
 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

■■■■厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省がががが 6666 月月月月にににに２００９２００９２００９２００９

計計計計というのはというのはというのはというのは、、、、国勢調査国勢調査国勢調査国勢調査

産産産産についてのについてのについてのについての国民国民国民国民のデータをまとめたものですのデータをまとめたものですのデータをまとめたものですのデータをまとめたものです

■■■■これらのデータのなかでこれらのデータのなかでこれらのデータのなかでこれらのデータのなかで

とととと呼呼呼呼ばれるものですばれるものですばれるものですばれるものです。。。。これはこれはこれはこれは

2009200920092009 年年年年はははは１１１１・・・・３７３７３７３７でででで前年前年前年前年

■■■■このこのこのこの「「「「合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率

したしたしたした後後後後、、、、2006200620062006 年年年年からはからはからはからは３３３３

まったことになりますまったことになりますまったことになりますまったことになります。。。。

はははは「「「「出生数出生数出生数出生数がががが減少減少減少減少しししし、、、、出産世代出産世代出産世代出産世代

■■■■「「「「出生数出生数出生数出生数」」」」はははは前年前年前年前年よりよりよりより

母親母親母親母親のののの年齢別年齢別年齢別年齢別にににに見見見見るとるとるとると、、、、

していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、平均初婚年齢平均初婚年齢平均初婚年齢平均初婚年齢

齢齢齢齢はははは２９２９２９２９・・・・７７７７歳歳歳歳とととと、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも

■■■■結婚結婚結婚結婚、、、、出産出産出産出産ともともともとも高齢化高齢化高齢化高齢化

 

こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは！！！！！！！！    

■9999 月月月月になりましたねになりましたねになりましたねになりましたね。。。。9999 月月月月はははは旧暦旧暦旧暦旧暦ではではではでは

よりよりよりより夜夜夜夜のののの時間時間時間時間がががが長長長長くなってくるのでくなってくるのでくなってくるのでくなってくるので

長月長月長月長月」。」。」。」。こんなところからこんなところからこんなところからこんなところから長月長月長月長月とととと名付名付名付名付

■■■■またまたまたまた、、、、9999 月月月月はははは台風台風台風台風のののの到来到来到来到来もももも年間年間年間年間でででで

どうしてもどうしてもどうしてもどうしても体調体調体調体調をををを崩崩崩崩しやすくなるのでしやすくなるのでしやすくなるのでしやすくなるので

さいさいさいさい。。。。    

■■■■9999 月月月月のののの楽楽楽楽しみはしみはしみはしみは味覚味覚味覚味覚とおとおとおとお月見月見月見月見でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか

おいしいおいしいおいしいおいしい時期時期時期時期となりますとなりますとなりますとなります。。。。ただただただただ食食食食べるだけでなくべるだけでなくべるだけでなくべるだけでなく

シシシシ狩狩狩狩りりりり、、、、ブドウブドウブドウブドウ狩狩狩狩りをりをりをりを楽楽楽楽しむのもいいですねしむのもいいですねしむのもいいですねしむのもいいですね

■■■■中旬中旬中旬中旬からからからから下旬下旬下旬下旬にかけてはにかけてはにかけてはにかけては「「「「仲秋仲秋仲秋仲秋のののの

このこのこのこの時期時期時期時期、、、、空気空気空気空気がががが澄澄澄澄んでいるのでんでいるのでんでいるのでんでいるので

 

 

２００９２００９２００９２００９年年年年のののの人口動態統計人口動態統計人口動態統計人口動態統計をををを発表発表発表発表しましたしましたしましたしました

国勢調査国勢調査国勢調査国勢調査とととと並並並並ぶぶぶぶ国国国国のののの主要統計主要統計主要統計主要統計でででで、、、、出生出生出生出生、、、、婚姻婚姻婚姻婚姻、、、、離婚離婚離婚離婚

のデータをまとめたものですのデータをまとめたものですのデータをまとめたものですのデータをまとめたものです。。。。    

これらのデータのなかでこれらのデータのなかでこれらのデータのなかでこれらのデータのなかで、、、、社会的社会的社会的社会的にににに注目注目注目注目されているのがされているのがされているのがされているのが「「「「合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率

これはこれはこれはこれは１１１１人人人人のののの女性女性女性女性がががが生涯生涯生涯生涯にににに産産産産むむむむ子子子子どものどものどものどもの数数数数

前年前年前年前年とととと同同同同じでしたじでしたじでしたじでした。。。。    

合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率」」」」はははは 2005200520052005 年年年年にこれまでのにこれまでのにこれまでのにこれまでの最低最低最低最低であったであったであったであった１１１１

３３３３年連続年連続年連続年連続でででで上昇上昇上昇上昇していたものでしていたものでしていたものでしていたもので、、、、2009200920092009 年年年年はこのはこのはこのはこの

。。。。前年前年前年前年とととと変変変変わらずになったわらずになったわらずになったわらずになった理由理由理由理由についてについてについてについて、、、、

出産世代出産世代出産世代出産世代のののの女性女性女性女性のののの数数数数もももも減減減減ったためったためったためったため」」」」とととと分析分析分析分析

よりよりよりより２２２２万万万万１１３１１１３１１１３１１１３１人減人減人減人減のののの１０７１０７１０７１０７万万万万２５２５２５２５人人人人でしたでしたでしたでした

