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の。復興の願いが届くことを祈りたいと思います。

・８P…編集後記

きます。熱中症や夏バテにならないよう健康管理をしましょう。
■さて、8 月は夏祭りの季節。全国的に有名なのが
青森のねぶた、秋田の竿燈、仙台の七夕の
東北三大祭りです。
■仙台の七夕祭りについては、大震災の影響で今年
ちんこん

は開催が危ぶまれていましたが、
「復興と鎮魂」を
テーマに行うことが決まりました。6 日～8 日は
復興への願いが込められた七夕飾りが市内全域を

“「隠れ肥満」にご注意！”
■「隠れ肥満」という言葉をご存知ですか。肥満

■隠れ肥満になると心臓病のリスクが高まると

度を測る指標となっている BMI が正常体重以下

言われています。体重を維持しながら体脂肪を減

でも、体脂肪率が高い場合を指します。

らすにはどうすればいいのでしょうか。永井成美
准教授らは和食と習慣的な運動を薦めています。

■兵庨県立大学の永井成美准教授らによる調査
で、この「隠れ肥満 」の人が若い女性中心に増

■和食は米を中心に栄養バランスを整え、欧米の

えていることがわかりました。

食事に比べて低脂肪・低エネルギーです。和食を
食べてもらう試験では 2 週間後に

■隠れ肥満は BMI が正常(18.5～

体脂肪率やウエストなどの指標が

25)で体脂肪率が 30％以上です。岡

好転したようです。

山県立大学の女子大生 103 人を調
査したところ、隠れ肥満が 15.5％、

■ダイエットでいくらやせても、体

隠 れ 肥 満 傾 向 者 ( 体 脂 肪 率 25 ～

脂肪率が高ければあまり意味がな

30％未満)を加えると 49.5％にも

いということ。何ごとも中身が大切

達していたのです。

だということですね♪
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い場所は注意が必要です。たとえば、歯と歯茎と
の境や歯の間、下あごの前歯の裏側、上あごの奥

★今ドキ★

歯の表側などが該当します。

★気になる歯の情報★

■虫歯と違い、歯石をそのままにしておいても痛
みが出るわけではありません。ただ、放置してお
くと歯周病の原因になるので、取り除く必要があ
ります。自分で歯石を取り除く器具も市販されて

§「歯石」の原因と対策 §

いますが、どうしても取り残したり、歯肉を傷つ
けてしまう恐れがあります。やはり歯科医による
除去が必要です。

■歯周病の原因のひとつに「歯石」の放置があり
ます。歯石という言葉は皆さんよくご存知ですが、 ■歯石の表面はザラザラしていて汚れが付きや
どうして歯石ができるのかについてはあまり知
すく、放置しておくとどんどん状態が悪化します。
られていません。今回は歯石の原因と対策です。

ひどくなると、歯肉の縁から歯周ポケット(歯と歯
茎の間)の深いところにまで付着してしまいます。

■歯石は、歯垢(しこう)と唾液中のカルシウムが
結合して石のように硬くなり、それが歯に強く付

こうなると、除去の際に痛みや出血を伴う可能性
も出てきます。

着したものです。つまり、汚れと細菌
によってできる歯垢が歯石に「悪の変

■歯周病予防のためにも、日ごろか

身」を遂げるというわけです。

ら定期的に歯石のチェックを行うこ
とが大切です。

■ですから、歯石ができやすい場所は
歯の表面で汚れが残りやすいところ

歯石については当院にお気軽にご
相談ください♪

です。特に唾液線の出口があり、歯垢
と唾液中のカルシウムが結合しやす
……

院長のひとりごと…
世界保健機関(WHO)が 5 月に発表した 2011 年版世界保健統計によると、09 年時
点の日本の平均寿命は男性が 80 歳で世界 2 位、女性が 86 歳で 1 位。男女平均では
83 歳で、統計をさかのぼることが可能な 1990 年から 20 年連続 1 位となっています。
世界全体の平均寿命は男性 66 歳、女性 71 歳ですから、日本人は世界の多くの人に比
べて 14～15 年も長生きできるわけです。日本に生まれたこと
を感謝しなければいけませんね。米スタンフォード大のトゥル
ジャパーカー教授の予測によると、先進国の寿命はこれから
2030 年にかけて飛躍的に伸び、100 歳前後に達するとして
います。健康長寿でいられるよう、がんばりましょう♪

