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今日も笑顔でいきましょう！
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今

こんにちは！！院長の 岡本です！
■5 月 5 日は二十四節気のひとつ立夏です。夏が立つ日、すなわち夏
が始まる日で、暦の上ではもう夏なんですね。
■5 月の季語も「晩春」「惜春」など、過ぎて行く春を惜しむ感じのものが
多く、やはり夏モードとなっています。
■5 月はこどもの日、母の日があり、親子の絆を深める月でもあります。
薫風香る初夏の風に気持ちよく吹かれながら、親子でピクニックに行く
のもいいですね。
■仲良くしたいのは親子だけではありません。5 月の誕生石はエメラルド
ですが、この石の宝石言葉がなんと「夫婦愛」なんです。5 月の陽光のな
か、たまには夫婦で手をつないでお出かけしてみませんか。きっと新し
い気づきがあると思います☆

月
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若い女性に人気の『ネット電報』
■今日のような情報化時代に配達員が届ける「電

■まず、選べる台紙が豊富なこと。人気キャラクター

報」なんて、時代遅れと思う方もいらっしゃるかもしれ

のついたものがあったり、手書きのイラストや写真を

ませんが、情報化に合わせて電報もバージョンアッ

取り入れられるサービスもあります。台紙だけでなく、

プしてきているんです。

ぬいぐるみやブリザードフラワー(＝写真)を添えて贈
るサービスも。

■「ネット電報」と呼ばれるものがそれで、20～30 代
の女性中心に利用者が増えてきているようです。こ

■料金も割安設定が多い

れまで電報と言えば「115 番」から申し込んでいまし

ようです。主なものとして

たが、ネット電報は文字どおりインターネットから頼

は、「ベリーカード」「でん

めるんです。

ぽっぽ」「D メール」「ほっと
電報」などがあります。こ

■2003 年から電報サービスが自由化されたのに伴

れからの結婚シーズン、

い、相次いで同サービスに参入する事業者が増加。

一度試してみたらどうでし

各社が独自性を出そうとして様々なサービスを提供

ょう。

し始めたことも人気化の理由です。
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(1)歯が 1 本でもないままにしておくと、当然ながら噛
み合わせが悪くなり、食べ物をよく噛むことができな
くなります。そのため、食欲がなくなってきます。

★今ドキ★
★気になる歯の情報★

(2)噛み合わせが悪くなると、食欲がなくなるだけでな
く、残った歯に負担がかかり、健康な歯まで悪くして
しまう恐れがあります。

§歯をなくしたらすぐに処置§
■歯というのは、何も食事をするためにだけ必要な
ものではありません。歯は全身の健康を維持してい
く上で重要な役割を担っている器官です。

(3)見た目の美しさの問題となりますが、歯が抜けた
ままだと、口元に張りがなくなり、老け顔になってしま
います。
(4)失った歯が前歯だと、しゃべるときに空気が抜け
てしまい、思うように発音できません。

■ですから、どこかにぶつけて前歯を一本折ってし
まったとか、虫歯を抜いたとか、何かの理由で歯を
失くしてしまったときは、たとえそれが 1 本だけであっ

(5)全体のかみ合わせが悪くなることで、最悪の場合
には顎(あご)関節の異常をもたらすこともあります。

ても、きちんと処置をしておく必要があります。

適切な処置が遅れるほど、回復に時間がかかるこ

■適切な処置を施さないでいると、身体にどういう悪
い影響が出てくるのでしょうか。右にまとめてみまし

とになります。歯をなくした場合は、当院にご相談くだ
さい。

た。

……

院長のひとりごと…
ある新聞のコラムに「たちつてとなかにはいれ」という記事が載っていました。
皆さまにもご参考になるのではないかと思いますので、紹介します。実はこれ、初対面の人
と会話に詰まったときに使える話しのネタの頭文字を並べたものなんです。
順番に、「た」は食べ物、「ち」は地域、「つ」は通勤、「て」は天気、「と」は富(景気)、「な」は名
前、「か」は体、「に」はニュース、「は」は流行(はやり)、「い」は異性、「れ」はレジャー。原典は
福田健さんの書かれた「人は『話し方』
で 9 割変わる」という本。皆さまも話に

