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■日本では急速な高齢化に伴って認知症が深刻

な問題となっていますが、このほど緑茶を毎日飲

む習慣がある人の認知症の発症率は飲まない人

に比べて 3 分の 1 程度という調査結果が発表さ

れました。 

 

■これは、金沢大学医薬保健研究域医学系の山田

正仁教授(神経内科学)の研究グループが 60 歳以

上の男女 490 人を対象に認知症の発症

率を調べ、今年 5月に米科学誌電子版に

発表したものです。 

 

■具体的には、平成 19年から 25年に

かけて、石川県七尾市に住む男女 490 

 

人を調査。緑茶を飲む習慣がない 138 人のうち

認知症の発症や認知機能の低下が生じたのは 43

人(31％)であったのに対し、緑茶を毎日飲む習慣

がある 157 人のうち発症や認知機能の低下がみ

られたのは 18人(11％)という結果でした。 

 

■研究グループによると、コーヒーや紅茶の飲用

習慣の有無では発症率の違いは見いだせなかっ

たとしています。山田教授は「緑茶に含

まれるカテキンやミリセチンといった

ポリフェノール類に予防効果がある可

能性がある。これらの成分の効果が解明

できれば、認知症の安全な予防法の開発

が期待できる」と話しています♪ 

 

こんにちは！！ 院長の岡本です！ 

■9 月は、8 日が「秋の到来で草花に朝露がつくころ」という二十四

節気の「白露(はくろ)」。そして、23 日が秋分で、この日を境に昼よ

り夜の方が長くなってきます。日中はまだ夏の暑さが残るものの、朝

晩には秋が感じられるようになります。 

■「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉がありますが、今年は 20 日が

秋の彼岸入り。お彼岸には「ぼた餅・おはぎ」をお供えします。ぼた

餅とおはぎ、同じものですが、春は牡丹の季節なのでぼた餅、秋は萩

の花の季節なのでおはぎと言われています。 

■秋は月見。昔から日本人は月見が大好きで、 

月にいろいろ名前をつけています。十五夜の翌 

晩は「十六夜(いざよい)」。十五夜の月より月の 

出が少し遅くなることから、出るのをためらっ 

ている(いざよっている)としてつけられました♪ 
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9 月発行 今日も笑顔でいきましょう！ 
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院長のひとりごと… 
 

    

       

 

 
 

 

 

 

 

 

§ 子どもの虫歯が激減 § 

 昔に比べて子どもの虫歯が大幅に減少してい

ます。文部科学省の調査によると、最も虫歯の多

かった 1970 年代には日本全体で 9 割超の子ど

もに虫歯があったのに対し、2013年には幼稚園

児で 40％、小学生で 54％、中学生で 45％まで

減ってきています。１人当たりの虫

歯本数も、右のグラフのように、中

学１年(12歳)で1990年度の４本

超から 2013 年には 1.05 本まで

少なくなっています。 

 

減少した要因ですが、80～90 年代 

からの国や学校、そして家庭での虫 

 

歯予防の取り組みが功を奏した結果とみられて

います。 

 

虫歯予防の重要性が認識されるようになった

キッカケは、国が 78年に小学校教員向けに指導

書を作り、児童の生活改善に乗り出したこと。こ

れを契機に小児専門や虫歯の予防・指導に力を入

れる歯科が増え、「乳歯は生え代わるから虫歯で

もいい」という旧来の常識も変わってきました。 

 

学校や歯科医院の取り組みに加え、育児雑誌な

どが子どもの磨き残しを親が確認する「仕上げ磨

き」を推奨したことから、「わが子が虫歯では恥

ずかしい」と親の予防意識も高まりました。同時

に、虫歯予防効果のあるフッ素入り歯みがき粉も

数多く店頭に並び始めたのです。 

 

現在では給食後に全員で歯磨きを

したり、フッ素うがい(フッ化物洗口)

をしたりする学校が増えています。

また、虫歯予防の取り組みも早期化

し、自治体主催の母親教室で妊婦に

歯の健康の大切さを説くケースも多

くなっています♪

「習慣的に運動をしている人ほど病気になりにくい」というのは、さまざまなエビデンス

(科学的根拠)が示しています。運動で予防できる病気も、がん、心臓病、脳卒中、認知症な

ど多岐にわたります。では、どういう運動をすればいいのでしょうか。いろいろな大規模調

査の結果を見ると、運動の種目は関係なく、「1日に 30分程度」「週に 3 回以上」、何らか 

の運動を継続して行うことが大切なようです。また、運動の質という点 

では、脈拍数が少し増えるくらいの運動が基本になります。脈拍数の目 

安としては、165から年齢を引いた値。50歳の人なら 1分間の脈拍 

数が 115回となります。中高年に手軽にできる運動として人気のある 

ウォーキングでも、単に歩数だけを考えるのではなく、間に速歩も取り 

入れて脈拍数を上げることで健康増進効果が増してきます♪ 

…… 

★今ドキ★ 

★気になる歯の情報★ 
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材料 

(30cm フライパン１枚分) 

