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スタッフコラム

奥さんはちょっと大変だとも思うんですよね…

舟橋伸也です。
いつもありがとうございます！

学校に行っているときには心配する必要がない昼
ご飯のこととか、エネルギーいっぱいのプリンセ

７月に入り、梅雨さえ終わってくれれば本格的に

スに１日中付き合うこととか…

夏到来です！ご存じの方も多いと思いますが、私
舟橋は夏男！最高のシーズンがやってきました♪

だからこそ、休みの日ぐらいはプリンセスを僕に
預けてもらって、奥さんにもゆっくりして欲しい

夏といえば、やっぱり夏休み♪

なぁという想いもあります。

我が家では、子どもだけの楽しみではなく、僕の
とまぁ、たまには奥さん想いのカッコイイ言葉を

楽しみでもあります（笑）

言ってみたかったので（笑）
我が家の夏休みといえば、プール三昧♪
月曜日・木曜日の休みの都度、プリンセス（娘）

皆さんのご家庭では、どんな夏休みを過ごされる

とプールに通うのが定番の過ごし方です！

予定ですか？

夏の日差しを目一杯吸収して、皆さんから「どこ

お互いに目一杯楽しんで、思い出に残る夏休みに

の南国に行ってきたの？」と聞かれることも、当

したいものですね！

院における夏の風物詩のひとつでしょう（笑）
そうそう、自由研究や絵日記の題材には、ぜひ『チ
一方で、毎日プリンセスがいることになるので、

ャレンジ歯科室』へご参加くださいね♪

インターネット予約を導⼊しました︕
７月１日より

インターネットでの
予約の受付
予約の確認・変更
をスタートします︕
予約確認メールサービスと共にご活用ください☆
〜詳細はＰ．５の案内をご覧ください︕〜

親子で体験『親子チャレンジ⻭科室』を開催しました︕
☆

毎回大好評の『チャレンジ歯科室』

チャレンジ歯医者さん認定式

☆

今回は初めての「親子企画」を実施しました！

いつもお子さん向けに実施してきたのですが、
そばで見ている親御さんも興味津々な様子で（笑）

『せっかくだから親御さんにも一緒に
体験してもらえる機会をつくろう！』
と親子チャレンジ歯科室を企画しました♪

☆

むし歯治療（詰め物づくり）体験

☆
☆

☆

型取り・石膏体験

みんなで記念撮影

☆

☆

７月には夏休み恒例の
チャレンジ歯科室も
開催しま～す♪

第５回 歯ぴねす Kids
チャレンジ歯科室
☆

お父さん・お母さんを検診

☆

日時：7 月 26 日（日）14：30～16：00 ごろ
場所：しんデンタルクリニック
対象：幼稚園～小学生ぐらいのお子さん
先着８名様まで

参加費無料！

（保護者の方もご同伴ください）
内容：・歯医者さんの道具を触ってみよう！
・型取りを体験してみよう！
・むし歯治療を体験してみよう！
・お友だちのお口の中を診察してみよう！