これなら何とか話が続きそうだと感心しましたが、でも、

詰まったときは、思い出して使ってみて

ひとつだけ気になったのは、歯医者としては、「は」流行

ください。

ではなく、やはり歯だと思います。

出しながらで派を 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。
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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
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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
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そら豆とエビの炒めもの
そら豆は 5～6 月が旬です。鮮度が落ちやすいので、買
ったらできるだけ早く食べてください。あっさりとした塩
味でソラマメを味わえるレシピをご紹介します。

作り方
材料（2 人分）
そら豆(正味)

150ｇ

①そら豆はゆでてから薄皮をむきます。

むきエビ

100ｇ

②ピーマンは乱切り、ねぎは斜め切りにします。

ねぎ
油

1/2 本

③フライパンに油大さじ 1/2 を熱してエビを炒め、一度取り出します。

大さじ 1

④フライパンにもう一度油大さじ 1/2 を熱し、そら豆、ピーマン、ねぎ
を炒めます。

[調味料]
水

大さじ 2

中華だし(顕粒)

小さじ 1

塩

こしょう

⑤最後に、[調味料]を加えて炒め、③のエビを戻して炒めあわせま
少々 す。

小さじ 1/4
少々

酒

大さじ 1

水溶き片栗粉

大さじ 1

★そら豆は、植物性たんぱく質やカリウム、ミネラル、ビタミン類を豊
富に含んだ栄養価の高い食材です。ビタミンはビタミン B 群、ビタミ
ン C を含んでおり、疲労回復、肌荒れに効果があります★

人間の歯ってサメのウロコから進化？
私たち人間の歯とサメのウロコ。
まるで関係がないように思いますが、「脊椎動物の歯は、サメのウロコが
進化してできたもの」という説があるんです。
サメのウロコは、白くて硬い粒々のような小突起でできていますが、この
小突起はエナメル質で被われ、その下が象牙質となっているんです。つまり、
人間の歯と構造的によく似ているんですね。サメのウロコの別名が「皮歯(ひ
し)」というのもうなずけます。
われわれ脊椎動物が誕生したのは海です。海からしだいに陸上へ生活の場
を移していく過程のなかで、ウロコだった皮歯が口のなかだけに限定されて
歯になったと考えると、進化のドラマに圧倒されてしまいそうです。
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ねぇ知ってる？
園芸おもしろ話

☆アサガオの「つる」は右巻き、それとも左巻き？☆
涼を呼ぶ夏の風物詩アサガオ。ちょうど 5 月の初めから中旬までが種まきの時期となります。
今年は花を楽しむのに加え、つるの観察もしてみると面白いですよ。
アサガオのつるは、右巻きですか、左巻きです
か？よく観察してみないとわからないですよね。

一方、北半球で発生する台風の渦巻きは、左巻き
と言われています。

でも、詳しい人たちの間でも、右巻きか左巻きか
がちょっとした論争になっているんです。

アサガオはどうかというと、右ネジの巻き方であ
り、右巻貝の巻き方であり、北半球の台風の渦巻き

一般的に右巻きか左巻きかと言うときに、引き合

と同じ左巻きなんです。

いに出されるのがネジです。普通のネジは右に回す
と進むから右ネジと呼ばれ、右ネジのらせんの巻き

これではどちらが正しいのかわかりません。植物学

方が右巻きと理解されています。

者は「アサガオのつるは左へ左へ回り込みながら成
長していくので、左巻き」と言っています。これが一

また、形がらせん状になっている巻貝の場合、殻
の頂上を上に向けたとき、殻の右側に殻口があるも
のを右巻きと言っています。

今日って何の日

番理解しやすい説かもしれません。
左巻きのつるを一度ほどいて、右巻きに巻きなお
したらどうなるか、実験してみるのも面白いですよ。

・・・5 月 16 日は「旅の日」

1988 年に「日本旅のペンクラブ」が、日ごろは忘れがちな旅の心を改め
て問いかけることを目的に提唱し、制定された記念日です。
5 月 16 日というのは、松尾芭蕉の「奥の細道」にちなんでいます。
芭蕉が「月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり」と言って
江戸を出発したのが元禄 2 年(1689)の 3 月 27 日。この日を新暦に換算す
ると 5 月 16 日になるというわけです。
季節も旅には一番いいとき。皆さまも旅に出かけましょう。
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おもしろサイト見ぃ～つけた

http://keisan.casio.jp/
門編」のカテゴリーに分かれたうえで、それぞれ幅広

☆世の中、本当にいろいろなサイトがあって、
面白いですね。今回ご紹介するのは、 keis α
n(計算)というタイトルのとおり、ありとあらゆるも
のを計算してくれるスグレモノです☆