2

次のページもご覧ください >>

岡本歯科医院

枝豆のガーリック炒め
枝豆をつまみにビールを一杯、夏の夜の風物詩と言っても
いいでしょう。枝豆の定番は塩ゆでですが、ニンニクと
てんめんじゃん

甜麺醤 で炒める中華風もオツなものですよ♪

作り方
① 枝豆は両端をハサミで切ってサッと水洗いし、塩をもみ込む
ように絡めておきます。
② ①の枝豆を熱湯に入れて固めにゆで、ざるに上げておきま

材料(4 人分)
枝豆
塩
ニンニク

す。

200ｇ
大さじ 1
2片

酒

小さじ 2

しょう油

小さじ 2

甜麺醤

小さじ 2

赤唐辛子

1/2 本

ダシの素

小さじ 1/2

ゴマ油

大さじ 2

③ ニンニクは縦半分に切って芽を取り、粗めのみじん切りにし
ます。赤唐辛子も刻んでおきます。
④ 調味料(酒、しょう油、甜麺醤)を混ぜ合わせておきます。
⑤ フライパンにゴマ油、ニンニクを入れて中火にかけ、香りが
立ってきたら枝豆を入れて炒めます。
⑥ 全体に油がまわったら赤唐辛子、ダシの素を加えて炒め、少
し炒め色がついてきたら④の調味料を加えます。
⑦ 枝豆全体に味が絡まり、汁気がほとんどなくなったら出来上
がりです。

虫歯って、文明病？
世界を見まわすと、虫歯が圧倒的に少ない民族がいます。たとえば、
アラスカのエスキモーやオーストラリアの原住民アボリジニーなどで
す。エスキモーの歯が健康なのは、幼いころからトナカイやアザラシな
どの生肉を噛み裂いて食べるため、歯茎が丈夫になるからだと言われて
います。また、エスキモーの女性は毛皮をなめすため、口で毛皮を噛み
ます。こうした習慣も歯を丈夫にするひとつの原因と考えられます。
文明が進むと煮炊きした食物と砂糖の消費量が増え、歯にデンプン質
がくっついて虫歯のもとをつくっていきます。エスキモーの間でも最近
は虫歯が増えているようです。文明が急速に入りこんだからです。
虫歯は一種の文明病と言えるのかもしれませんね♪
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ねぇ知ってる？
園芸おもしろ話

☆ 菊の時期にアサガオを咲かせてみよう！ ☆
アサガオと言えば、夏の風物詩ですよね。真夏の朝に大輪を咲かすアサガオは暑さを忘れる清
涼剤です。でも、秋に咲かすこともできるんですよ♪
アサガオを秋咲きにするには、8 月がちょうど

伸ばし、茎を太らせ、成長していきます。

種を蒔くのにいい時期です。5 月ごろに蒔いたア
サガオの種の残りがあれば、ぜひチャレンジして

8 月に蒔くと、すでに昼間の時間が短くなって

みてください。

いるので、本葉が数枚で背丈がまだ低いうちに花
を咲かせます。しかも、涼しい時期に花をつける

秋にも花をつける秘密は、アサガオが短日植物

ので、真夏のアサガオと違って日中もしおれない

ということにあります。短日植物というのは、昼

で咲いています。

間の長さが一定時間より短くなると、花芽を分化
させて花を咲かせる性質を持つ植物のことです。

庩でも鉢でも種を蒔くだけで、植え替えの必要
はありません。蒔く時期を調整すると、菊とアサ

このため、アサガオは春に種蒔きをしても、花
を咲かせるのは昼間の時間が短くなり始める夏

ガオの花の競演なんてものも見られます。これは
これで風情がありますよ♪

至を過ぎてからになります。それまでは、つるを

今日って何の日

・・・ 8 月 31 日は「野菜の日」

8 月 31 日は「野菜の日」です。
「や(８)さ(３)い(１)」の語呂合わせから、全国青果物商業協
同組合連合会など 9 団体が 1983(昭和 58)年に制定しました。栄養たっぷりな野菜を再認識し
てもらうとともに、野菜の PR を目的にしています。
一般社団法人日本野菜ソムリエ協会では、この日、1 人でも多
くの生活者が野菜や果物の知識を高め、 ベジタブルライフを実践
できるよう、野菜・果物 の魅力を伝えるイベントを開催していま
す。ちょうど残暑が厳しい時に、野菜を食べて夏バテしないように
しましょう♪
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おもしろサイト見ぃ～つけた
「インスタントラーメンのおいしい研究帳」
http://www.nissinfoods.co.jp/knowledge/report/