、、、、１５１５１５１５～～～～３４３４３４３４歳歳歳歳でででで減少減少減少減少するするするする一方一方一方一方、、、、３５３５３５３５～～～～４４４４４４４４

平均初婚年齢平均初婚年齢平均初婚年齢平均初婚年齢はははは２８２８２８２８・・・・６６６６歳歳歳歳、、、、第第第第１１１１子出生時子出生時子出生時子出生時のののの

いずれもいずれもいずれもいずれも過去最高過去最高過去最高過去最高となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

高齢化高齢化高齢化高齢化がががが進進進進んでいるんですねんでいるんですねんでいるんですねんでいるんですね。。。。        

ではではではでは「「「「長月長月長月長月」」」」とととと言言言言いますいますいますいます。。。。秋分秋分秋分秋分をををを過過過過ぎるとぎるとぎるとぎると昼昼昼昼

くなってくるのでくなってくるのでくなってくるのでくなってくるので「「「「夜長月夜長月夜長月夜長月」。」。」。」。秋雨秋雨秋雨秋雨がしとしとがしとしとがしとしとがしとしと降降降降るのでるのでるのでるので「「「「雨雨雨雨

名付名付名付名付けられたようですけられたようですけられたようですけられたようです。。。。    

でででで最多最多最多最多とととと、、、、天気天気天気天気がががが変変変変わりやすいわりやすいわりやすいわりやすい季節季節季節季節ですですですです。。。。

しやすくなるのでしやすくなるのでしやすくなるのでしやすくなるので、、、、健康管理健康管理健康管理健康管理にはにはにはには十分十分十分十分おおおお気気気気をををを付付付付けくだけくだけくだけくだ

でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。ナシナシナシナシ、、、、ブドウブドウブドウブドウ、、、、クリなどクリなどクリなどクリなど秋秋秋秋のののの果物果物果物果物がががが

べるだけでなくべるだけでなくべるだけでなくべるだけでなく、、、、家族家族家族家族やややや仲間仲間仲間仲間とととと一緒一緒一緒一緒にナにナにナにナ

しむのもいいですねしむのもいいですねしむのもいいですねしむのもいいですね。。。。    

のののの名月名月名月名月」」」」をををを見上見上見上見上げてみてくださいげてみてくださいげてみてくださいげてみてください。。。。    

んでいるのでんでいるのでんでいるのでんでいるので月月月月がががが一番美一番美一番美一番美しくしくしくしく見見見見えるそうですよえるそうですよえるそうですよえるそうですよ。。。。    

    

しましたしましたしましたしました。。。。人口動態統人口動態統人口動態統人口動態統

離婚離婚離婚離婚、、、、死亡死亡死亡死亡、、、、死死死死

合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率」」」」

数数数数にににに近近近近いいいい数字数字数字数字でででで、、、、

１１１１・・・・２６２６２６２６をををを記録記録記録記録

はこのはこのはこのはこの上昇上昇上昇上昇がががが止止止止

、、、、厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省でででで

分析分析分析分析していますしていますしていますしています。。。。        

でしたでしたでしたでした。。。。出生数出生数出生数出生数をををを

４４４４４４４４歳歳歳歳ではではではでは増加増加増加増加

のののの母親母親母親母親のののの平均年平均年平均年平均年

 暑暑暑暑かったかったかったかった夏夏夏夏もおわりにもおわりにもおわりにもおわりに近近近近づきづきづきづき    秋秋秋秋はもうそこまできていますはもうそこまできていますはもうそこまできていますはもうそこまできています    なんかちょっぴりなんかちょっぴりなんかちょっぴりなんかちょっぴり寂寂寂寂しいしいしいしい気気気気がががが    しますねしますねしますねしますね～～～～    でもでもでもでも秋秋秋秋はははは食欲食欲食欲食欲のののの秋秋秋秋ですよですよですよですよ！！！！！！！！    やっぱりやっぱりやっぱりやっぱり嬉嬉嬉嬉しいかもしいかもしいかもしいかも！？！？！？！？     
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☆☆☆☆顎関節症顎関節症顎関節症顎関節症のののの原因原因原因原因とととと治療法治療法治療法治療法☆☆☆☆    

■■■■「「「「口口口口がががが開開開開きにくいきにくいきにくいきにくい」「」「」「」「あごがあごがあごがあごが痛痛痛痛いいいい」「」「」「」「あごのあごのあごのあごの関節関節関節関節がカクカクとがカクカクとがカクカクとがカクカクと鳴鳴鳴鳴るるるる」」」」などのなどのなどのなどの症症症症

状状状状がががが出出出出るるるる顎顎顎顎((((がくがくがくがく))))関節症関節症関節症関節症はははは、、、、軽軽軽軽いいいい症状症状症状症状までまでまでまで含含含含めるとめるとめるとめると日本人日本人日本人日本人のののの 3333～～～～4444 割割割割がががが経験経験経験経験するするするする

とととと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。    

    

■■■■これまでこれまでこれまでこれまで顎関節症顎関節症顎関節症顎関節症はははは歯歯歯歯のかみのかみのかみのかみ合合合合わせにわせにわせにわせに原因原因原因原因があるとされがあるとされがあるとされがあるとされ、、、、治療法治療法治療法治療法としてはとしてはとしてはとしては歯歯歯歯

をををを削削削削ったりったりったりったり、、、、樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製マウスピースをマウスピースをマウスピースをマウスピースを口口口口にはめてかみにはめてかみにはめてかみにはめてかみ合合合合わせをよくするわせをよくするわせをよくするわせをよくする方法方法方法方法がががが主主主主

