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p.4 患者さんの声
p.5 食べることから健康になろう
p.6 スタッフコラム

しんデンタルクリニック院長の

そして、とても私事なのですが、先月お誕生日が

舟橋伸也です。

あり、ついに『不惑』を迎えてしまいました…

いつもありがとうございます！
スタッフのみんな、
９月に入りますが、まだまだ厳しい残暑が続きま

勤務医の先生から

すね…というのが正しいご挨拶だと思うのですが、

プレゼントをいただいて、

僕にはとても淋しい時季になってきました。
とっても嬉しい誕生日でしたが、
少しずつ日差しの強さが弱まっていくことを肌で

みんな「いくつになったんですか？」

感じ、夏の終わりが近づいていることを実感し、

って聞くんですよね。。
。

また来年まで夏が来ないことが残念なのです…
こう何度も年齢を聞かれると、
今年の夏も良い思い出がたくさんできました！

いやでも自分の年のことを

娘と長島に遊びに行ったり、娘と日光川に遊びに

自覚するようになりますね。

行ったり、娘とモリコロパークに行ったり…
もうそんなに若いわけではないので、あんまり無
とまぁ、クリニックがお休みのたびに娘とプール

茶をしないようにしたいと思います（笑）

三昧。心行くまで夏と夏休みを満喫しました♪
暑い暑いと言っていても朝晩は気温も下がる時期
あまりにも日焼けをしているので「どこに行った

になってきます。季節の変わり目、皆さんも無茶

の？」と聞かれますが、まぁプール焼けです（笑）

をしないように気をつけてくださいね～♪

夏休み 特別イベント
７月２７日（日）に、第３回

⻭ぴねす Kids チャレンジ⻭科室

８月２４日（日）に、第１回

親⼦⻭みがき教室

を開催しました︕
当日の思い出を P.2~P.3 に掲載しています。
次回は、初めての大人向けイベントを企画しています︕
詳細が決まり次第お知らせします。
楽しみにしていてください♪

第１回
（８月２４日

親⼦⻭みがき教室

当院のブログ

を開催しました︕

より）

親子歯みがき教室

日曜日の午後
親子歯みがき教室の

しんデンタルクリニックのブログ

イベントを開催しました

http://blog.sindental.net/

疑問・質問にお答えしたり
歯みがきや仕上げみがきの

私たちの取り組みや新しい出来事など、

ポイント・コツを

しんデンタルクリニックの最新情報を
お届けしています！

参加していただいたご家族と
ペアを組んで

診療時間中とはひと味違う（？）

レッスンしました

私たちの情報も・・・

まずは

ぜひ、ご覧になってみてください！

先生のごあいさつと
＜ブログのアクセス方法＞
次に
スライドを使って

当院のホームページより

むし歯と歯みがきのお話を

アクセスしてください！

させていただきました

（８月２５日

当院のブログ

より）

歯みがき教室２

次はさっそく実践です

磨き残しの汚れを

（ＰＣサイト）

（スマホサイト）

トップページの左

ページ最下部

メニュー覧より

スタッフブログより

染め出して目で見て
わかるようにして

ＱＲコード→
からのアクセスも可能です。

歯ブラシの当て方や
動かしかたを
練習しました

続きはぜひ当院の Blog をご覧ください♪

⻭ぴねすＫｉｄｓ
７月２７日（日）に、『第３回

チャレンジ⻭科室

の思い出

歯ぴねすＫｉｄｓ チャレンジ歯科室』を開催しました。

参加してくださったお子さんたちにも喜んでもらうことができて、とても嬉しく思います。
そして、私たちもとても楽しい時間を過ごさせていただきました！

診療⽤のチェアーや器具に触れてみよう︕

型どり体験︕

詰め物を作ってみよう︕

表彰式︕

⻭科衛⽣⼠さん体験︕

しんデンタルクリニック認定

チャレンジ⻭医者さん︕

次回は、冬休みの開催を予定しています♪

より良い歯科医院を目指して

患者さんの声をお寄せいただきました︕
ブログやＬＩＮＥ＠でもお知らせしておりますが、
ご来院いただいた患者さんに、より良い歯科医院
づくりのためのアンケートをお願いしています。

たくさんの患者さんにご協力いただき、本当にあ
りがとうございます。

お寄せいただいたアンケートの一部を紹介させて
いただきます。

また、入口の掲示板を利用して、お寄せいただき
ました患者さんの声を掲示していますので、ご覧
になってみてください。

秋に大人向けのイベントを開催する予定なの
で、よろしければ参加してみて

引き続き、ご協力よろしくお願い致します。

ください！また日時など決まり
ましたら、お伝えしますね～♪

貴重なご意見ありがとうございます。
今後、このような事が無いよう、治療方針を
一貫していきたいと思います。
またお気づきの点などござい
ましたら、お声がけ下さいね。

