 生後 2 ヶ月の男の子です。日中は機嫌よく遊んだりしていますが、毎日決まって夕方 6 時頃に
なると突然、激しく泣き出します。原因とかわからず、困っています。

Ａ. 通常は生後 3 ヶ月くらいから始まるケースが

でも、「夕暮れ泣き」で特に体の調子が悪くな

多い「夕暮れ泣き（3 ヶ月疝痛）」のように思われ

ることはありませんので、あまり心配する必要は

ます。

ありません。

決まった時間に激しく泣きだし、なかなか泣き
やまないのが特徴です。ひとしきり泣いた後は、

1 ヶ月ほどすれば、自然に泣くのを止めるよう
になります。

何事もなかったように落ち着きます。
こうすれば泣きやむという最適の方法はありま

☆心配するのはやむを得ませんが、お母さんや

せん。通常の場合と同じように、抱っこしたり、外

お父さんがあまりイライラすると赤ちゃんによくな

へ連れ出したりして、あやすしかありません。

いので、ゆったりした気持ちで接してください♪

☆結婚したら、保険の受取人は変更しましょう☆
▽結婚されている方で、独身時代に加入した生命保険をそのまま継続されている方も多いのではな
いかと思います。継続自体は問題ありませんが、保険金の受取人は誰になっていますか？
▽独身時代の加入では、通常、父親か母親を受取人にしています。結婚した後も受取人を変更しな
いままでいると、不利益になるケースも出てきます。
▽受取人を変更しないでいると、保険金はそのまま父親か母親に支払われます。 そのお金を父母
から譲り受けると、贈与税がかかることになります。仮に保険金 1,000 万円の場合、贈与税で 275 万
円も必要になり、配偶者の手取りは 725 万円に減少します。
▽受取人を配偶者に変更していれば、保険金は配偶者に支払われ、贈与税がかかりません。通常は
相続税も必要ないので、配偶者が満額の 1,000 万円を受け取ることになります。
▽変更手続きは、保険会社に言えば簡単にできます。せっかくの保険、ムダなく生かしましょう。
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【タイトル】 グラン・トリノ
【製 作 年】 2008 年
【製 作 国】 アメリカ
【主なキャスト】
クリント・イーストウッド/ビー・ヴァン
アーニー・ハー/クリストファー・カーリー

映画のある生活

■去年の「キネマ旬報」外国映画ベストテン 1 位に

ードの自動車工であったことに由来しています。

輝いた作品です。
■朝鮮戦争の帰還兵でもあるコワルスキーは、デ
■俳優のかたわら監督としても優秀作品を撮り続

トロイトで孤独な隠居暮らし。周囲とのコミュニケー

けているクリント・イーストウッドの監督・主演作。

ションもなく頑なに暮らしていたところに、偶然のキ

彼はこの映画で俳優業は引

ッカケでモン族の姉弟と知り合い、閉ざされていた

退し、今後は監督業に専念す

心を開いていきます。

るとしています。
■そして、自分の心のわだかまりに決着をつける
■題名のグラン・トリノは、フォ

べく、人生最後の誇りに輝く行動に打って出るの

ードの車種。イーストウッド演じ

です。人生っていろいろあるけど、でもやっぱり生

る老人コワルスキーが元フォ

きるに値するものだと思わせてくれる映画です♪

■海外旅行をされる方も多いと思いますが、お土産やブランド品を買うお
店で、中国からの観光客を見かけることが多くなってきたのではないでし
ょうか。
■ある会社の調査によると、昨年フランスで最も買い物をした外国人旅
行者(欧州外)は中国人で、総額で初めて 1 位になったということです。
■中国人旅行者が昨年フランスで買い物をした総額は 1 億 5000 万ユーロ(約 190 億
円)で、前年に比べて 5 割近くも増加。日本人は 3 位で、他の国よりも服を買う傾向が
強いそうです。
■日本へ来る海外観光客のなかでも中国からのお客様が急増し、買い物もたくさんし
てくれる状況となっています。景気が悪いなか、中国の世界進出はすごいですね。

● 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
● TEL：０７３８－６３－３８８３
● FAX：０７３８－６３－３８８３

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
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次のページもご覧ください
>>