⻭をみがこう♪

『ながらみがきのススメ』

〜LINE@バックナンバーの紹介〜
歯を“きちんと”みがこうと思ったら、

こんな風に、別の用事をしながら歯をみがいて

どのぐらいの時間がかかるでしょうか？

みると、意外と時間を長く感じることなく、
１本１本丁寧にみがくことができてしまいます。

１本１本丁寧に、みがき残しのないように
みがいていくと・・・

本当の理想を言えば、１日３回毎食後に
１０分間の歯みがきをすることができれば、

きっと、１０分以上の時間が必要だと思います。

それに越したことはありません。

あなたは、毎日の歯みがきに

でも、出勤や学校の準備で忙しい朝の時間に、

１０分以上の時間を

歯みがきのためだけに１０分早起きするなんて、

かけていますか？？？

ちょっと難しいという方も多いかもしれません。

何かと忙しい日々の生活の中で、歯をみがく

そんな方は、
「寝る前にきちんと歯をみがく」こと

ためだけにそれほどの時間をかけられている人は

だけは必ず実践してください。

少ないのが現状だと思います。
１本１本丁寧に１０分以上の時間をかけて
しっかりみがくのは夜寝る前に、

そんな方に、オススメの方法が
『ながらみがき』です。

朝と昼の食後には２～３分間でザックリと
何かをしながら歯をみがくという方法です。

歯をみがくなど、

テレビを見ながら

あなたの生活リズムに合わせて、１日１回は

お風呂に入りながら

時間をかけてきちんと歯をみがきましょう。

しんデンタルクリニック ＬＩＮＥ＠
お友だち募集中︕
しんデンタルクリニックの LINE@では・・・

＜お友だち登録方法＞
ＬＩＮＥ用ＱＲコード

歯とお口の健康を守るマメ知識

ＬＩＮＥアプリを起動してください。

食事を美味しく楽しむレシピ
美容と健康に役立つマメ知識

☆

ＱＲコード で友だち追加

当院の最新情報

メニューの「友だち追加」で「ＱＲコード」を選択。
左のＱＲコードを読み取る。

など、あなたの生活のお役に立てるような
情報をお届けしています！

☆

ＩＤ検索 で友だち追加

メニューの「友だち追加」で「ＩＤ検索」を選択して、

ぜひ、お友だち登録をお願いします！

「@sindental」と入力して検索する。

ブログで配信中♪

衛⽣⼠のワンポイントコラム︕

毎月３回０（ゼロ）のつく日に更新しています♪
2015 年 06 月 10 日のブログ

「噛み合わせ①」

今回は噛み合わせについてお話しします！

良い噛み合わせとは
左右上下の歯が均等に噛んで

しんデンタルクリニックのブログ

噛む筋肉や顎の関節に負担のかからない

http://blog.sindental.com/

噛み合わせのことです。

＜ブログのアクセス方法＞
噛み合わせは年齢と共に変化します。
当院のホームページより
歯がすり減ったり

アクセスしてください！

噛む筋力が弱くなったり
顎の関節が変化したり
歳をとれば自然に変わってきます(*˙˘˙)

しかし、悪い噛み合わせは
この自然な変化ではなく
もともと歯並びが悪い方や

（ＰＣサイト）

（スマホサイト）

歯を失うなどの急激な変化によって

トップページの左

ページ最下部

噛むバランスを崩してしまうことです(´･_･`)

メニュー覧より

スタッフブログより

噛み合わせが悪いと

ＱＲコード→

色々な悪影響が

からのアクセスも可能です。

口の中だけでなく
全身に出ると言われています(°_°)

「このメールサービス、めっちゃいいですね
と評判の予約確認システムに登録しませんか︖
予約日の前日に、あなたの携帯電話に予約確認メールが届きます︕
「予約のうっかり忘れ防止」や「予約の時間確認」に、
メールアドレスをご登録ください︕
〜ご登録いただいている患者さんのから寄せられたコメント〜
「今日実は予約を忘れててでも、メールが届いて思い出して、
予約通り来れました
このメールサービス、めっちゃいいですね

