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■6 月。梅の実が青からしだいに黄色に変わり、カマキリやホタルが
現れます。6 日は二十四節気の「芒種（稲や麦など穂の出る穀物の種
をまく季節）」ですが、21 日の「夏至」までの間を 3 つに分けた七十
二候の初候は「螳螂生（かまきりしょうず）」。カマキリが生まれ出る
という意味です。次候は「腐草為蛍（くされたるくさほたるとなる）」。
ホタルは土の中でサナギになり、羽化して地上に現れることから、昔
の人は「朽ちた草がホタルになる」と表現しました。
■夏至は本格的な夏が始まるという意味。冬至カボチャのように、夏
至にも何かを食べる習慣があり、関西ではタコ、尾張で
は「無花果田楽（いちじくでんがく）
」を食べます。
■17 日は「父の日」
。この日くらいは「感謝の気持
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ちを表してもらいたい」と多くのお父さんは思ってい
ます。言葉だけでもいいですからネ♪

“1 日 1 本の喫煙でも心臓発作のリスクは大”

■「喫煙本数を 1 日 20 本から 1 本に減らして

と直感的に考えがち。これは肺がんのケースでは

も、心臓発作や脳卒中が起こる確率が大幅に低下

当てはまるようだが、心臓発作や脳卒中の場合は

することはなく、20 本の場合と比べて約 50％

違う。1 日 1 本の喫煙でも 1 日 1 箱分の 50％程

のリスクが残る」という研究結果が、英医学誌ブ

度のリスクが生まれる」と指摘。「喫煙本数を 1

リティッシュ・メディカル・ジャーナル（BMJ）

日数本に減らせば長期的な健康被害のリスクが

に発表されています。

ほとんどなくなる、または完全になくなると勘違
いすべきではない」と強調しています。

■これは、ロンドン大学ユニバーシ
ティー・カレッジ（UCL）のアラン・

■世界保健機関（WHO）の統計に

ハックショウ教授などの研究チー

よると、喫煙が原因で毎年約 700

ムによる研究結果。ハックショウ教

万人が死亡しており、うち約 200

授は、「1 日に吸う本数を 20 本か

万人は心臓発作や脳卒中など循環

ら 1 本に少なくすれば、リスクも

器系の疾患によるケースだとして

20 分の 1、つまり 5%に低下する

います。
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挙げられます。ただ、インプラント治療は自由
診療で費用がかかりますし、入れ歯には入れ歯

