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■昨年 2 月 14 日、15 日は各地で平均気温が上昇し

たために、スギが「もう春になったらしい」と勘違いし、

2 月半ばから大量の花粉が舞い始め、重症患者が

増えたといいます。 

■スギ花粉は、2 月～4 月、ヒノキ花粉は３月から５

月に飛散します。中でもスギ花粉の被害は甚大で、

すでに日本の国民病と呼ばれています。 

■今年のスギ花粉の飛散量は、北海道を除く全国で

昨年より少なく、近畿や中四国では飛散量が過去５

年で 少になりそうだと言われています。飛び始め

る時期は、昨年と同じかやや遅く、2 月上～中旬にな

るとみられているようです。昨年の夏の日照時間が

少なかったことなどから雌花の成長が抑えられたと

いうことらしいです。 

■また、ヒノキ花粉の飛散量も、スギと傾向が似るた

め、少なくなりそうだそうです。 

■花粉の予防としては、マスクをして花粉を吸い込ま

ないことと、きちんと薬を飲むことです。仰向けでなく、

横向きやうつ伏せで眠ると、鼻づまりが軽くなって眠

りやすくなることがあります。 

■花粉症用のマスクはウイルスを通過させてしまい

ますが、風邪予防のマスクはウイルスと同時に花粉

もシャットアウトすることができるので、インフルエン

ザが猛威を振るった今シーズン、使い捨ての風邪予

防のマスクの余りを活用して、花粉と同時に黄砂の

予防もできそうですよ。 

■花粉症で頭がボ～っとして、仕

事や家事、勉強に集中できない！

なんてことにならないように早めに

対策をたてましょう。 

 

こんにちは！！ 今月から、ニュースレターを発行することになりました！ 

■お正月気分は、もうぬけたでしょうか？ 

2 月は、節分、「季節を分ける」で、お正月も過ぎ 暦の上では、春にむかって

いくのですが、まだまだ、外は、寒いですね。 

■節分には、柊の枝に鰯の頭を刺したものを戸口に立てておいたり、鬼に豆を

ぶつけることにより、邪気を追い払い、一年の無病息災を願うという意味をこめ

て豆まきをします。 

■近頃は、柊の枝に鰯も見かけませんし、あとかたづけが大変だと豆まきをし

ない家庭も少なくないのではないでしょうか。 

■また、立春から節分までの 1 年間、さまざまなことに大吉とされる方角「恵方

(えほう)」ですが、庚の 2010 年は「西と西南西の間」だそうです。 

■節分の恵方巻 みなさんのご家庭では、丸かじりはされているのでしょうか。 
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2 月発行 今日も笑顔でいきましょう！ 
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§ タバコを吸うと歯がなくなる!? § 

 

■タバコは万病の素と言われるように、さまざまな形

で健康を害し、喫煙者の 40%は 69 歳までに亡くなる

という統計結果も出ています。 
 
■当然ながら歯や口腔にも悪い影響をもたらします。

米国の調査例では、喫煙者が歯周病になるリスクは

非喫煙者の２倍、さらに重度の歯周病になるリスク

は３倍という結果が出ています。 
 
■つまり、タバコは歯周病の原因のひとつであるの

はもちろん、歯周病の進行を促進し、重症化させる

大きな要因にもなっているのです。 
 

 
 
■タバコが歯周病に悪影響を与えるメカニズムです 
が、①タバコのタール成分が付着することで歯周病 
の原因となる歯垢・歯石が付きやすくなる、②タバコ

のニコチンが歯肉に血流障害を起こさせる、③喫煙

によってビタミン C が消費され、歯肉の老化が進む、

などが明らかになっています。 
 
■ 後にあげた歯肉の老化ですが、喫煙者は非喫 
煙者に比べて 10～20 年も老化が進んでいると言わ

れます。つまり、そんなに年を取らないうちに、自分

の歯がなくなってしまう可能性があるということです。 
恐ろしいですよね。 
 
■「私は吸わないから大丈夫」と思っている方も、家

庭や職場での受動喫煙(他人のタバコの煙を吸って

しまうもの)には注意が必要です。非喫煙者の歯周

病患者の３割は、家庭で

の受動喫煙者で占めら

れているというデータもあ

ります。喫煙者がいる家

庭では、家族で話し合っ

て家庭内禁煙を実現した

いものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

院長のひとりごと… 
 

ある新聞の投書欄に「『大丈夫』は魔法の言葉」という主婦の方の投書が載っていました。 
その女性は、高熱のお孫さんを病院に連れて行くとき、テレビで見たドクターヘリの医師が

