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今

こんにちは！！ 院長の岡本です！
■さて、７月。７日の「小暑（しょうしょ）」を過ぎると、夏の暑さが本格化し
てきます。そして 21 日は「土用丑の日」。ウナギ屋さんのかき入れ時
です。
■日本人が夏バテ防止にウナギを食べる習慣は古く、『万葉集』にも大
伴家持のウナギの歌が出てきます。
「石麻呂に我もの申す 夏痩(や)せによしといふものぞ 鰻捕りめせ」
夏痩せにウナギをすすめているんですね。
■地域によっては節電を図るためエアコン
の使用を控えたり設定温度を上げたりする
ところもある今年の暑い夏。ウナギにとどまらず、
いろいろな知恵を生かして暑さに負けないよう、がんばりましょう♪
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“「ミネラル不足」に注意しましょう！”
■食品の安全を守る活動を続けている「食品と暮ら

■ミネラル不足となる主な理由は、煮る、揚げるとい

しの安全基金」(小若順一代表)では、ミネラル不足が

った過程でミネラルが水や油に溶け出してしまうから

心身の不調をもたらす危険性を指摘しています。

のようです。ミネラルはビタミンと並ぶ重要な栄養素。
神経の働きを円滑にする「潤滑油」の役割を持って

■同基金では、コンビニや宅配の弁当、冷凍食品な

おり、心身の健康に大きな影響を及ぼします。

ど市販食品に含まれる主要ミネラル(カルシウム、マ
グネシウム、鉄、亜鉛、銅)を測定しました。結果をも

■同基金では、対策として、▽料理のだしには煮干

とに、１日３食をコンビニ食だけ、あるいは高齢者向

しや昆布などを選ぶ▽ゆでるより汁ごと食べる煮込

け宅配弁当だけ、といった 30 の組み

みや蒸し料理にする▽コンビニなど

合わせを作り、どれだけのミネラルが

加工食品が中心の人なら、牛乳や納

摂取できるかを計算しました。結果は、

豆を１品加えたり、練りゴマや海苔を

ほぼすべてのパターンで、主要ミネラ

ふりかける、などを勧めています。心

ルが国の定めた必要量を下回ったの

身の調子が少し悪いという方は、薬

です。

に頼るより、まず毎日の食事を見な
おした方がいいかもしれませんね♪
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ですが、まず味のある物質がだ液に溶け、舌をはじ
め口腔内にある未蕾(らい)という組織の味細胞に作
用します。その後、味覚神経を介して脳に伝わり、脳