★今ドキ★

の、ブリッジにはブリッジの長所があります。
歯科医師に詳しい説明を聞いた上で、入れ歯や

★気になる歯の情報★

ブリッジなどインプラント以外の選択肢も含め
て検討することが大切です。
インプラント治療で最も重要なプロセスは、

§補綴治療の一つ「インプラント」§

事前の診査・診断です。いきなりインプラント
を入れるのではなく、時間をかけてじっくりと

インプラント治療は、補綴（ほてつ）治療と

検査をすることが求められます。また、治療後

呼ばれる歯が欠けたり、なくなったりした場合

は半年に 1 回はクリニックで歯科用 CT 撮影な

に人工物で補う治療法の一つで、人工の歯根と

どを行い、噛み合わせやインプラントに緩みが

歯によって補う治療法です。人口の歯で補う手

ないかなどをチェックする必要があります。日

段としては、インプラント治療以外にも入れ歯

常生活では、あめや魚の骨など硬いものを噛ま

やブリッジなどがあります。

ないよう気をつけます。

他の治療法と比べた場合のイ

そして口の中の健康を守るた

ンプラント治療のメリットとし

めに最も重要なのは、虫歯や歯

ては、周囲の歯への影響が少な

周病の予防。一人ひとりのリス

い（入れ歯やブリッジなどは周

クに合わせた内容と頻度で、定

りの歯を削ることが必要になる

期的にメンテナンスを受けまし

）ことに加えて、天然の歯に近

ょう。

い見た目であることや、噛み心
地も違和感が少ないという点が

院長のひとりごと…
近年、魚の脂肪やアマニ油などに含まれる「n-3 系脂肪酸（オメガ 3 脂肪酸）」が健康にい
いといわれています。国立がん研究センターが約 4 万人を 11 年間調べたところ、魚を多く食
べる人は心筋梗塞などのリスクが少ないことがわかりました。魚に多い EPA、DHA という n-3
系脂肪酸の効果とみられています。ただ、取り過ぎはカロリーが増えて肥満を助長し、健康に
悪い結果となります。1 日に取る油の総量と総カロリーの約 25％を脂質で取ることが勧められ
ています。1 日 2000 キロカロリーが必要な 30～40 代の女性なら 500 キロカロリー。これ
は油約 56ｇ、大さじ 4 杯強です。この 3 割を n-3 系脂肪酸とリノール酸
などｎ―6 系脂肪酸で取るのがよいとされています。ただエゴマ油やアマニ
油は酸化しやすく、加熱に向きません。菜種油などにアマニ油などを配合し
た油なら抗酸化作用のある成分が含まれ、加熱しても大丈夫なようです♪
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アジの梅肉大葉はさみフライ
アジは 5～7 月が旬で、今が一番おいしい時期で
す。アジは塩焼きかフライが定番ですが、今回は
アジと相性抜群の梅肉と大葉をはさみ込んだ、い
つものフライにちょっと一工夫したレシピです♪

作り方
① アジを３枚におろします。大きい場合はトゲ抜きなどで血合
い骨を抜きます。

材料(1 人分)
アジ

1尾

梅肉

少量

大葉(青じそ)

1枚

小麦粉

適量

卵

適量

パン粉

適量

サラダ油

適量

② おろしたアジの身に切れ込みを入れ、お好みで梅肉をぬり込
み、大葉をはさみます。
③ ②に小麦粉、卵、パン粉の順につけ、180℃に熱したサラダ
油で揚げます。衣がきつね色になれば出来上がり。
④ 油をきってから器に盛り付けます。
※アジには良質なたんぱく質のほか、骨や歯をつくるのに欠か
せないカルシウムも多く含まれています。

6 月 4 日～10 日は「歯と口の健康週間」
今年も 6 月 4 日～10 日は、日本歯科医師会、厚生労働省、文部科学
省が主催する恒例の「歯と口の健康週間」です。歯と口の健康に関する
正しい知識を国民に対して普及啓発するとともに、歯科疾患の予防に関
する適切な習慣の定着を図り、併せてその早期発見及び早期治療を徹底
することにより歯の寿命を延ばし、国民の健康の保持増進に寄与するこ
とを目的としています。
2018 年度は「のばそうよ 健康寿命 歯みがきで」の標語のもと、日
本歯科医師会が新聞への啓発広告掲載や歯科診療所掲示用啓発ポスター
の作成、シンポジウムの開催などを行うほか、都道府県歯科医師会、郡
市区歯科医師会も全国各地で独自に啓発イベント等を展開します♪
♪
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ねぇ知ってる？
園芸おもしろ話

☆相性の良い植物を混植して成長を促す「ポタジェ」☆
家庭菜園づくりで、
「見て楽しい、育てておいしい、農薬もいらない」とし
て「ポタジェ」が注目されています。ポタジェに挑戦してみませんか♪
フランス語で家庭菜園を意味する「ポタジェ」

緒に植えると、野菜をアオムシやアブラムシから

とは、野菜、ハーブ、エディブルフラワー(食用

守ってくれます。代表的なコンパニオンプランツ

花)、果樹などを混植した、実用と鑑賞のための

と言われるミニトマトとスイートバジルを混植

庭のことです。

すると、互いの成長を助け、味も良くしてくれま
す。また、ナスタチウムやマリーゴールドはレタ

普通の畑のように単一の作物を栽培するので

スを害虫のエカキムシから守り、抗生物質を分泌

はなく、さまざまな植物、特に相性の良い植物同

するニラやネギはポタジェ内の他の植物を守り

士を混植することにより、土中の微生物が多様化

ます。

し、その結果、作物の成長を促進したり、病害虫
に対する抵抗力が増したり、味が良くなるなどの
利点があります。

狭い畑の場合は、一般的な直線の畝(うね)では
なく、畝を凹状に作る「ボコ(凹)式ポタジェ」が
おススメです。畝幅は 70～90 センチで、凹の

例えば、ハーブのペニーロイヤルミントやロー
マンカモミールをキャベツなどの葉物野菜と一

今日って何の日

中からも外側からも手が届き、作業がしやすいと
いうメリットがあります♪

6 月 19 日は「桜桃忌」

5 月「桜桃忌」は作家太宰治を偲ぶ日です。太宰は 1948 年 6 月 13 日、愛人の山崎富栄
とともに玉川上水(東京都三鷹市付近)に入水自殺。遺体が見つかったのは、太宰の 39 歳の誕
生日でもある 6 日後の 6 月 19 日でした。
「桜桃忌」の名付け親は、同郷で太宰と親交の深か
った直木賞作家・今官一。太宰晩年の短編小説「桜桃」の名にちなんだほ
か、6 月のこの時季に北国に実る鮮紅色の宝石のような果実「桜桃」が、
鮮烈な太宰の生涯に最もふさわしいイメージとして命名されました。毎年
この日、太宰の墓があり、法要が営まれる三鷹市禅林寺には、全国から多
くのファンが集います♪
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九星