い分野の計算に対応できるようになっています。
★たとえば、生活編では、ローンの計算から税金の
計算、利息計算、果てはタクシーを相乗りしたときの
割り勘計算、バイオリズムの計算まで。

★表立っては運営会社の名前が出てきませんが、
実はこのサイト、電卓やデジタルウオッチ、デジカメ

★一方の教育編では、数学公式集から物理公式集、

などで知られるカシオ計算機が制作・運営しているん

計算にまつわる応用集まであって、高校や大学の入

です。カシオ計算機が運営と聞くと、なるほどとうな

試なんかにも威力を発揮しそうな感じです。

ずけます。
★試しに、省エネエアコンに買い換えたとき、何年分
★サブタイトルに「生活や実務に役立つ高精度計算

の電気代節約でモトが取れるか計算してみました。

サイト」とうたっているように、「生活編」「教育編」「専

結果は 10 年でした。

パパッと掃除術

★換気扇をピカピカに☆

換気扇やレンジフードは放っておくと油でベトベトにな
り、最悪の場合、油が固まってしまって換気扇が回らな
くなってしまうこともあります。そうならないうちに早
めに掃除しましょう。

換気扇はいつも、
スッキリきれいに♪

■換気扇やレンジフードの頑固な油汚れは、掃除

■やり方は簡単。ぼろ布に灯油をしみこませ、拭

するのに大変苦労します。油でベトベトになった汚

いていくだけ。これだけで不思議なほどきれいに

れは、通常の洗剤ではなかなか落とすことができま

なります。ぜひ試してみてください。

せんね。

■それと、換気扇を掃除した後、汚れの付着予

■こんなときに役立つのが灯油なんです。油汚れ

防には洗濯用の柔軟材がけっこう役に立ちま

を油で落とすというのは、何か理屈に合わないよう

す。効果はそれほど持続しませんが、次に換気

な気もしますが、でも本当によく汚れが落ちます。

扇を掃除するとき楽ですよ♪
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『笑って美顔と健康に』
笑うと美容や健康にいいというのは、昔から知られています。最近になって、その笑い
の効果が医学的、科学的にも解明され、ますます笑うことの重要性が注目されてきて
います。おおいに笑って、楽しく、笑顔美人、健康美人になりましょう♪
まず、笑いがもたらす美容効果からです。顔には表情筋と呼ばれる筋肉がたくさんありますが、これは使わ
ないと衰えていってしまいます。日ごろから笑って表情筋を鍛えておくと、お肌の張りが保てます。
また、血液が酸化すると、お化粧のノリが悪くなったり、吹き出物ができる原因になります。笑いは血液をア
ルカリ性にすることで、お肌の調子を整えてくれます。
笑うと、腹筋や横隔膜が鍛えられることによって、便秘の解消につながることも
わかっています。毎日の老廃物がスムーズに体外に排出され、美肌がつくられま
す。
つぎに健康増進効果です。笑うと、免疫力をアップさせる NK 細胞と免疫グロブリ
ンが増加。ストレスの解消と相まって、ガンの進行を遅らせたり、心筋梗塞の予防・
改善をしてくれることがわかっています。皆さまも、おおいに笑いましょう！

☆菖蒲(しょうぶ)湯で、勝負！☆
菖蒲湯はショウブの根や葉を入浴剤としてお風呂に入れたもので、5 月 5 日の端午
の節句のイベントとして知られています。実はこの菖蒲湯、ダイエット効果もあるん
です。5 月中はショウブが出回っていますので、いちど試してみませんか♪
■ショウブは、古代中国から厄除け効果のある薬草

■血行を良くする成分というのが、オイゲノール、ア

として使われていたようです。日本で端午の節句に

サロンなど豊富に含まれている精油部分。この精油

菖蒲湯に入るようになったのは江戸時代から。

の働きが皮膚を刺激し、ダイエットにも効果があるよ

■ショウブは「勝負」や「尚武」につながるというオヤ

うです。

ジギャグ的な発想から、男の子の健やかな成長を祝

■菖蒲湯のポイントです

う日にふさわしいイベントであるということになったよ

が、水のときからショウブ

うです。

を入れて沸かします。一

■もともと薬草であったショウブの効果ですが、血行

度 42 度くらいまで温度を

を良くして身体を温める働きがあります。そのため、

上げてから、冷ますとい

疲労回復や肩こり、腰痛、冷え性に効果があること

いようです。

が知られています。
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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 9 か月の男の子です。後追いがひどくなってきて、困っています。泣き叫びながら私につ
いてきます。お菓子やオモチャを与えてもダメです。

Ａ.