★今ドキ★

が味を認識します。

★気になる歯の情報★

■味覚障害は、この過程のどこかにトラブルが起き
ているわけです。主に、①だ液の分泌量が少なく口
の中が乾燥している②味を感じる味細胞の数が減少

§「味がない」は味覚障害!? §

している、という 2 つのケースが考えられます。
■高齢者の場合は、加齢によって①も②も起きやす

■食事をしているときに「味がない」あるいは「味がい

いので注意が必要です。口の中の乾燥を防ぐには、

つもと違う」と感じたら、味覚障害の可能性がありま

歯ブラシで口の中を刺激します。また、食べ物をかむ

す。

ことによってだ液の分泌が促進されるので、かみご
たえのある食品を食べるのも効果があります。

■味覚障害になると、どうしても味付けが濃くなり、
塩分の取り過ぎから生活習慣病になる恐れがありま

■一方、若い世代では亜鉛欠乏による味覚障害が

す。味覚障害の予防には口腔内の健康と栄養バラ

増えています。味細胞は新陳代謝が盛んです。これ

ンスのとれた食事が必要となります。

には亜鉛の継続的な摂取が必要ですが、加工食品
やファストフードが多いと亜鉛の

■味覚ですが、基本的な味として

吸収が阻害されてしまいます。

甘味、酸味、塩味、苦味、旨味の

亜鉛を多く含む魚や豆類、乳製

五種類があり、さらに食材の香り

品など、さまざまな食品をバラン

や触感、温度、色なども影響してき

スよく取ることが大切です♪

ます。その味を脳が認識する過程
……

院長のひとりごと…
職場でも家庭でも人間関係って難しいですよね。そんな人間関係をスムーズにするコツがひ
とつあります。相手を自分の鏡だと思うことです。
こちらが近寄っていけば相手も近寄ってきます。こちらが距離を取ろうとすると相手も距離を
取るようになります。こちらが笑顔で接すると相手も笑顔になりますが、こちらがムスッとすると
相手もムスッとします。いろいろなことで不満を感じたり、イライラすることも多
いと思います。でも、そんなとき、こちらから笑顔が消えると、周りの人たちか
らも笑顔が消え、職場や家庭の雰囲気が悪くなります。ひとつ深呼吸をして
笑顔を取り戻すようにしてみてください。周りの雰囲気も明るくなり、
人間関係もきっとよくなりますよ♪
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ゴーヤの炒め南蛮
暑い夏を迎えてゴーヤが出回るようになります。ゴーヤと言
えばチャンプルーがポピュラーですが、今回はサラダ感覚で
食べられるメニューを紹介します♪

作り方
① ゴーヤは、ワタをスプーンですくい取り、パプリカ、玉ねぎととも
に 5mm の厚さに切っておきます。
② めんつゆ、酢、砂糖、こしょう、タカの爪をよく混ぜ合わせておき

材料(２人分)
ゴーヤ
パプリカ
玉ねぎ
めんつゆ

ます。

1/2 本

③ フライパンに油少々をひき、玉ねぎとゴーヤをゆっくり炒めます。

１個

④ 玉ねぎが透き通りゴーヤの色が鮮やかになったら、パプリカを加

中 1/2
80ｃｃ

酢

大さじ 3

砂糖

大さじ 1

こしょう

少々

タカの爪

適宜

油

適宜

え、軽くしんなりするまで炒めます。
⑤ 熱いうちに、②に漬けて全体を馴染ませます。30 分以上おいた
ら食べられます。
※パプリカは赤と黄色を半分ずつ使うと色どりがとても鮮やか
になります。パプリカがない場合は、ニンジンの千切りを利用
してもいいですよ♪

歯のない動物はどうして食べる？
人間と同じような歯を持つのは脊椎(せきつい)動物だけです。脊椎動物でも
鳥は進化の過程で歯を失ったので、歯がありません。クチバシで飲み込んだ
食べ物を、胃の次にある器官「砂嚢(さのう)」ですりつぶして咀嚼(そしゃく)して
います。
哺乳類にも歯が退化した「貧歯類」という科目があります。中国南部やネパ
ールなどにすむセンザンコウもその仲間で、歯のかわりに胃の出口部分に
「筋肉歯」という組織があり、この組織で大好物のアリをゴリゴリとすりつぶして
います。また、オーストラリアなどにすむカモノハシは、歯がないかわりに上下
のアゴがヘラのように丈夫にできています。いずれにしても歯のようなものが
あり大切な役割を担っています。歯はしっかりケアしましょう♪
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ねぇ知ってる？
園芸おもしろ話

☆ 最近話題の「踊りハボタン」にチャレンジしよう！ ☆
冬に葉が白や紫、ピンクなど鮮やかに色づき、お正月飾りとしても人気のあるハボタン。種まきの時
期がちょうどこれから７月下旬頃までです。鉢植え用の種もあるので、チャレンジしましょう♪
ハボタンはキャベツの仲間で、初めは江戸時代