吉方位

ラッキーカラー

ラッキーDAY

(開運の方角)

(幸運を招く色)

(運が味方をしてくれる日です)

一白水星

東北、南西が大吉

濃紺、金

8、9、10、17、18、19、26、27、28、7/1、7/3

二黒土星

南西が大吉、東北が吉

銀、ラベンダー

7、8、9、10、13、16、17、25、26、27、7/2、7/4

三碧木星

北西が吉

ベージュ、淡桃

7、8、16、25、26、7/4、7/5

四緑木星

西、北西が吉

ラベンダー、白

6、7、14、15、16、21、24、25、7/2、7/3、7/4

五黄土星

東、南西が大吉

白、オレンジ

13、14、15、20、22、23、24、7/1、7/2、7/3、7/4

六白金星

東、北西が大吉

白、黄緑

13、14、21、22、23、30、7/1、7/2

七赤金星

北西が大吉

ラベンダー、灰色

7、9、12、13、20、21、22、28、29、30、7/1

八白土星

南西が大吉、東北が吉

ベージュ、白

6、7、8、15、16、17、24、25、26、27、30、7/3

九紫火星

東北、西が大吉

緑、ストライプ柄

6、7、14、15、16、23、24、25、7/2、7/3

[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 ★
「人間関係の改善には東南に花を飾る」
東南は人間関係を司る方位。
花の色はオレンジをメインにして
赤、ベージュ、白なども混ぜると効果的。
東南は香りとの相性もいい。
バラなど香りのいい花を選ぶとパワーアップする。

「自己主張する日は赤いハンカチ」
赤は表現力を高める働きのある色。
プレゼンや商談ではっきり主張することが求められるとき、
また好きな人に愛の告白をしたいとき。
赤いハンカチを持っているとうまく事が運ぶ。
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『老廃物排出のデトックスには「バナナ」がおススメ』
カリウムや食物繊維が豊富な食材を食べて、体にため込んだ老廃物を
体外に排出するデトックス。食材では野菜のほか、食物繊維が不溶性
と水溶性のバランスよく含まれているバナナがおススメです♪
もし、体にたまった老廃物や余分な水分をうまく排出できないと、体がむくんだり、だるくなったり
するなど、さまざまな影響が出てきます。対策としては、老廃物の排出を助ける食物繊維とカリウムが
豊富に含まれている食材を意識して取ることです。
食物繊維やカリウムは、野菜や果物に多く含まれています。野菜ならホウレンソウ、サラダ菜、サニ
ーレタスなどがおススメ。いずれも生のまま食べられる野菜なので、サラダなどで気軽に摂取量を増や
せます。果物ならバナナがおススメです。バナナはカリウムと食物繊維が豊富。しかも食物繊維は不溶
性と水溶性がバランスよく含まれています。
不溶性の食物繊維は腸を刺激し排便を促すので、便秘解消も期待できます。一方、水溶性の食物繊維
は腸の善玉菌を増やし、糖と脂質の吸収を抑える働きがあることから、
特定保健用食品（トクホ）の製品にもよく使われています。さらに、満
腹感を得られるため肥満予防が期待できるほか、血中コレステロールの
上昇を抑えてくれる働きもあります。また、老廃物の排出を助けるには
代謝酵素を働かせることも重要。代謝酵素を働かせるには、加熱してい
ない生の野菜や果物を食べるとよいようです♪

暮らしの知識百科
★家族が「認知症かな？」と思ったら☆
■厚労省によると、2025 年には 65 歳以上

ことがあります。全国にある「認知症疾患医

の 5 人に 1 人が認知症になると見込まれてい

療センター」では、認知症かどうかの診断や

ます。

治療、相談などを受けることができます。ま

■認知症にはいくつかの種類がありますが、

た、自治体のホームページなどでは、認知症

最も多いアルツハイマー型では薬で進行を遅

の診察を行う医療機関を紹介しています。

らせることができるため、早く治療を開始す

■なお、介護などに関する身近な相談窓口と

ることで健康な時間を長く保てます。

しては、各市町村の地域包括支援センターが

■一方で、認知症の診断は初期ほど難しく、

あります。

高度な検査機器と熟練した技術が必要となる
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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！「こういう場合はど
うしたらいいの？」というとき、
参考にしてみてください。