ちょうど 9 か月くらいから後追いの時期と

なります。

いつまでも後追いの状態が続くわけではあり
ません。この時期だけです。ですので、お母さん

赤ちゃんが、お母さんの存在をしっかりと認識

もお世話が大変だと思いますが、「もう少しの辛

して、自信を持ってお母さんから離れていくため

抱」と、ゆったりした気持ちで赤ちゃんに接してあ

の準備をしている時期だと考えてください。

げてください。

お母さんが大変だからと、赤ちゃんから離れよ
うとすると、赤ちゃんは不安になり、ますますお母

☆お子さんも一緒に、友だちの家に行ったり、何

さんから離れようとせず、お母さんの姿を求めて

かで楽しんだりして気分転換をすると、いい結果

泣くようになってしまいます。

が得られることもあるようですよ♪

☆車も「所有」から「借りる」時代へ☆
▽昔と違って給料が思うように上がらない時代。これまで「買う」のが当たり前と思っていたものにも、
必要なときだけ「借りる」サービスが広がってきています。車を複数の人で利用する「カーシェアリン
グ」もそのひとつ。運営会社がカーステーションに車を用意、登録した会員が利用するものです。
▽たとえば、大手のレンタカー会社が運営しているカーシェアリング事業は、首都圏や愛知県、京都
府などに 248 のカーステーションを持ち、３０分以上１５分単位で利用できるようになっています。
▽類似サービスのレンタカーと比較すると、１回に６時間以内の利用であれば、カーシェアリングの方
がお得なようです。
▽車を所有すると、本体価格の購入費用だけでなく、登録費、整備費、保険代、駐車場代など関連費
用が予想以上に膨らんでしまいます。現在の車にいくら費用がかかっているのかを調べ、カーシェア
リングの検討も選択肢のひとつに入れてみてはどうでしょうか。
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映画のある生活

【タイトル】 レスラー
【製 作 年】 2008 年
【製 作 国】 アメリカ
【監督】 ダーレン・アロノフスキー
【主なキャスト】 ミッキーローク
マリサ・トメイ、エヴァン・レイチェル・ウッド

■あのミッキー･ロークが、昔の栄光を背負ってリ

にランディの肉体を蝕んでいたのです。心臓発作

ングに立つレスラーを見事に演じています。

に見舞われ、やむなく引退を決意しますが、ランデ

■絶頂期から 20 年。スーパーでバイトをしながら

ィの居場所はありません。

いまだリングに立っているランディ(ミッキー･ロー

■娘には愛想をつかされ、愛の存在を確かめよう

ク)。

としていた相手にも振られ、スーパーの仕事にも

■リングと言っても場末の小さな会場。メインエベ

プライドを持てないランディ。

ンターを務めているものの、それは過去の栄光に

■ランディが寄って立つ所はリングしか残されてい

よるものだし、試合の中身もキワもの的。

ません。そして、20 年前の宿敵との再戦に応じま

■それでも、観客がエキサイトするよう、自己の肉

す。それは、心臓に爆弾を抱え込んだランディにと

体をツールにして、凄まじいばかりのファイトを演

って死を意味するものです。ランディが死と引き換

じていきます。

えに求めたものは、なんだったのでしょう？

■しかし、老いと常用していた筋肉増強剤が確実

■確かな男の生き様がここにあります。

■皆さまの主食は、主にご飯ですか、パンですか。狭いようでも広い日
本、地域によってご飯派、パン派に分かれるんです。
■県庁所在地での家計調査によると、１世帯あたりの米の年間購入量が
■
最も多いのは静岡市。最も少ない岡山市の 1.5 倍以上買っています。海
■
産物などご飯にあう食材が多いのが理由のようです。
■一方、パンの１位は京都市。意外な感じもしますが、新しいもの好きの風土
に加え、学生が多いのも影響しているようです。京都では、最も少ない山形市
や福島市のほぼ倍のパンを食べています。
■でも、ふだんはパンを主食にしている人でも、受験当日や大切な商談がある
日などはご飯にする人が多いようです。やっぱり、日本人なんですね♪
● 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
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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
次のページもご覧ください
>>
【2010.5】