流流流流でしたでしたでしたでした。。。。    

    

■■■■ところがところがところがところが、、、、日本顎関節学会日本顎関節学会日本顎関節学会日本顎関節学会などがなどがなどがなどが中心中心中心中心になってになってになってになって 5555～～～～6666 年前年前年前年前からからからから原因究明原因究明原因究明原因究明やややや新新新新しししし

いいいい治療法治療法治療法治療法のののの検討検討検討検討をををを進進進進めてきためてきためてきためてきた結果結果結果結果、、、、日常生活日常生活日常生活日常生活のののの癖癖癖癖によるあごへのによるあごへのによるあごへのによるあごへの負担負担負担負担やあごのやあごのやあごのやあごの

筋肉筋肉筋肉筋肉のこわばりがのこわばりがのこわばりがのこわばりが原因原因原因原因としてとしてとしてとして考考考考えられるようになってきましたえられるようになってきましたえられるようになってきましたえられるようになってきました。。。。顎関節症顎関節症顎関節症顎関節症のののの約約約約 8888

割割割割にににに、、、、上上上上のののの歯歯歯歯とととと下下下下のののの歯歯歯歯をつけをつけをつけをつけ続続続続けるけるけるける癖癖癖癖があるからですがあるからですがあるからですがあるからです。。。。    

    

■■■■顎関節症顎関節症顎関節症顎関節症はははは 20202020 歳代歳代歳代歳代とととと 30303030 歳代歳代歳代歳代にににに多多多多くみられますがくみられますがくみられますがくみられますが、、、、これはこれはこれはこれは大学入学大学入学大学入学大学入学やややや就職就職就職就職なななな

どどどど生活生活生活生活スタイルのスタイルのスタイルのスタイルの変化変化変化変化からからからから生生生生じるストレスでじるストレスでじるストレスでじるストレスで歯歯歯歯をををを食食食食いしばるいしばるいしばるいしばる癖癖癖癖がががが原因原因原因原因になってになってになってになって

いることがわかってきましたいることがわかってきましたいることがわかってきましたいることがわかってきました。。。。    

    

■■■■新新新新しいしいしいしい治療法治療法治療法治療法としてはとしてはとしてはとしては、、、、歯歯歯歯をををを食食食食いしばるといったいしばるといったいしばるといったいしばるといった、、、、あごにあごにあごにあごに負担負担負担負担のかかるのかかるのかかるのかかる癖癖癖癖かかかか

らららら直直直直すというのがすというのがすというのがすというのが基本方針基本方針基本方針基本方針になっていますになっていますになっていますになっています。。。。具体的具体的具体的具体的なななな症状改善策症状改善策症状改善策症状改善策としてとしてとしてとして、、、、あごあごあごあご

のののの関節関節関節関節トレーニングやあごのトレーニングやあごのトレーニングやあごのトレーニングやあごの筋肉筋肉筋肉筋肉マッサージなどをマッサージなどをマッサージなどをマッサージなどを取取取取りりりり入入入入れてきているれてきているれてきているれてきている病院病院病院病院もももも

ありますありますありますあります。。。。    

    

■■■■日本顎関節学会日本顎関節学会日本顎関節学会日本顎関節学会ではではではでは診療診療診療診療とととと治療治療治療治療のガイドラインづくりにのガイドラインづくりにのガイドラインづくりにのガイドラインづくりに乗乗乗乗りりりり出出出出しておりしておりしておりしており、、、、2222～～～～

3333 年後年後年後年後ををををメメメメドにドにドにドに作成作成作成作成するするするする予定予定予定予定ですですですです。。。。顎顎顎顎にににに違和感違和感違和感違和感やややや何何何何かかかか問題問題問題問題があるときはがあるときはがあるときはがあるときは、、、、ごごごご相談相談相談相談

下下下下さいさいさいさい！！！！！！！！        

★今ドキ★ 

★気になる歯の情報★ 

 



    

サンマとサンマとサンマとサンマと大根大根大根大根のののの甘酢漬甘酢漬甘酢漬甘酢漬

材料材料材料材料

サンマサンマサンマサンマ

大大大大根根根根

大大大大葉葉葉葉

だだだだしししし

ニンジンニンジンニンジンニンジン

ききききゅゅゅゅうりうりうりうり

    

作作作作    りりりり    方方方方                サンマはサンマはサンマはサンマは

①①①①新鮮新鮮新鮮新鮮

                                ②②②②ニンジンニンジンニンジンニンジン、、、、きゅうりはきゅうりはきゅうりはきゅうりは

                                ③③③③大根大根大根大根はははは厚厚厚厚ささささ

                                    のののの塩塩塩塩をふってしんなりさせるをふってしんなりさせるをふってしんなりさせるをふってしんなりさせる

                                ④④④④サンマをサンマをサンマをサンマを水水水水

                                ⑤⑤⑤⑤大根大根大根大根がしんなりしたらがしんなりしたらがしんなりしたらがしんなりしたら

                                ⑥⑥⑥⑥酢酢酢酢でしめたサンマはでしめたサンマはでしめたサンマはでしめたサンマは

                                ⑦⑦⑦⑦大根大根大根大根にににに大葉大葉大葉大葉

                                    をはさみをはさみをはさみをはさみ、、、、酢酢酢酢

                                ⑧⑧⑧⑧    ⑦⑦⑦⑦をををを半分半分半分半分

    