患者に「大丈夫ですよ」と声をかけていたのを思い出し、自分も苦しがるお孫さんに「大丈夫、

心配ないよ」と声をかけたそうです。すると、不安そうにしていたお孫さんも、見守る家族も、こ

の言葉で落ち着き、不安を感じずに済んだそうです。 
大丈夫。この言葉には「平気だよ」「安心していいよ」という励まし、さらには「なんてことない

さ」「なんとかなるさ」というプラス思考 
の意味も込められていると思います。 
確かに魔法の言葉なんですね。 

…… 

皆さまも、落ち込んだときなどに自分を元気づける自分

だけの「魔法の言葉」をお持ちではないかと思います。

「大丈夫」も、そのひとつに加えてみたらどうでしょう。 

★今ドキ★ 

★気になる歯の情報★ 
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材料（2人分） 
じゃがいも 小 3 個位 

ウインナー ２～３本 

オリーブオイル 少量 

ピザ用チーズ 好きなだけ 

マヨネーズ 好きなだけ 

塩 少々  

ブラックペッパー 少々 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆ポテトのチーズ焼き☆ 

作り方 

 

① じゃがいもを半分に切り、ラップをしてレンジでチン！ 

３～５分竹串が通ればＯＫ！ 

② じゃがいもの皮をむき適当な大きさに切る。 

ウインナーは斜めに切り込みを入れ半分に切る。 

③ オリーブオイルでウインナーを炒めてから火からおろす。 

④ じゃがいもを並べ塩ブラックペパー、マヨネーズをかけ、ピザ用チ

ーズをのせる。 

⑤ オーブントースターで焦げ目がつくまで焼く。 

 

★仕上げにケチャップをかけてもおいしいですよ♪ 

＜クックパット引用＞ 

 

★チーズに含まれるカルシウムとリンは、歯のエナメル成分中のミネ

ラルとなるため、エナメルを強化してくれます。 

ミニサイズのスキレット（鋳物のフライパン）で作れば、

調理したまま食卓に出せるのでとっても便利！ 

スキレットにのせて出すと居酒屋風でいい感じです

よ。 

近未来の我々人類の顔・・・ 

「額は、初年運を表し、目から鼻は中年運を表し、口元は晩年を表す。」 
中国にこんな言葉があるそうです。おでこの広い子どもは将来賢くなる。これ

が初年運。中年運とは、仕事ができる時期に目が生き生きと輝く。歯が丈夫で

なんでも噛めば、老いてますます意気盛ん、が晩年運とか。 
硬い物を噛んでいた古代人にとって「歯が命」であったに違いありません。 
では、近未来の我々人類の顔を想像してみると、脳が発達し、硬い物を噛ま

なくなってきたせいであごは極端に小さく、しかも運動不足で手足の骨も細く

長く。この姿、空想で描かれた火星人に似ていませんか。 という記事を目に

してぞっとしました。空想の火星人は、私たち子孫だったのか・・・ 
火星人顔をつくらないためにもみなさん硬いものを噛みませんか。 
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ガーデニングが楽しめるだけでなく、なんと地球 

環境にも貢献できる花がありました。小さいなが 

らも色とりどりの花で楽しませてくれる「サンパチ 

ェンス」です。春に植えつけておくと、秋まで花を 

つけ続けるので、今年の春はサンパチェンスに 

挑戦してみませんか☆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

ねぇ知ってる？ 

園芸おもしろ話 

☆サンパチェンスの上手な育て方☆ 

 

①１日中日陰になるところでは花が咲きにくくなりま

すので、日なた、または半日陰で育てましょう。 

②水が大好きなので、鉢植えの場合は土の表面が

乾いたら水やりをします。葉にもときどき水をかけて

やるようにします。 

③生育が旺盛なので、春から秋までは定期的に追

肥(置き肥と液肥)をしてください。 

④咲き終わった花の花がらをこまめに 

摘み取ると、つぎつぎに花が咲いてい 

きます。 

⑤枝が伸びすぎて全体のバランスが 

悪くなったら、枝先から 1/3～1/2 程度 

を目安に切り戻してください。切っても 

花は再び咲くので大丈夫です。 

 

☆サンパチェンスの楽しみ方☆ 

 

①鮮やかな色の花なので、それだけでも十分に楽し

むことができますが、鉢や鉢カバーをカラフルなもの

に変えるだけで新しい表情を演出できます。 

②サンパチェンスだけでなく、可憐な花をつけるアス

クレピアスやアガスタシェなどとの寄せ植えも、とて

も新鮮な感じがします。 

         

        [環境にどうして優しいの?] 