ジャガイモ 中 2個 

スライスチーズ 2枚 

バター(有塩) 20～25ｇ 

塩、コショウ 少々 

小麦粉 大さじ 1 

油 大さじ 2 

 

ジャガイモのチーズ焼き 

作り方 

 

① バターは 5 ミリ角、チーズは半分に切ってから短冊切りに

(シュレッドタイプならそのまま 40ｇ使います)。  

② 皮をむいたジャガイモを薄くスライスし、①と塩コショウ、

小麦粉を全体にふり入れ、手でざっくりと混ぜます。 

③ 30 センチのフライパンに油を熱し、②を真ん中から全体が

大体均等になるように平らに並べていきます。 

④ フタをして(フタがない場合はアルミをかぶせて)弱火～中火

で５分ほど蒸し焼きにします。 

⑤ フタを取って火を強め、こんがり焼き色が付くまで焼き、裏

側も同じように焼いて出来上がりです。 

 

※ジャガイモには象牙質の形成に必要なビタミン C が、チーズ

にはカルシウムが豊富に含まれています。 

ジャガイモとバターの相性の良さは知られていま

すが、チーズとの相性もなかなかのものです。冷

めてもカリッとしていておいしく、おかずにはも

ちろん、おやつやおつまみにも使えます♪ 

「『梨』を絶って歯を治そうとしていた江戸時代」 

江戸時代には「口中医」という抜歯をするところがありましたが、治

療費が高く、庶民は利用することができませんでした。そのため、歯が

痛くなると、神仏にすがるしかありません。最も信仰を集めたのは、

「虫歯を患った者が３年間、梨を絶って参拝すると治る」という言い伝

えのあった長野の戸隠神社でした。戸隠神社に参拝に行けない者は、梨

に自分の名前と痛む歯の場所を書き、戸隠神社の方角を向いてお祈りし

た後、梨を川へ流していたようです。なぜ、梨を食べないと歯が治ると

言われたのでしょうか。梨に含まれている酸で歯が溶けると思われてい

たためのようです。現在では、梨に含まれるソルビトールはキシリトー

ルと同じ仲間で、虫歯菌の増殖を抑える働きがあると言われています♪ 
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ればどんなところにも花を咲かせることができ

るのも魅力です。生け垣や樹木の幹にからませる

ことはもちろん、ハンギングバスケットや、ベラ

ンダの手すりから垂らすといった、上から下への

仕立ても可能です。鉢植えでのアレンジも簡単。

扱いやすいつるなので、いったんほどいてから好

みのままに仕立て直すことができます。 

 

日本では古くからクレマチスは茶花として親

しまれてきました。水あげが容易で、つぼみの状

態で切り花にしてもよく咲くからです。花屋の店

頭にはクレマチスの切り花が並ぶことは少ない

ので、自分で栽培すればクレマチスの切り花も楽

しめることになります♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆品種が豊富で楽しみ方いろいろのクレマチス☆ 

 
数ある花の中でも、バラと並んで人気の高いクレマチス。品種のバラエティが

豊富で、楽しみ方はいろいろ。好みに合ったクレマチスを育ててみませんか♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ねぇ知ってる？ 

園芸おもしろ話 

クレマチスにはさまざまな開花期の品種があ

ります。春に咲くもの、冬に咲くもの、また初夏

から秋にかけて何度も花をつける品種もありま

す。開花期の異なる品種をいくつかそろえれば、

クレマチスだけでも一年中花を楽しめることに

なります。 

 

花の形や色も品種によってさまざまです。花径

数センチのかわいいつぼ形の花もあれば、20セ

ンチにもなる大輪の剣弁花や八重咲きのものも。

咲き方も横向きや下向きなどいろいろ。花の色に

至っては数えきれないほどです。 

 

クレマチスのほとんどはつる性なので、誘引す 

今日って何の日         9月 2日は「宝くじの日」 

 
9月 2日は「く(9)じ(2)」の語呂合わせで「宝くじの日」。当選しても引き換えられず時効

となってしまう宝くじが多いことから、当選金の時効防止を PR するため、1967 年に第一

勧業銀行(現みずほ銀行)が制定しました。この日には、宝くじのハズレ券を対象に、すてきな 

賞品が当たる「宝くじの日記念お楽しみ抽せん」(宝くじ敗者復活戦) 