☆8 月 25 日は「即席ラーメン記念日」
。世界初

★「もっとおいしく食べる研究」の章では、「お

の即席ラーメン「チキンラーメン」が 1958 年

湯かけタイプ」
「鍋炊きタイプ」
「フライパン調理

の 8 月 25 日に発売されたことから制定されまし

タイプ」の 3 種類に分けて、インスタントラーメ

た。そこで、今回はインスタントラーメンのこと

ンをできるだけおいしく食べられる秘訣が書か

がよくわかり、もっとおいしく食べられる、楽し

れています。

いサイトをご紹介します☆
★このサイトでは、インスタントラーメンの定義

★たとえば鍋炊きタイプ(フライめん)の場合、鍋

に始まって、製造方法、品質表示、正しい保存法、

から水を沸かすと蒸発するので、やかんなどで沸

流通の仕組み、おいしく食べるコツに至るまで、

かしたお湯を鍋に指定量入れるのが正しいやり

インスタントラーメンづくし。とてもわかりやす

方。また、火かげんは湯がふきこぼれる寸前くら

く書いてあるので、これを読めば誰でもインスタ

い、めんのかきまぜすぎはダメ、最後は鍋からお

ントラーメン卙士になれそうです。子どもたちの

湯だけを先にどんぶりに入れてスープを溶かす、

夏休みの自由研究にも使えるかもしれませんよ。

などなど。インスタントラーメンと言えども、奥
が深いのですぞ♪

パパッと掃除術 ★ 「すき間」の掃除 ☆
気にはなっていても見て見ぬふりをしてしまうのが、
テレビの後ろや冷蔵庫の下など「すき間」のホコリ。狭
いすき間のホコリを簡単に除去できる、手づくりの掃除
道具を紹介します♪
「すき間」も
スッキリきれいに♪
気持ちよく
■用意するのは針金のハンガーと厚手の靴下。

にして手前に引き戻すと、すき間にたまって

まず、ハンガーは底の部分を持って柄と反対方

いたホコリが靴下に絡まって出てきます。

向にできる限り引っ張り、細長い「ひし形」に

■乾いた綿状のホコリなら、数回繰り返せば

します。

ほとんど除去できます。靴下は手でホコリを

■つぎに、ひし形にしたハンガーに靴下をかぶ

取り除いてから洗たくすれば、また履くこと

せれば、すき間用掃除道具の出来上がりです。

ができます。丌要の靴下なら、そのままポイ

すき間の奥にハンガーを差し入れ、撫でるよう

できます。簡単なので、ぜひチャレンジを♪
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『手や指先のケアも忘れずに！』
顔のケアはしっかりするのに、手は忘れがちなもの。でも、手は顔と同じで、
シミやシワなど年齢が現れてしまいます。手や指先にも気を配ってワンランク
上のスマイルビューティ―を目指しましょう♪
美しい手と指先を守るには、顔と同じように毎日ケアする必要があります。手は乾燥しやすく、紫外
線にも敏感に反応する場所です。保湿が丌十分であれば乾燥してカサカサになります。特に水を使う頻
度が多いと脂分が失われ乾燥しやすくなります。また、血行が悪かったり、丌規則な生活をするとホル
モンのバランスが崩れ、肌の調子が悪くなって手荒れの原因になります。
その他、シャンプーや洗剤が肌に合わず荒れてしまうこともあります。
簡単に手と指をケアする方法をご紹介します。
① ハンドバス：40℃くらいのお湯約２リットルに天然塩を 1/4 カップ混ぜ、
10 分ほど手を浸します。最後は必ずしっかり水分を取り、ハンドクリーム
などで保湿をします。
② ハンドマッサージ：手の甲に円を描くようにマッサージをしながら、
ハンドクリームをすり込みます。指の間や親指の付け根あたりをツボを
押す感覚でマッサージすると血行も良くなりますよ♪

九星

吉方位(開運の方角)

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

北が大吉、南が吉

青、黄、白

2、3、4、7、9、12、13、20、21、22、29、30、31

二黒土星

東南、北西が吉

黄、白、赤

2、3、8、10、11、12、19、20、21、22、25、28、29

三碧木星

東西南北以外なら吉

赤、黄、ラベンダー

1、2、10、11、19、20、28

四緑木星

北、東南、北西が吉

白、緑、赤

1、8、9、10、16、17、18、19、26、27、28

五黄土星

南が大吉、北、東南が吉 白、黄、金

7、8、9、10、13、16、17、25、26、27

六白金星

東、西、北西以外なら吉 青、黄、赤

6、7、8、15、16、25、26

七赤金星

東南が大吉、北西が吉

赤、白、桃

4、5、6、7、14、15、16、19、21、24、25

八白土星

南が大吉、北が吉

桃、緑、ラベンダ―

1、4、5、13、14、15、22、23、24、31

九紫火星

北西が大吉、北、南が吉 白、桃、金

3、4、13、14、21、22、23、30、31

[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、子育てのお悩みについ
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. 6 歳の長男ですが、肥満気味で、生活習慣病の予備軍にならないかと心配です。毎日の
生活で、どういう点を気をつければいいのでしょうか？