    

よくよくよくよく「「「「かむかむかむかむ」」」」ことがことがことがことが心身心身心身心身のののの健康健康健康健康にににに役立役立役立役立

昔昔昔昔のののの人人人人にににに比比比比べてべてべてべて噛噛噛噛むむむむ回数回数回数回数がががが大大大大きくきくきくきく

うううう。。。。①①①①食食食食べべべべ物物物物のののの味味味味やややや歯歯歯歯ごたえがごたえがごたえがごたえが楽楽楽楽

むことでむことでむことでむことで脳脳脳脳のののの満腹中枢満腹中枢満腹中枢満腹中枢がががが刺激刺激刺激刺激されされされされ

脳細胞脳細胞脳細胞脳細胞がががが活性化活性化活性化活性化されされされされ、、、、頭頭頭頭のののの動動動動きをきをきをきを

されされされされ、、、、老化老化老化老化をををを防防防防ぐぐぐぐ⑥⑥⑥⑥唾液唾液唾液唾液にはにはにはには発発発発

がんのがんのがんのがんの予防予防予防予防になるになるになるになる⑦⑦⑦⑦噛噛噛噛むことがリラックスむことがリラックスむことがリラックスむことがリラックス

ばかむほどばかむほどばかむほどばかむほど健康健康健康健康になるになるになるになる！！「！！「！！「！！「おおおおいしいいしいいしいいしい

甘酢漬甘酢漬甘酢漬甘酢漬けけけけ    

材料材料材料材料（（（（4444 人分人分人分人分））））    

サンマサンマサンマサンマ                        1111 匹匹匹匹            ☆☆☆☆調調調調味料味料味料味料☆☆☆☆

大大大大根根根根                        11112222㎝㎝㎝㎝                    さとうさとうさとうさとう

大大大大葉葉葉葉                            4444枚枚枚枚                        酢酢酢酢    

だだだだしししし汁汁汁汁                200200200200ｍｌｍｌｍｌｍｌ    

ニンジンニンジンニンジンニンジン            小小小小１１１１////4444 本本本本    

ききききゅゅゅゅうりうりうりうり                １１１１////２２２２本本本本    

サンマはサンマはサンマはサンマは油油油油がががが乗乗乗乗ってくるってくるってくるってくる９９９９月月月月～～～～10101010 月月月月がががが旬旬旬旬となりますとなりますとなりますとなります♪♪♪♪

新鮮新鮮新鮮新鮮なサンマをなサンマをなサンマをなサンマを 3333 枚枚枚枚におろしにおろしにおろしにおろし、、、、多多多多めのめのめのめの塩塩塩塩をををを振振振振りかけておくりかけておくりかけておくりかけておく

きゅうりはきゅうりはきゅうりはきゅうりは千切千切千切千切りにするりにするりにするりにする。。。。    

ささささ２２２２㎝㎝㎝㎝のののの輪切輪切輪切輪切りにしてりにしてりにしてりにして真中真中真中真中にににに切切切切りりりり目目目目をををを入入入入れれれれ、、、、多多多多

をふってしんなりさせるをふってしんなりさせるをふってしんなりさせるをふってしんなりさせる。。。。    

水水水水でででで洗洗洗洗いいいい酢酢酢酢でしめるでしめるでしめるでしめる（（（（約約約約１０１０１０１０分分分分））））    

がしんなりしたらがしんなりしたらがしんなりしたらがしんなりしたら水水水水でででで洗洗洗洗いいいい水気水気水気水気をををを切切切切っておくっておくっておくっておく。。。。    

でしめたサンマはでしめたサンマはでしめたサンマはでしめたサンマは、、、、ザルにあげザルにあげザルにあげザルにあげ半身半身半身半身をををを３３３３つにつにつにつに切切切切るるるる。。。。    

大葉大葉大葉大葉をはさみをはさみをはさみをはさみ、、、、そのそのそのその間間間間にさんまにさんまにさんまにさんま、、、、人参人参人参人参、、、、きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり    

酢酢酢酢とととと砂糖砂糖砂糖砂糖をををを入入入入れたれたれたれた器器器器にににに入入入入れれれれ、、、、10101010 分分分分以上漬以上漬以上漬以上漬けけけけ込込込込

半分半分半分半分にににに切切切切ってってってって盛盛盛盛りりりり付付付付けけけけ、、、、出来上出来上出来上出来上がりがりがりがり！！！！！！！！    

        

歯歯歯歯・メモ・メモ・メモ・メモ    

かめばかむほどかめばかむほどかめばかむほどかめばかむほど健康健康健康健康にににに！！！！！！！！    

役立役立役立役立つことはつことはつことはつことは昔昔昔昔からからからから知知知知られていますがられていますがられていますがられていますが、、、、実実実実はははは

きくきくきくきく減減減減ってきていますってきていますってきていますってきています。。。。噛噛噛噛むことのむことのむことのむことの効用効用効用効用をもうをもうをもうをもう一度一度一度一度

楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる②②②②胃腸胃腸胃腸胃腸のののの負担負担負担負担がががが少少少少なくなりなくなりなくなりなくなり栄養栄養栄養栄養もももも吸収吸収吸収吸収