が実施されますので、ハズレ券を捨てるのは 9月 2日まで待ってい 

た方がおトクです。対象となるのは、前年の 9月 1日からその年の 

8月 31日(1年間)に抽せんが行われたハズレ券です。「数字選択式 

宝くじ」「イベントくじ」は対象外となります。 
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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 西が大吉 黄、金、緑 9、10、11、18、19、20、27、28、29、10/4、10/7 

二黒土星 東北、南西が吉 緑、白、黄 8、9、10、11、14、17、18、26、27、28、10/3、10/5、10/6 

三碧木星 東北、南西が吉 金、銀、緑 8、9、17、26、27、10/5、10/6 

四緑木星 西が吉 銀、橙、桃 8、15、16、17、25、26、10/3、10/4、10/5 

五黄土星 東北、南西、西が吉 金、橙、緑 14、15、16、21、23、24、25、10/2、10/3、10/4、10/5 

六白金星 南西が大吉 桃、赤、緑 14、15、22、23、24、10/1、10/2、10/3 

七赤金星 西が吉 桃、金、黄 8、13、14、21、22、23、29、30、10/1、10/2 

八白土星 東北、南西が吉 薄紫、金、黄 11、12、13、20、21、22、23、26、29、30 

九紫火星 東北、西が吉 赤、白、薄紫 10、11、12、19、20、21、28、29 

 

[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 ★        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「目覚まし時計は朝の開運アイテム」 

音の出る目覚まし時計には邪気を払うパワーがある。 

部屋を良い環境にして幸先のいい朝を迎えさせてくれる。 

音は大きい方が開運パワーは強い。 

その年の干支がついている目覚まし時計なら最高。 

干支のシールを貼っただけでも効果がある。 

「幸運を招く『獅子』は住まいの守り神」 

獅子には邪気を避け、幸運を招くパワーがある。 

住まいの守り神として最適。 

獅子は雌雄一対にして家の西北に置く。 

そして、獅子の顔は外に向けること。 
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年齢を重ねても髪にツヤやボリュームがあると若々しく見えるものです。では、髪の老化を防ぐには

どのような手入れをすればいいのでしょうか。まずは、洗髪に注意が必要です。清潔にすることは大切

ですが、毛穴の汚れを取ろうとゴシゴシ力を入れて洗うのはよくありません。頭皮は老化が進むにつれ、

皮脂の分泌が悪くなったり保湿成分が減少したりするので、洗いすぎると乾燥してしまうからです。 

女性も閉経すると女性ホルモンが減少し、男性ホルモンの働きが目立つようになって頭皮が脂っぽく

なることがあります。乾燥した頭皮も脂っぽい頭皮も、ゴシゴシ洗うと頭皮を傷つけ、皮膚炎になりか

ねません。皮脂を取りすぎない洗髪について、専門家は「ホコリや汚れの

70％以上はシャンプー前の予備洗いでほぼ落ちます。シャンプーで頭皮を

洗うときは指の腹でやさしく洗うのがコツ」としています。 

また、血行を促す頭皮マッサージも効果があります。洗髪する前に、血

管と神経が集まっている側頭部・頭頂部・後頭部の襟足あたりの３つのゾ

ーンを中心にマッサージします。数本の指の腹で頭皮を押さえたり、頭皮

を軽くつかんだりして前後に動かすのがコツです♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『 適切な手入れで髪を若々しく 』 

「髪が薄くなってきた」「髪にツヤやコシがなくなってきた」などの

髪の老化。専門家は「間違った常識や思いこみによる頭髪の手入れで、

髪の老化を加速させている可能性がある」としています♪ 

洗濯機も掃除をしないで放置していると、そのうち洗濯

槽の裏側にカビがびっしり住み着き、臭いや汚れの原因

になってしまいます♪ 

パパッと掃除術    ★「洗濯機」の掃除 ☆ 

洗濯機も 

スッキリきれいに！ 

 ■まず、洗剤投入ケースやごみ取りネット、

フィルター類など外せるものは外して洗いま

す。また、パッキンやフタの内側など洗濯中

に陰になる場所は糸ほこりや洗剤カスなどが

蓄積しているので、タオルやティッシュを手

に巻き付け、汚れを拭き取ります。 

■一番重要な洗濯槽は、裏側は非常に汚れて 

います。まず、洗濯槽にたっぷりのお湯を入

れ、過炭酸ナトリウムという粉末の酸素系漂

白剤を入れます。漂白剤を入れたら 3分ほど

洗濯機を空回しして、よく混ぜます。よく混

ざったら、その状態で 2～3時間置いておき

ます。洗濯の予定がなければ、そのまま一晩

つけて置くと効果的です♪ 
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 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。 