Ａ. 肥満の原因には運動丌足ももちろんあ

ケースが多くなっています。油っこいものや

りますが、最大の原因は食生活にあります。

甘いものをよく食べる、間食や外食が多いな

親自身が正しい知識を持って、食生活を改善

ど、その家庩の食生活がエネルギー過剰にな

していくことが大切です。

っていて、子どもにその影響が出てくると考

子どもに人気のある揚げ物やスナック菓子

えられます。親が自分の食事をコントロール

は脂質を多く含んでいます。これらを毎日た

できなければ、子どもの食事をきちんと管理

くさん食べると摂取エネルギー量が過剰にな

することはできません。

り、肥満につながります。
肥満している子どもは、親も肥満している

☆まず、お母さん自身の食生活を見直すこ
とを始めてください♪

☆ 公共料金の支払いを減らしましょう！ ☆
▽電気やガスなど毎日の暮らしに欠かせない公共料金。合計するとかなりの金額になります。
生活の質を落とさないで、できるだけ月々の支払いが少なくなるよう工夫したいものです。
▽まず、支払い方法の変更です。東京電力や関西電力などでは口座引き落としにすると毎月
50 円程度の割引になります。クレジットカードでの支払いにすると料金の 1％程度に相当す
るポイントがたまります。また NHK の受信料(衛星契約)は、1 年分を一括払いすると 2 カ月
ずつの支払いに比べて年間 1960 円安くなります。
▽つぎは契約の見直しです。電力では契約アンペアによって基本料が変わってきます。たとえ
ば東京電力の場合、60 アンペアから 30 アンペアに引き下げると毎月の基本料が 819 円安く
なります。同居する家族数が減った場合などに検討してみるといいでしょう。
▽エアコンや照明器具などを省エネ型の新製品に置き換えるのもひとつの方法です。最初に費
用がかかりますが、製品によっては省エネ効果で短い期間で費用を回収できますよ♪
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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】 スプリング・フィーバー
【製 作 年】 2009 年
【製 作 国】 中国＝フランス
【監
督】 ロウ・イエ
【主なキャスト】チン・ハオ、タン・ジュオ
チェン・スーチェン、ウー・ウェイ

■この映画のメガホンをとったロウ・イエ監督

2010 年度のキネマ旬報外国映画ベストテン

は、前作「天安門、恋人たち」を中国当局の許

の 9 位でした。

可を得ずにカンヌ国際映画祭で上映。このた

■ストーリーは、女性教師のリンが夫・ワンの

め、5 年間の映画制作・上映禁止処分を受けま

浮気を疑い、探偵に調査を依頼するところから

した。その処分を無視し、家庩用デジタルカメ

始まります。調査の結果、相手がジャンという

ラでゲリラ的に撮り上げたのが本作「スプリン

青年であることが判明。夫婦関係は破綻し、ワ

グ・フィーバー」です。

ンとジャンの関係

■現代の南京を舞台に、男女 5 人の揺れ動く想

も冷え込んでしま

いを描いたラブストーリーですが、第 62 回カ

います。ジャンは

ンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞するなど世界

また別の男に惹か

的に高い評価を受けた映画です。日本でも、

れるのですが、、
。

■真夏の紫外線対策として使われるサングラス。でも、海岸などの
リゾート地ならともかく、通勤時など普段の生活で黒っぽいサング
ラスをかけるのはちょっと気が引ける、という女性は多いですよね。
このような女性に人気を集めているのが、透明レンズのサングラス
です。透明なのに、どうしてサングラス？と思われるでしょう。
■その秘密は、レンズに紫外線(UV)対策が施してあるんです。透明であ
ったり、色が薄くても、しっかり紫外線をカットできるんですね。環境省
の調べでは、目に対する紫外線をカットできる割り合いは、帽子が 20％
にとどまるのに対し、サングラスでは 90%！この透明サングラス、有害
な紫外線から女性の目を守る有効なツールになりそうです♪
● 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
>>
【2011.8】