           ①効率的に大気中の汚染物質を吸収

し、      し、空気を浄化。 

        ②光合成による二酸化炭素の吸収量

が       が他の植物の 2～３倍と多い。 

        ③表面温度が他の園芸植物より低く、 

        「打ち水効果」が大きい。 

今日って何の日     ・・・2 月 8 日は針供養の日 

針供養は、折れた縫い針を供養し、近くの神社（主に淡島神社または淡島神

を祀る堂がある寺院）に収める行事です。地方によっては 12 月 8 日に行います。 

昔の針仕事は、女性にとっての重要な仕事！だから折れた針を供養したり、普

段固いものばかり刺してるからといってやわらかいコンニャクや豆腐に刺して

休ませてあげたのです。そして、裁縫の上達を祈り感謝を込めて供養されてい

たようです。  今は、ぞうきんも売っている時代。この前、縫物をしたのは、

いつだったかなぁ・・・というかたもいらっしゃるのでは？ 
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☆猫を飼っている人、これから猫を飼おうとしている

人、飼うことはできないけど猫が大好きな人、とにか

く猫好きにはたまらないサイトを見つけました。 

普通の猫サイトは可愛い写真を載せているだけの

ものが多いですが、このサイトは、猫の特徴から飼

い方、食事、健康管理にいたるまで、猫と楽しく幸せ

に暮らすための知識・知恵がギッシリ詰まっているん

です☆ 

 

★まず、インデックスの大項目が「猫の特徴と体」「猫

の飼い方」「猫の食事管理」「猫の妊娠と出産」「猫の健

康と病気」「猫に関する用語」に分かれています。コレだ

け見ていても、なんだかワクワクしてきませんか？ 

★たとえば、「猫の健康と病気」のカテゴリーは、さらに

猫の手入れ、ダイエット、健康チェック、異常時のチェッ 

クポイント、体の異常による病気、主な病気の中項目に

分かれ、まるで『猫百科大事典』みたいに小さな事柄ま

で詳細に書いてあります。 
 
★使いやすさも抜群に良く、トップページにインデック

スがきちんと整理されているので、自分が見たい、知

り た い 項 目

にワンクリッ

ク で 飛 ん で

いけるように

な っ て い ま

す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pet.kh23.com/cat/ 

おもしろサイト見ぃ～つけた 

＜猫の動物学～飼い方や健康管理＞ 

パパッと掃除術 ★自分を映す鏡をキレイに☆ 
～☆いつも、自分を映してくれる鏡を今日はキレイにしましょう☆～ 

 ■くもってしまったり汚れてしまった鏡は、じゃがいもの

皮の切り口のほうで鏡をこすり、その後、から拭きをすれ

ばピカピカになりますよ。 

■洗面所やお風呂場にある鏡は、水滴あとや石鹸、歯

磨き粉がこびり付いていたりして汚れが付きやすいです

ね。軽い汚れは、化粧水をガーゼもしくはコットンにしみ

込ませてそれで鏡を拭き、布でから拭きして仕上げま

す。汚れ落ちと同時にくもり止めの効果も期待できま

すよ♪ 
■お風呂場の鏡の白いうろこのような模様の汚れは

シャンプーや石鹸と水垢が交じり合ったものや、水道

水のカルシウム分が主な成分のようです。それが石

灰化してしまっているときは、もう薬剤や研磨剤をつか

いましょう。そのほうがキレイになります。 

お化粧する時に見る鏡。毎日歯磨きをするときや髪の毛

をセットするときに見る鏡。ひげをそるときに見る鏡。

お風呂の鏡では「少し太ったかなぁ・・」なんて 

今回は鏡をきれいにする方法です。 

 

みんなお世話にな

っていませんか？
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■口輪筋は、口元を引き締め、口元の表情をつくる大切な働きをもっているので、

これが衰えると、口元のシワやたるみが目立ってきます。逆に言えば、口輪筋をき

たえることで、シワやたるみの予防・解消ができ、同時に顔のラインが引き締まるこ

とで、小顔にもつながるわけです。 

■それでは、どうすれば口輪筋をきたえることができるのでしょうか。オーソドックス

な方法としては、①しゃべるときに、オーバーアクション気味に唇をはっきり、しっか

り動かす②唇をタコのようにつぼめて前に突き出し、ゆっくり元に戻す動作を繰り返

す、というやり方があります。 

■この②の動作って、何かに似ていると思いませんか？そうです、口笛を吹くのと同じですよね。口笛なら、お

料理や掃除、洗濯など家事をしながら、毎日でもできますよね。口笛を吹くと、気持ちも明るくなるので、一石二

鳥です。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  『口笛で小顔になろう』 

12 月号でご紹介した表情筋のひとつに「口輪筋」があります。唇を取り囲む筋肉で、これをき

たえると、口角が上がり、小顔になると言われています。この口輪筋をきたえる簡単な方法が

口笛なんですね。口笛を吹いて、気持ちも、表情もチャーミングになりましょう。 

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.娘が生後 6 か月となり、歩き始めるのが待ち遠しくなってきました。お店にはさまざまなベビーシ