Ｑ. 5 カ月の長女です。離乳食をスタートしたら便秘になってしまいました。離乳食を中断
したら解消しましたが、母乳に戻したほうがいいのでしょうか？

A.離乳食に慣れる時期は、腸の機能が未熟

れ母乳やミルクを卒業し、食べ物から栄養を

であったり、一時的に母乳やミルクの飲みが

とる必要があります。離乳食はその練習期間

落ちたりすることもあり、便の水分量が不足

であり、お腹を食べ物に慣らす大事な時期で

するために便秘になる赤ちゃんがいます。ま

す。便秘をしても、恐れずに離乳食を進めま

た、離乳食も初期のうちは消化のよいものを

しょう。

与えることが多く、それが便成分を少なくし
ている可能性もあります。
ただ、離乳食を始めて便秘気味になっても、
中断することはありません。赤ちゃんはいず

便秘が気になるときは、サツマイモやホウ
レン草、バナナなど食物繊維の多い素材や、
ヨーグルトなど便通をよくする乳酸菌を多く
含む食品を積極的に食べさせましょう。

☆ 出発直前にネットで加入できる「日帰りレジャー用保険」 ☆
▼ハイキングやゴルフ、スキーなど国内でのレジャー中のトラブルに備える保険の利用者が増
えています。国内旅行傷害保険や国内旅行総合保険などと呼ばれるもので、自分がケガをした
ときの治療費用や、他人にケガをさせたり持ち物に損害を与えたりした場合の賠償費用、遭難
したときの捜索や救援にかかる費用などを補償します。
▼レジャー向けの保険で最近、注目を集めているのがスマホからネット経由で加入でき、日帰
りレジャーにも対応する商品です。日帰りだと天候をみてから出かけるかどうか決めるという
人も多くいます。これまでレジャー向け保険は代理店を通じて加入するタイプが多く、出発当
日に手続きするのは難しかったですが、ネット経由なら出発直前にすぐ加入できます。保険料
も数百円程度と手ごろな商品が多くなっています。
▼例えば、三井住友海上火災保険の「１DAY レジャー保険」。個人向けはレジャーの種類や補
償内容に応じて８種類から選べ、保険料は 500 円か 700 円です♪
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映画のある生活

【タイトル】 ミュージアム
【製 作 年】 2016 年
【製 作 国】 日本
【監
督】 大友啓史
【出
演】 小栗旬、尾野真千子
野村周平、丸山智己、淵上泰史、平原テツ

■「ヤングマガジン」に連載され、過激な描写

上がります。通称・カエル男と呼ばれるように

と緊迫のストーリー展開で人気を博している

なった犯人を追い詰めていく沢村でしたが、カ

巴亮介の人気サイコスリラー漫画を、『るろう

エル男の仕組んだ残酷な罠にはまり、絶望的な

に剣心』の大友啓史監督が実写映画化。主人

状況に追い込まれてしまいます。

公・沢村役の小栗旬、沢村の妻を演じる尾野真

■先読みを許さない展開に裁判員制度やえん

千子はじめ、野村周平、大森南朋ら豪華キャス

罪などの題材を織

トが共演しています。

り交ぜ、人間の罪

■雨の日だけに起こる猟奇殺人事件を追う刑

をえぐる奥深いド

事の沢村。犯行現場に残された謎のメモや、見

ラマ性も秘めたエ

つけられることを前提としたかのような死体

ンターテインメン

から、カエルのマスクを被った犯人像が浮かび

トとなっています。

■今年も梅雨の季節がやってきました。傘や防水小物が手放せませ
んが、最近はレイングッズが進化を遂げています。片手で開いて閉
じることができる傘、暴風雨でも折れない折りたたみ傘、
「絶対にぬ
れない」靴下など、進化したレイングッズを持ち歩けば、何かとう
っとうしい雨降りも少しは楽しい気分になれるかもしれませんよ。
■東急ハンズの傘の骨にカーボンを用いた「超軽量折傘」はスマホより軽
い 99ｇ。東京丸徳の自動開閉する電動フルオート傘は片手だけで操作が
可能。荷物が多い時や、脳梗塞などの後遺症で障害がある人にも使いやす
い。メトロポリスの「デックスシェル」は一見普通の靴下ですが、3 層構
造の中の防水フィルムが水をはじいてぬれません♪
● 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
【2018.6】
】