医食同源！食べることから健康になろう！

“秋の味覚”を楽しもう♪
暑かった夏から、少しずつ過ごしやすい秋へと近

胃腸の働きに関係する秋の食材と言えば、さつま

づいてきますね。

いも。コレステロールに強い食物繊維を含んでい
て、消化器系の働きを高めます。

この季節には、サンマ、ナス、栗、芋など、美味
しい旬の味覚がたくさん♪

胃腸を丈夫にしてくれますので、
「最近、食欲がな
い…」という人に効果的です。

そして、栄養もたっぷりです！
秋の食材の中には、健康に効果のあるものも多く、
● 秋の味覚の魅力とは？

中には病気にも効果的な食べ物もあります。

秋の食材の中には、消化器系の働きを活発にし、

旬の食材の栄養や特色を知り、
「食欲の秋」を健康

お腹の調子を整えるものがたくさんあります。

的に楽しみましょう！

まずは、サンマ。
「秋刀魚」と書くことからもわか

≪秋の味覚を満喫するオススメレシピ≫

るとおり、秋を代表する魚ですよね。安くて美味
しいとサンマは、まさに秋の代名詞のひとつ。

トマト缶 de 簡単♪
なすグラタン

血液をサラサラにするＥＰＡや脳の働きを活発に
するＤＨＡは有名ですが、実はサンマのたんぱく

＜材料（２人分）＞

質は牛肉やチーズよりも良質と言われています。
・ なす

2～3 本

また、刺身で食べるよりも焼いたり、みりん干し

・ 玉ねぎ

1/2 個

にしたほうがタンパク質の量が多くなります。

・ オリーブ油 適量

・トマト缶 1 缶

・ 塩コショウ 適量

・顆粒コンソメ

そのことからも、サンマの塩焼きが秋の定番メニ

・ ニンニク 適量

・砂糖 ひとつまみ強

ューに数えられる理由も分かりますね。

・ とろけるチーズ

サンマには、胃腸を温めて消化を助ける効能もあ

＜作り方＞

【

適量

調味料 】

適量

・ケチャップ 小さじ 1

るので、夏の疲れで胃がもたれるという人にピッ
タリです。

1. 玉葱は薄切り、ナスは大きめの一口大に切り、
オリーブ油で炒める。途中で塩コショウ、ガー

次に、ナス。約９４％が水分というナスですが、
食物繊維がたっぷり含まれ、中国では古くから腹
痛や下痢の治療に用いられてきたのだとか。

リックパウダーをふる。
2. 玉葱となすがしんなりしたら、【調味料】を加
えて混ぜ、トマトの水分を少しとばす。
（味を
みて調味料は加減してください）

皮が柔らかく実が引き締まった秋ナスで、胃腸の

3. 耐熱皿に入れチーズをのせ 1000W オープント

調子を整えるというのも良いですね。ただ、米ナ

ースターで 5 分くらい焼く。軽く焦げ目がつけ

スは、食物繊維が少ないので注意が必要です。

ば完成！

スタッフコラム

『

武川

加歩

夏休みの思い出♪

』

夏休みの思い出…

小学生の頃は

小学生のころは家族で海水浴に

7 月中に宿題を終らせて、

行ってましたね

8 月はずっと遊んでました

友達と花火をしたり

中学・高校は

スイカ割りをしたり(^^)

敦賀

吉美

部活しかしてなかったし

あとは毎日のようにプールで

お父さんの仕事が忙しかったので、

遊んでました(^^)

家族旅行も行った記憶が

ただ中学のときは部活、

ありません笑

高校のときはバイトばかり…

お父さんのかわりに、

専門のときは

叔父さんがいとこと一緒に

ひたすらだらだらしてました笑

プールや海に連れて行ってくれた

今思うともっと遊んでおけば

のは覚えてますね

良かったなあ…と

今でも叔父さんが

後悔してます(´・ω・`)笑

『俺がお父さんみたいな

もんやぞ 』と言います笑
感謝してますよ

浅田

純⾥

夏休みの思い出は

わたしの夏休みの思い出は…

家族旅行ですね

かなり前のことすぎて

よく国内色々なところへ

あまり覚えてないんですけど…σ^_^;

旅行に行きました(^^)

高校生のときは、部活がない日でも

山や海、プールに遊園地や

杉浦

瑞恵

みんなで部室に集まって

サファリパークや温泉など…

お菓子とか食べながら喋ってたり、

毎年夏休みが近づくと

カラオケ行ったりして

綺麗なホテルがいい！や

毎日遊んでいました。

大きなプールが付いてる所が

最近の院長に負けないくらい、

いい！など

真っ黒に日焼けしてました*\(^o^)/*

贅沢なことばかり

就職してからは、

言ってました(笑)

歯科衛生士の杉浦瑞恵
です。
お盆休みが夏休みです

それをいつも叶えてくれた

体調を崩してしまい、しばらく休職致します。
今年は息子を連れて、

両親に感謝ですね

ご心配をおかけし、本当にすみません。
川遊びをしたり、
元気な赤ちゃんを産めるように、
セントレアに飛行機を見に行って、
しっかり体調を整えたいと思います。
お休みを満喫しました

名古屋市西区幅下１丁目１３－１８
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