」

」

ご予約、ご予約の確認・変更が
インターネットでできるようになります︕
日本の６月と言えば『梅雨』ですね。

これは見栄えを良くするという目的だけではなく、
クエン酸が持つ防腐効果を利用するために乗せて

うっとうしい天気にジメジメとした湿気。

いるという側面もあります。

なんとなく体もだるくてやる気も出ない。
憂鬱な季節で、苦手な方も多いことでしょう…

炊いたご飯は約６０％が水分ですから、保存状態
が悪いと腐りやすい食品です。まして、高温多湿

そんな梅雨特有の体調の悪さを一掃してくれる食

の梅雨時期は、さらに食品が傷みやすくなります。

べ物こそ『梅』なんです！
さらに、クエン酸には青魚の生臭さを消す効果も
●

旬の食べ物の底力！

あり、サバやイワシは梅干しと生姜を一緒に煮る
と、臭みだけでなく腐りにくい煮魚ができます。

「梅」に「雨」と書く『梅雨』、その語源は諸説あ
りますが「梅の実が熟す時に降る雨だから」とい

ちょっと地味な存在ながらも様々な場面で重宝さ

う説が最もポピュラーだと思います。

れる梅干しは、梅雨時期に健康を維持するための
強い味方だったわけです。

つまり、梅雨時期の旬菜こそ『梅』ということ。
「梅雨時期に体調を崩しがち」という方は、積極
青々とした梅の実が出回り、梅酒や梅干しなどを

的に梅や梅干しを摂ってみてはいかがでしょう？

漬ける方も多いことでしょう。

≪疲労回復にオススメのレシピ！≫
梅干しと言えば、見ただけでだ液が出てきて、食
べると思わず口をすぼめるほど酸っぱいですよね。

梅肉ソースの
チキンソテー

実は、この酸味の正体は「クエン酸」です。
＜材料（２人分）＞
スポーツドリンクの酸味にも利用され、疲れの原

・鶏モモ肉 ２枚

・酒

大さじ２

因である筋肉や血液の中の「乳酸」を分解したり、

・梅干し ４個

・しょうゆ 大さじ２

制御する効果があります。

・塩コショウ 少々

・みりん 大さじ２

・サラダ油 大さじ１
また、内臓の動きを活発にしてくれる働きもあり、
食欲不振を解消してくれます。

＜作り方＞
１．鶏モモ肉に塩コショウをふって、サラダ油を

つまり、多湿の気候に疲れがたまり、食欲不振に
も陥りやすいこの時期、食べるといち早く元気に
なれる食材ということです。

熱したフライパンに皮を下にして並べる。
２．焼き色がついたら裏返し、肉に火が通るまで
４～５分焼き、食べやすい大きさに切る。
３．種を取ってたたいた梅干し・酒・みりん・し

また、お弁当では、ご飯の真ん中に梅干しを乗せ
る光景をよく目にします。

ょうゆをフライパンで煮詰め、②にかける。
（レシピ参照：楽天レシピさん）

スタッフコラム

『

武川

加歩

こんなデートをしてみたい

』

私は音楽が大好きで、

もうすぐ夏ですし

ライブに行くのが生き甲斐なので、

夏らしく

デートでも一緒にライブに

浴衣で花火

行ったりしたいですね

してみたいですね

ライブのためだけに

着付けができないので

東京、大阪、京都、岐阜、三重、

浴衣や着物は着る機会が

敦賀

滋賀などなど…(*˙˘˙)

吉美

デートとか

なかなかないですし、

色んな所にいくので、

憧れますね

そういうところで

浴衣が似合う男性も素敵ですし

観光しがてらライブ

私も浴衣美人になりたいです

っていうのが理想です

気付けや浴衣の時の作法も

ただライブ中は

日本人女性なら

一人で楽しんでしまうので

身に付けたいですね

あんまりデートには
ならないですかね…笑

杉浦

瑞恵

タヒチとかバリとか

そうですね～、

モルディブとかにある

きれいな海でクルージング

水上コテージに

したいです(^o^)

泊まってみたいです

天気のいい日に

エステやマッサージしたり、

潮風を浴びながら

シュノーケリングをして、
食事は海中レストランで……

櫻井

優

シャンパン片手に
シュリンプカクテルをつまみ、

*\(^o^)/*

のんびーり海をみたり

自然の中でのんびり過ごして

昼寝したり(^-^)

癒されたいです

セレブの日常のようなことを

今は想像だけですが、

デートでしてみたいです笑

いつか実現するといいなぁ～
って思います
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
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