されされされされ、、、、食食食食べべべべ過過過過ぎをぎをぎをぎを防防防防ぐぐぐぐ④④④④下下下下あごのあごのあごのあごの動動動動きできできできで    

きをきをきをきを高高高高めるめるめるめる⑤⑤⑤⑤よくよくよくよく噛噛噛噛むとむとむとむと若返若返若返若返りホルモンとりホルモンとりホルモンとりホルモンと呼呼呼呼ばれるパロチンがばれるパロチンがばれるパロチンがばれるパロチンが

発発発発がんがんがんがん性物質性物質性物質性物質のののの毒性毒性毒性毒性をををを弱弱弱弱めるめるめるめる酵素酵素酵素酵素がががが含含含含まれておりまれておりまれておりまれており

むことがリラックスむことがリラックスむことがリラックスむことがリラックス効果効果効果効果をををを生生生生みみみみ出出出出しししし、、、、ストレスストレスストレスストレス解解解解消消消消になるになるになるになる

いしいいしいいしいいしい」」」」健康健康健康健康法法法法ですよですよですよですよ。。。。    

    

☆☆☆☆    

さとうさとうさとうさとう１１１１////４４４４カッカッカッカッププププ    

    １００１００１００１００ｃｃｃｃｃｃｃｃ    

♪♪♪♪    

りかけておくりかけておくりかけておくりかけておく。。。。    

多多多多めめめめ    

    

    

込込込込むむむむ。。。。    

はははは現代現代現代現代人人人人はははは    

一度一度一度一度おさらいしましょおさらいしましょおさらいしましょおさらいしましょ

吸収吸収吸収吸収されやすいされやすいされやすいされやすい③③③③噛噛噛噛

ばれるパロチンがばれるパロチンがばれるパロチンがばれるパロチンが分分分分泌泌泌泌

まれておりまれておりまれておりまれており    

になるになるになるになる、、、、などなどなどなどなどなどなどなど。。。。    噛噛噛噛めめめめ



スマイルスマイルスマイルスマイルビュビュビュビューーーーティティティティのののの

今回今回今回今回はははは、、、、口口口口元元元元

毎毎毎毎日日日日 1111 回回回回、、、、歯歯歯歯

                            「「「「歯茎歯茎歯茎歯茎マッサージでスマイルビューティマッサージでスマイルビューティマッサージでスマイルビューティマッサージでスマイルビューティ

 
口口口口元元元元ががががキュキュキュキュッとッとッとッと引引引引きききき締締締締

したしたしたした感感感感じになりますじになりますじになりますじになります。。。。逆逆逆逆

ざざざざかってしまいますかってしまいますかってしまいますかってしまいます。。。。    

口口口口元元元元をををを引引引引きききき締締締締めるめるめるめる簡単簡単簡単簡単

歯歯歯歯槽膿漏槽膿漏槽膿漏槽膿漏などなどなどなど歯歯歯歯周周周周病病病病にもにもにもにも

しますしますしますします。。。。    

歯歯歯歯茎茎茎茎

指指指指

央央央央

回回回回

をををを

塩塩塩塩

「「「「優優優優しくしくしくしく」」」」がががが基本基本基本基本。。。。強強強強くこするとくこするとくこするとくこすると

ロロロローマのーマのーマのーマの道道道道もももも一一一一歩歩歩歩からからからから

    

    

    

    

    

    

今日今日今日今日ってってってって何何何何のののの日日日日

航空航空航空航空にににに対対対対するするするする理理理理解解解解とととと

はははは、、、、昭和昭和昭和昭和 11115555 年年年年にににに日本初日本初日本初日本初

「「「「航空航空航空航空日日日日」」」」がががが始始始始まりですまりですまりですまりです

航空航空航空航空日日日日はははは第第第第２２２２次次次次大大大大戦終戦戦終戦戦終戦戦終戦後後後後

活活活活。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、民民民民間航空再間航空再間航空再間航空再開開開開

やすいやすいやすいやすいネネネネーーーーミミミミングということでングということでングということでングということで

「「「「空空空空のののの旬間旬間旬間旬間」」」」(9(9(9(9 月月月月 20202020

スマイルスマイルスマイルスマイルビュビュビュビューーーーティティティティのののの基本基本基本基本はははは、、、、口口口口元元元元ががががキュキュキュキュッとッとッとッと引引引引きききき締締締締まっていることまっていることまっていることまっていること

口口口口元元元元をををを引引引引きききき締締締締めるめるめるめる簡単簡単簡単簡単なななな方法方法方法方法をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介しますしますしますします

歯歯歯歯をををを磨磨磨磨いたいたいたいた後後後後のののの「「「「歯歯歯歯茎茎茎茎マッサージマッサージマッサージマッサージ」」」」ですですですです♪♪♪♪

マッサージでスマイルビューティマッサージでスマイルビューティマッサージでスマイルビューティマッサージでスマイルビューティ」」」」

締締締締まっているとまっているとまっているとまっていると、、、、顔全顔全顔全顔全体体体体もももも若若若若々々々々しくしくしくしく、、、、溌剌溌剌溌剌溌剌

逆逆逆逆にににに口口口口元元元元がががが緩緩緩緩んでいるとんでいるとんでいるとんでいると、、、、フケフケフケフケ顔顔顔顔になってになってになってになって

    

簡単簡単簡単簡単なななな方法方法方法方法がががが「「「「歯歯歯歯茎茎茎茎マッサージマッサージマッサージマッサージ」」」」ですですですです。。。。歯歯歯歯茎茎茎茎

にもにもにもにも効効効効果果果果がありますががありますががありますががありますが、、、、口口口口元元元元エエエエクササイクササイクササイクササイズズズズにもにもにもにも