ューズが並んでいますが、 初に履かせる靴はどういうものがいいのでしょうか。 

 Ａ.幼児の足の骨組は大人とはだいぶ異なってい

ます。このため、歩き方も大人とは全く違い、爪

先立ちに近い姿勢で両足を開き、ヨチヨチと歩き

ます。また、足の皮膚も薄く柔らかです。幼児の

靴は、こうした歩き方と足に合ったものを選ぶ必

要があります。 

 いくつか注意する点をあげると、つぎのようなも

のになります。 

①つま先の形は扇状に広がっていることが大切

で、ここの幅が狭いものは×②つま先が余ってい

ると、つまずいて転びやすいので、足に合ったサ

イズを選ぶ③ヒールカーブは不要④吸放湿性に

すぐれ、足になじみやすいソフトな革靴⑤すばや

く履かせたり、脱がせたりできるマジック・テープ

などの付いたもの。 

☆きゅうくつな靴は成長を妨げるので、靴が小さ

くなったら、どんどん買い替えていくことが大切で

す。もちろん、ダブダブもダメですよ♪ 
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【タイトル】 ザ・マジックアワー0 の約束 

【製 作 年】 2008 年 

【製 作 国】 日本 

【主なキャスト】  

佐藤浩市/妻夫木聡/深津絵里/西田敏行/綾瀬はるか 

映画のある生活 

■2008 年 6 月に公開された日本映画ですが、と

にかく面白く、痛快で、笑える、無国籍風アクション

コメディです♪ 
■監督が、あの大ヒットしたテレビドラマ「古畑任

三郎」の脚本を手がけた三谷幸喜さん（11 月号で

も少し話題にでましたね） 初から面白くないわけ

がないんです。 
■主演は、男の色気を感じさせる佐藤浩市。映画

への情熱を捨てきれず、売れない役者稼業を続

ける村田大樹役を、持ち前のエネルギッシュな個

性で好演しています。脇役も、NHK 大河ドラマ主

演で気を吐いた妻夫木聡をはじめ、深津絵里、

綾瀬はるかと揃っていて、見どころは十分。 

■ストーリーは、佐藤浩市演じる村田がひょんなこ

とから伝説の殺し屋としてマフィアのもとに送られ

る。でも、村田は映画のロケだと思っている。マフ

ィアは 後まで村田を本物の殺し屋だと思って対

応する。このすれ違いの面白さを、巧みな演出と

見事な演技で魅せてくれるのです。 
■タイトルの「ザ・マジックアワー」とは、「太陽は

沈んだものの、まだ辺りが残光に照らされている

日没後のほんのわずかな、しかし も美しい時間

帯」を指す写真・映画用語。この映画では「誰にで

もある『人生で も輝く瞬間』」を意味しています。 

● 発行：城北やの歯科クリニック 
● 担当：矢野 正敏 
● 住所：〒791-8013 

松山市山越１－３－９ 
● http://www.jydental.com/ 
● TEL：089-917-7878 
● FAX：089-917-7575 

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。 

089-917-7878 

■冬は、洋服で隠せばごまかせる。やせるのは、コートを脱ぐころから・・・ 
なんて思っていると、温暖化の今、あっという間に薄着になってしまいますよ。 
■でも、ごちそうを我慢するのはストレスになります。1 日 3 食、規則正しい食

習慣を身につけ、夜遅い時間の食事や間食などは控えましょう。 

■また、日常生活の中で動く工夫を！家事も立派な運動になりますよ☆ 

■ 近、お腹周りが・・・クリスマス・忘年会・お正月・新年会と去年からの 
イベント続きでこんな方もいらっしゃるのではないでしょうか。 
■外は、寒いからと室内で過ごすことが多くなり、テレビの前でついゴロ

ゴロ、お腹がすいているわけでもないのにいつも口が動いていませんか。 
運動不足で使いきれず余ったカロリーが脂肪となり体内に蓄えられます。 
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