耐寒性は非常に強いので、特に防寒作業をする

に野菜として持ち込まれたようです。色鮮やかな葉

必要はありません。霜などに当たって傷んだ下葉は

が幾重にも重なる姿が牡丹の花に似ていることか

取り除き、草姿を整えるようにします。

ら、この名前で流通するようになりました。観賞用に
改良が重ねられ、今では大きさも色もさまざまな品

ハボタンは本来、翌冬も楽しむことができる多年

種が出回るようになっていますので、好みに応じて

草で、この習性を利用したものが最近話題の「踊り

選ぶといいと思います。

ハボタン」です。
春にとうが立ち、花が咲き終わったら花茎の根元

種は薄まきにして発芽させ、本葉 2～3 枚と 7～8

から切り、わき芽を出させます。5 月半ばに大き目の

枚のときに植え替え、秋の定植まで育てます。キャ

鉢に植え替えてしばらくすると、わき芽の先に葉が

ベツの仲間なので、チョウの幼虫に食べられる被害

出始めます。伸びた茎の先にハボタンが載った形と

が多くなります。葉をチェックして幼虫をつまみ取り

なり、まるでハボタンが踊っているように見えること

ましょう。

から「踊りハボタン」と呼ばれるんです♪

今日って何の日

・・・ 7 月 10 日は「納豆の日」

7(なっ)と 10(とう)の語呂合わせから生まれた記念日です。
最初は関西納豆工業共同組合が 1981 年に関西地域限定の記念日として制定
したものですが、1992 年に全国納豆共同組合連合会が改めて全国の記念日とし
て制定しました。
この日は、納豆メーカー各社が納豆の消費拡大に向けた販売促進キャンペーン
を展開します。また、福祉施設の高齢者に健康食品の納豆を食べてもらい、さらに
長生きをしてもらおうと、全国の福祉施設に納豆を配達、寄贈する活動も行ってい
ます♪
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おもしろサイト見ぃ～つけた
「睡眠改善委員会」
http://www.brainhealth.jp/suimin/

☆睡眠に悩みや不満を抱えていませんか？思い当

れば、集中力の低下など日常生活に悪影響を及ぼ

たるフシがある方は「かくれ不眠」かもしれませんよ。

すので、同委員会では「かくれ不眠」に注意を促して

一度このサイトにある「『かくれ不眠』チェックシート」

います。

で確かめてみましょう☆
★まず、１２項目の設問をチェックしていくだけで「か
★このサイトは今年２月に開設されました。運営して

くれ不眠」かどうか判定してくれるチェックシートを開

いる「睡眠改善委員会」は、睡眠は食事や運動など

きましょう。

と同じように健康を維持するための大切な要素であ
ることを啓発するため、睡眠の専門家が集まり発足

★ここで「かくれ不眠」と判定されたら、「よい睡眠を

した組織です。

得るために」のページにアクセスします。快適な眠り
は日々の生活でのちょっとした工夫で手に入れるこ

★「かくれ不眠」とは、同委員会が命名した言葉で、

とができるので、ここでは「食事の工夫」「軽い運動」

「専門治療を要さない、軽度・短期の不眠状態」を表

「ぬるめの入浴」「眠る環境づくり」など日々の生活の

しています。「単なる睡眠不足」と不眠状態を放置す

見直しポイントをわかりやすく解説しています♪

パパッと掃除術

★ ベランダの掃除 ☆

ベランダは毎日掃除をする場所ではありません。でも、
雨や風にさらされているので汚れが溜まりやすく、放っ
ておくと排水溝が詰まってしまうことも。天気の良い日
はベランダにも目を向けましょう♪