歯歯歯歯茎茎茎茎マッサージのやりマッサージのやりマッサージのやりマッサージのやり方方方方ですですですです。。。。①①①①歯歯歯歯をををを磨磨磨磨いたいたいたいた

指指指指でででで唇唇唇唇とととと歯歯歯歯茎茎茎茎のののの境境境境目目目目ををををゆゆゆゆっくりなでますっくりなでますっくりなでますっくりなでます。。。。

央央央央へへへへ 3333回回回回。。。。同同同同様様様様にににに下下下下右奥右奥右奥右奥からからからから、、、、上上上上左奥左奥左奥左奥からからからから

回回回回ずつやってくずつやってくずつやってくずつやってくだだだださいさいさいさい。。。。②②②②人人人人差差差差しししし指指指指でででで歯歯歯歯のののの

をををを小刻小刻小刻小刻みにこすりますみにこすりますみにこすりますみにこすります。。。。裏側裏側裏側裏側もももも同同同同じようにしますじようにしますじようにしますじようにします

以以以以上上上上のののの 2222 パパパパターンをターンをターンをターンをそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ１１１１日日日日１１１１回回回回やりますやりますやりますやります

塩塩塩塩をつけてやるとをつけてやるとをつけてやるとをつけてやると効効効効果大果大果大果大ですですですです。。。。        歯歯歯歯茎茎茎茎のマッサージはのマッサージはのマッサージはのマッサージは

くこするとくこするとくこするとくこすると歯歯歯歯茎茎茎茎をををを傷傷傷傷つけてしまいますつけてしまいますつけてしまいますつけてしまいます。。。。    

からからからから、、、、美美美美のののの道道道道もももも一一一一歩歩歩歩からですよからですよからですよからですよ。。。。まずはまずはまずはまずはチャチャチャチャレンジレンジレンジレンジ

        

日日日日                    9999 月月月月 20202020 日日日日

とととと関心関心関心関心をををを高高高高めてもらうめてもらうめてもらうめてもらう目的目的目的目的でででで制定制定制定制定されたされたされたされた「「「「

日本初日本初日本初日本初のののの動動動動力飛行成功力飛行成功力飛行成功力飛行成功 30303030 周周周周年年年年をををを記記記記念念念念してしてしてして制定制定制定制定

まりですまりですまりですまりです。。。。    

次次次次大大大大戦終戦戦終戦戦終戦戦終戦後後後後にににに一時一時一時一時休休休休止止止止されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、昭和昭和昭和昭和 28282828

民民民民間航空再間航空再間航空再間航空再開開開開 40404040周周周周年年年年にあたったにあたったにあたったにあたった平平平平成成成成 4444 年年年年にににに、、、、よりよりよりより

やすいやすいやすいやすいネネネネーーーーミミミミングということでングということでングということでングということで、「、「、「、「空空空空のののの日日日日」」」」へへへへ改改改改称称称称されましたされましたされましたされました

20202020 日日日日からからからから 30303030 日日日日))))もももも設設設設けられましたけられましたけられましたけられました。。。。    

まっていることまっていることまっていることまっていること。。。。    

しますしますしますします。。。。    

♪♪♪♪    

」」」」    

溌剌溌剌溌剌溌剌((((はつらつはつらつはつらつはつらつ))))とととと

になってになってになってになって美美美美のののの神様神様神様神様もももも遠遠遠遠

歯歯歯歯茎茎茎茎マッサージはマッサージはマッサージはマッサージは

エエエエクササイクササイクササイクササイズズズズにもにもにもにも威力威力威力威力をををを発発発発揮揮揮揮

いたいたいたいた後後後後、、、、人人人人差差差差しししし

。。。。下下下下左奥左奥左奥左奥からからからから中中中中

からからからから、、、、上上上上右奥右奥右奥右奥からからからから 3333

のののの付付付付けけけけ根根根根のののの歯歯歯歯茎茎茎茎

じようにしますじようにしますじようにしますじようにします。。。。        

やりますやりますやりますやります。。。。自然自然自然自然

のマッサージはのマッサージはのマッサージはのマッサージは

    

まずはまずはまずはまずはチャチャチャチャレンジレンジレンジレンジ♪♪♪♪    

日日日日はははは「「「「空空空空のののの日日日日」」」」 

「「「「空空空空のののの日日日日」」」」

制定制定制定制定されたされたされたされた

28282828 年年年年にににに復復復復

よりよりよりより親親親親しみしみしみしみ

されましたされましたされましたされました。。。。同時同時同時同時にににに



    

    

    

    