ママと★ 
わたしの 
相談室♪ 

 

Ｑ. 2 歳 4 カ月の娘ですが、いまだにオッパイを欲しがり、授乳中です。その上、甘いもの

が好きなので、虫歯が心配です。保育士からは早く卒乳するように言われています。 

 卒乳は母親がするものではなく、赤ちゃん

が自然にオッパイから離れていくことを言い

ます。2～3才にかけては自我が発達しさまざ

まなことに挑戦しますが、思い通りにならな

いことも多く、不安やストレスを感じます。

オッパイはそんな子どもの心を安定させる役

割をします。お母さんとオッパイを通じてつ

ながることによって安心感をもらい、また新

たな挑戦ができます。 

母乳だから虫歯になることはありません。

ただ、食事をして歯が汚れたままオッパイを

飲むと虫歯の原因になります。オッパイが悪

いのではなく、汚れた歯をそのままにしてお

くのがよくないのです。甘いものに含まれる

砂糖は歯にくっついて虫歯菌を増やします。

甘いものはなるべく避け、食べた後は歯を磨

くか、きれいに拭けば、オッパイを続けても

虫歯が増えるということはありません。 

☆ 車両、駐車拠点が増えて利用しやすくなった「カーシェア」 ☆ 

▼会員間で自動車を共同利用するカーシェアリングが普及してきました。今年 1月時点で全国

の駐車拠点は 7568カ所、車両は 1万 2373台、会員は 46万 5000 人超に達しています。

▼500カ所以上の拠点を持つカーシェア会社は、「タイムズカープラス」「オリックスカーシェ

ア」「カレコ」の 3 社。入会手続きは簡単。各社のサイトでクレジットカードや運転免許証な

どの個人情報を入力すると、後日、車両のロック解除に必要な専用 IC カードが送られてきま

す。乗車時には IC カードを車の認識部分にかざして開錠、社内にあるキーを使って出発。車

両の予約はスマホなどからできます。 

▼料金は会社やプランによって異なりますが、乗った時間に比例する部分と走った距離に比例

する部分があり、両方を合算するのが一般的。例えばオリックスの個人 A プランでは、時間料

金が 15分あたり 200 円、これに走行距離 1キロあたり 15円が加算されます。長時間利用

する人には各社とも 6時間、12時間などのお得なパック料金も用意されています♪ 
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【タイトル】 かぐや姫の物語 

【製 作 年】 2013 年 

【製 作 国】 日本 

【監  督】 高畑勲 

【主なキャスト（声の出演）】朝倉あき 

高良健吾、地井武男、宮本信子 

映画のある生活 

 

■日本人なら誰でも知っている「竹取物語(かぐ

や姫)」を題材に、78歳となる高畑勲監督が約

14 年ぶりに手がけたアニメ作品。8 年の製作

期間と50億円の総製作費をかけたという映像

は、普通のセル画アニメとは全く別の、一枚の

絵に背景とキャラクターを同時に描くという

斬新な手法で描かれています。 

 

■主人公のかぐや姫役の声は、NHK 連続テレ

ビ小説「てっぱん」などに出演した新進の朝倉

あき。また、2012 年 6 月に他界した俳優の

地井武男が、作画完成前に声の収録を済ませて

かぐや姫を育てる翁役とし声優出演。音楽は宮

崎駿監督作品で常連の久石譲が担当。 

 

■物語は原作に沿っていますが、「罪を犯した

ために、この地に 

下ろされた」とさ 

れているかぐや姫 

の犯した罪、そし 

て、罰とは何かを 

描き出します。 

● 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/ 

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 

■このうち、尾花はすすきのこと。朝貌は朝顔ではなく桔梗(ききょう)で

あるとの説が有力です。春の七草は 1 月 7 日の「人日の節句」に「七草

がゆ」として食べる習慣があるのに対し、秋の七草は山上憶良の歌にある

とおり、花野(花が咲き乱れる野)を散策して花を観賞し、短歌や俳句を詠

むことが古来より行われていたようです♪ 

■「春の七草」に対して「秋の七草」もあります。秋の七草は万葉

集で山上憶良が読んだ 2種の歌、「秋の野に 咲きたる花を 指折りか

き数ふれば 七種(ななくさ)の花」「萩の花 尾花 葛花 瞿麦(なでし

こ)の花 姫部志(をみなへし) また藤袴(ふじばかま) 朝貌(あさがお)

の花」が由来とされています。 

 

   【2014.9】 