ベランダも
スッキリきれいに♪
気持ちよく

■掃除に取りかかる前に、排水口付近の砂や枯

ではないので洗剤も不要です。擦り洗いだけ

れ葉などを取り除き、多少の水を流してもすぐ

でベランダの汚れは簡単に落とせます。

に流れる状態にしておきます。特にマンション

■つぎにベランダの手すりの掃除です。水で

の場合は注意が必要です。

濡らした柔らかい布で手すりを拭いた後に、

■まず、箒(ほうき)でゴミやホコリをきれいに掃

乾拭きをします。汚れがひどい場合は、中性

きます。その後、水に浸したデッキブラシでベ

洗剤を薄めた液で汚れを落とし、その後乾拭

ランダ全体を擦って汚れを落とします。 油汚れ

きをします。
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『紫外線からお肌を守りましょう！』
夏を迎えて日射しが強くなります。お肌にとっては紫外線対策が何よりも大切となっ
てくる時期です。紫外線は日焼けだけでなく、シミ、シワの原因にもなります。しっかり
防護しましょう♪
紫外線は体にさまざまな悪影響を及ぼしますが、特に女性にとっては顔のシミや
シワにも影響してくるので大敵です。紫外線には波長の長い順に UVA、UVB、UVC
の３種類ありますが、このうち UVB がシミを、UVA がシワをつくると言われていま
す。
紫外線に注意が必要なのは晴れの日だけではありません。晴れの日の紫外線
量を 100％とすると、曇りの日でも 50～80％、雤の日でも 20～30％の紫外線量が届
いています。また、木陰でも紫外線量は日なたの 50～80％に達します。
紫外線から肌を守るには、帽子やサングラス、長袖の衣服が役に立ちます。 帽子は、前だけにツバがつい
ているものでは横や後方からの紫外線を防ぐことはできません。全体に 6cm 以上のツバつばがついていて、首
筋が隠れるものがベストです。
サングラスは、レンズの色が濃いと瞳孔が開き、かえって目に紫外線が入ってしまうので、濃過ぎないものを
選ぶようにしましょう☆

九星

吉方位

ラッキーカラー

ラッキーDAY (運が味方をしてくれる日です)

一白水星 北、東南、南、北西が吉

黄、白、赤

7、8、15、16、17、24、25、26

二黒土星 南西が吉

黄、青、黒

1、3、14、15、16、17、20、23、24

三碧木星 南西が大吉、北西が吉

白、黄、赤

1、4、14、15、23

四緑木星 北が吉

赤、桃、茶

2、3、11、12、13、14、21、22、23、28、31

五黄土星 東南、南が大吉

白、青、茶

2、3、4、8、11、12、20、21、22、27、29、30、31

六白金星 南が大吉、北が吉

白、黄、青

3、4、5、10、11、20、21、28、29、30

七赤金星 東南が大吉、北西が吉

赤、白、桃

4、5、9、10、11、14、16、19、20、27、28、29

八白土星 南西が吉

黄、白、桃

2、5、6、8、9、10、17、18、19、26、27、28、29

九紫火星 北、北西が大吉

赤、オレンジ、桃

6、7、8、9、16、17、18、25、26、27

[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)＝4 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。
これで得られた数に対応する星はつぎのようになる。9＝一白水星、8＝二黒土星、7＝三碧木星、6＝四緑木
星、5＝五黄土星、4＝六白金星、3＝七赤金星、2＝八白土星、1＝九紫火星
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ママと★
わたしの
相談室♪

このコーナーでは、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. 1 歳の長女です。生後 2 カ月くらいから軽いアトピーがあり、7 カ月頃からスズキや、サヨリなど
の魚を食べると発疹が出るようになりました。魚は控えた方がいいでしょうか？

Ａ. 魚を食べた後に症状が出る発疹は、魚に
対するアレルギーによる場合があります。
魚に含まれるヒスタミン物質が引き起こすもの
で、主にアジやイワシなど青魚で起こりやすいの
ですが、白身の魚でも起きることがあります。
魚は離乳食に適した素材でよく使われます
が、必ずしも食べなければいけないものではあり
ません。

るのもひとつの対処法です。１カ月か２カ月程
度、間をおいて、アレルギーやヒスタミン作用の
少ないカレイ、タイ、ヒラメ、タラ、スズキなどの煮
魚、蒸し魚からチャレンジしてみてください。
このようにしても発疹がみられるときには小児
科を受診し、魚と本当に関連があるのかどうか、
相談してください。
☆卵や牛乳などのアレルギーはないようなの