☆☆☆☆近近近近所所所所のスーのスーのスーのスーパパパパーのーのーのーの

数数数数店店店店のののの特特特特売情報売情報売情報売情報をををを同同同同じじじじペペペページでージでージでージで

るるるる主主主主婦婦婦婦((((夫夫夫夫))))のののの方方方方のののの強強強強いいいい味味味味方方方方

    ★今回今回今回今回ごごごご紹介紹介紹介紹介するスーするスーするスーするスーパパパパーーーーチチチチララララシシシシ

ーーーーパパパパーのーのーのーのチチチチララララシシシシにににに掲載掲載掲載掲載されているされているされているされている

してくれるサイトですしてくれるサイトですしてくれるサイトですしてくれるサイトです。。。。

★★★★ススススゴゴゴゴイのはイのはイのはイのは、、、、自自自自分分分分がががが毎毎毎毎日日日日利用利用利用利用

いてのいてのいてのいての自自自自分分分分専用専用専用専用「「「「MyMyMyMyスースースースーパパパパーーーー

★★★★「「「「MyMyMyMyスースースースーパパパパーーーー特特特特売情報売情報売情報売情報

価格価格価格価格、、、、セセセセールールールール期間期間期間期間))))がががが同同同同じじじじペペペページにージにージにージにリリリリストストストスト

きますきますきますきます。。。。    

★★★★登登登登録録録録情報情報情報情報がががが更更更更新新新新されたらされたらされたらされたらメメメメールですールですールですールですぐぐぐぐにににに

ねにねにねにねに最新最新最新最新のののの情報情報情報情報をををを手手手手にににに入入入入

★★★★またまたまたまた、、、、リリリリストストストスト上上上上でででで欲欲欲欲しいしいしいしい

成成成成もしてくれますもしてくれますもしてくれますもしてくれます。。。。このこのこのこのメモメモメモメモををををメメメメールでールでールでールで

さらにさらにさらにさらに、、、、レレレレシシシシピピピピ検検検検索機能索機能索機能索機能

ちょぴりちょぴりちょぴりちょぴり    ひとやすみひとやすみひとやすみひとやすみ    

１１１１ペーペーペーページジジジ目目目目ののののコーコーコーコーナナナナーーーーでででで出生出生出生出生率率率率

すればよいかすればよいかすればよいかすればよいか悩悩悩悩みませんかみませんかみませんかみませんか

アアアアンンンンケーケーケーケートではトではトではトでは「「「「5555000000000000円円円円以上以上以上以上

いでいでいでいで「「「「3000300030003000円円円円以上以上以上以上 5555000000000000円未円未円未円未満満満満

http://www.navit-tokubai.jp/ 

のスーのスーのスーのスーパパパパーのーのーのーの特特特特売情報売情報売情報売情報をををを毎毎毎毎日日日日チェチェチェチェックしたいックしたいックしたいックしたい

じじじじペペペページでージでージでージで比較比較比較比較検討検討検討検討したいしたいしたいしたい━━━━━━━━、、、、そそそそんなんなんなんな食食食食費倹費倹費倹費倹約約約約

味味味味方方方方をををを見見見見つけましたつけましたつけましたつけました！！！！☆☆☆☆    

するスーするスーするスーするスーパパパパーーーーチチチチララララシシシシ特特特特売情報売情報売情報売情報「「「「毎毎毎毎日特日特日特日特売売売売」」」」はははは、、、、名名名名前前前前

されているされているされているされている特特特特売情報売情報売情報売情報ををををチチチチララララシシシシ発発発発行行行行のたのたのたのたびびびびにににに

。。。。    

毎毎毎毎日日日日利用利用利用利用するスーするスーするスーするスーパパパパーをーをーをーを 5555 店店店店までまでまでまで登登登登録録録録しししし、、、、

スースースースーパパパパーーーー特特特特売情報売情報売情報売情報」」」」ののののペペペページをつくれることですージをつくれることですージをつくれることですージをつくれることです

特特特特売情報売情報売情報売情報」」」」ではではではでは、、、、登登登登録録録録ししししたたたた 5555店店店店のののの最新特最新特最新特最新特売情報売情報売情報売情報((((商品名商品名商品名商品名

じじじじペペペページにージにージにージにリリリリストストストスト表表表表示示示示されるのでされるのでされるのでされるので、、、、比較比較比較比較検討検討検討検討

されたらされたらされたらされたらメメメメールですールですールですールですぐぐぐぐにににに知知知知らせてくれるらせてくれるらせてくれるらせてくれる機能機能機能機能があるのでがあるのでがあるのでがあるので

入入入入れることができますれることができますれることができますれることができます。。。。    

しいしいしいしい商品商品商品商品ににににチェチェチェチェックをックをックをックを入入入入れればれればれればれれば、「、「、「、「おおおお買買買買いものいものいものいものメモメモメモメモ

このこのこのこのメモメモメモメモををををメメメメールでールでールでールで携帯携帯携帯携帯にににに送送送送ることもできますることもできますることもできますることもできます

検検検検索機能索機能索機能索機能までついているんですまでついているんですまでついているんですまでついているんです！！！！ぜひアぜひアぜひアぜひアククククセセセセスしてみてスしてみてスしてみてスしてみて

    

出生出生出生出生率率率率についておについておについておについてお知知知知らせしましたがらせしましたがらせしましたがらせしましたが、、、、出出出出産祝産祝産祝産祝

みませんかみませんかみませんかみませんか。。。。皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは出出出出産祝産祝産祝産祝いにはどうされているでしょうかいにはどうされているでしょうかいにはどうされているでしょうかいにはどうされているでしょうか

円円円円以上以上以上以上 1111万円未万円未万円未万円未満満満満がががが最最最最もももも多多多多くてくてくてくて 44444444％％％％。。。。次次次次    

円未円未円未円未満満満満」」」」がががが 33337777％％％％でしたでしたでしたでした。。。。                        ごごごご参参参参考考考考までまでまでまで