もし発疹が心配なときには、しばらく控えてみ

で、栄養不足になる心配はありませんよ♪

☆ ファストフード店の携帯クーポンを活用しよう！ ☆
▽ハンバーガーなどファストフード店の携帯クーポンサービスを利用していますか？大手チェーン各
社では、携帯電話向けサイトにアクセスすると割引クーポンを入手できるサービスを提供したり、メー
ルでお得なキャンペーン情報を配信しています。うまく活用するとお得ですよ♪
▽たとえば、マクドナルドでは「トクするケータイサイト」に約２千万人の会員を持っており、会員登録す
ると割引クーポンが入手できるようになっています。同社の場合、入手の仕方によって「みせるクーポ
ン」と「かざすクーポン」の 2 種類あり、後者では携帯を読み取り機にかざすだけで注文もできます。
▽モスバーガーでは「モスの携帯サイト」で新製品を中心としたクーポンやキャンペーン情報を配信。
ロッテリアでは「ロッテリアモバイル」でクーポン情報や会員限定の得するプレゼントを抽選で配信して
います。
▽また、サンドイッチ店の日本サブウェイではツイッタ―を利用しています。店内で栽培する野菜の収
穫情報などをツイッタ―限定で配信。１万６千人のフォロワ―(参加者)を集めています♪
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次のページもご覧ください >>

岡本歯科医院

映画のある生活

【タイトル】 悪人
【製 作 年】 2010 年
【製 作 国】 日本
【監
督】 李相日
【主なキャスト】妻夫木聡、深津絵里
岡田将生、満島ひかり、樹木希林、柄本明

■芥川賞作家・吉田修一の同名ベストセラーを「フ

■舞台は長崎の外れの小さな漁村。ふとしたこと

ラガール」の李相日監督が映画化した人間ドラマ

で人を殺してしまった祐一(妻夫木聡)は、出会い

です。

系サイトを通じて光代(深津絵里)と知り合い、二人

■殺人を犯してしまった青年を妻夫木聡、彼と愛

で警察の手から逃れる逃避行を続けます。二人は

の逃避行を続ける女性を深津絵里が演じていま

お互いに初めて人を愛する喜びを知り、緊張感の

す。深津絵里はこの作品で、モントリオール国際

中にも一時の幸せを感じます。

映画祭の主演女優賞を獲得しました。脇を固めた

■でも、そんな甘い生活

樹木希林、柄本明の二人も、日本アカデミー賞で

にも終わりは必ずやって

それぞれ最優秀助演女優賞、最優秀助演男優賞

きます。愛するからこそ、

に輝くなど、見どころの多い作品に仕上がってい

祐一は逆に自ら愛を断ち

ます。

切ろうとします・・・。

■省エネならぬ「省力」を売り物にした台所用品が人気を集めているのを
ご存知ですか？
たとえば英国製の厚さ 5 ミリ程の軽くて薄いまな板。切った野菜などをそ
のまま折り曲げて鍋に移せます。ガスコンロで使いやすい軽量フライパ
ン、セラミック包丁も人気です
■犬にも歯周病が増えているのは、歯と歯のすき間が狭く歯垢がたまり
通常の物より価格は高めですが、長く使うものだし、毎日の料理に重宝するも
やすい小型犬の増加と長寿化の進展が要因となっています。
のなので購入する消費者が多いようです。
確かに便利で、お料理も楽しくなりそうです。でも、捨てるのはもったいないの
で、今あるものが使えるうちは使いたいと思います。
これ、「省力」ならぬ「省金(節約)」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
（日高町役場となり）
● TEL：０７３８－６３－３８８３
● Ｈ．Ｐ：http://www.okamotodental.jp/
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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
>>
【2011.7】