スーパーチラシスーパーチラシスーパーチラシスーパーチラシ特売情報特売情報特売情報特売情報    

チェチェチェチェックしたいックしたいックしたいックしたい、、、、できればできればできればできれば

食食食食費倹費倹費倹費倹約約約約にににに励励励励まれまれまれまれ

名名名名前前前前のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、スススス

のたのたのたのたびびびびにににに更更更更新新新新してしてしてして提供提供提供提供

、、、、そそそそのののの 5555 店店店店につにつにつにつ

ののののペペペページをつくれることですージをつくれることですージをつくれることですージをつくれることです。。。。    

商品名商品名商品名商品名、、、、内容量内容量内容量内容量、、、、

比較比較比較比較検討検討検討検討がががが簡単簡単簡単簡単にでにでにでにで

があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、つつつつ

いものいものいものいものメモメモメモメモ」」」」のののの作作作作

ることもできますることもできますることもできますることもできます。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、

ぜひアぜひアぜひアぜひアククククセセセセスしてみてスしてみてスしてみてスしてみて下下下下さいさいさいさい    

出出出出産祝産祝産祝産祝いにどのいにどのいにどのいにどの程程程程度度度度

いにはどうされているでしょうかいにはどうされているでしょうかいにはどうされているでしょうかいにはどうされているでしょうか？？？？■■■■あるあるあるある

までまでまでまで…………        

    



    

日本人日本人日本人日本人のののの 3333 人人人人にににに 1111 人人人人はアレルギーはアレルギーはアレルギーはアレルギー！！！！    

平成平成平成平成 11115555年年年年のののの保険福祉保険福祉保険福祉保険福祉動動動動向向向向調調調調査査査査でででで、、、、国民国民国民国民のののの 3333 人人人人にににに 1111 人人人人がががが皮膚皮膚皮膚皮膚やややや眼鼻眼鼻眼鼻眼鼻のかのかのかのかゆゆゆゆみみみみ、、、、ぜぜぜぜ

んそくなどのんそくなどのんそくなどのんそくなどの「「「「アアアアレルレルレルレルギーギーギーギー」」」」をををを持持持持っているというっているというっているというっているという結結結結果果果果がががが発発発発表表表表されましたされましたされましたされました。。。。    

今今今今回回回回はははは、、、、アアアアレルレルレルレルギーギーギーギーのののの原因原因原因原因やややや対策対策対策対策についてについてについてについて一緒一緒一緒一緒にににに考考考考えてみましょうえてみましょうえてみましょうえてみましょう。。。。    

■■■■アアアアレルレルレルレルギーギーギーギーってなにってなにってなにってなに？？？？    

    人間人間人間人間にはにはにはには、、、、体体体体外外外外からからからから入入入入ってきたってきたってきたってきた異異異異物物物物をををを排除排除排除排除してからだをしてからだをしてからだをしてからだを守守守守るるるる｢｢｢｢免疫機能免疫機能免疫機能免疫機能｣｣｣｣がががが備備備備わってわってわってわって

いますいますいますいます。。。。細細細細菌菌菌菌やウやウやウやウィィィィルスなどのルスなどのルスなどのルスなどの異異異異物物物物にににに対対対対してだけではなくしてだけではなくしてだけではなくしてだけではなく、、、、通常通常通常通常はははは反応反応反応反応しないようなもしないようなもしないようなもしないようなも

のにまでのにまでのにまでのにまで過過過過剰剰剰剰にににに反応反応反応反応することをすることをすることをすることを「「「「アアアアレルレルレルレルギーギーギーギー」」」」といいますといいますといいますといいます。。。。このこのこのこのアアアアレルレルレルレルギーギーギーギーはははは主主主主ににににぜぜぜぜんんんん

そくそくそくそく、、、、花粉症花粉症花粉症花粉症、、、、アアアアトトトトピーピーピーピー性性性性皮膚炎皮膚炎皮膚炎皮膚炎、、、、じじじじんましんなどがんましんなどがんましんなどがんましんなどが挙挙挙挙げられますがげられますがげられますがげられますが、、、、そのそのそのその原因原因原因原因となるとなるとなるとなる

物質物質物質物質（（（（アアアアレルレルレルレルゲゲゲゲンンンン））））ははははダダダダニニニニ、、、、花粉花粉花粉花粉、、、、ペペペペットのットのットのットの毛毛毛毛、、、、食物食物食物食物などさまなどさまなどさまなどさまざざざざまですまですまですまです。。。。    

■■■■どうしてどうしてどうしてどうしてアアアアレルレルレルレルギーギーギーギーがががが増増増増えたのえたのえたのえたの？？？？    

    住環境住環境住環境住環境のののの変化変化変化変化によるによるによるによるカビカビカビカビややややダダダダニニニニ、、、、車車車車のののの排排排排ガガガガスなどスなどスなどスなど、、、、アアアアレルレルレルレルギーギーギーギーをををを誘導誘導誘導誘導するするするする物質物質物質物質にににに触触触触

れるれるれるれる機会機会機会機会がががが増加増加増加増加したことしたことしたことしたこと、、、、またまたまたまた、、、、子供子供子供子供からからからから大人大人大人大人までまでまでまで多多多多くのくのくのくの人人人人がががが「「「「ストレスストレスストレスストレス」」」」をををを抱抱抱抱えているこえているこえているこえているこ

ともともともとも抵抗力抵抗力抵抗力抵抗力をををを弱弱弱弱めるめるめるめる一一一一因因因因ですですですです。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、栄養栄養栄養栄養面面面面からみるとからみるとからみるとからみると食生活食生活食生活食生活のののの悪悪悪悪化化化化もももも考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。

アアアアトトトトピーピーピーピーやややや花粉症花粉症花粉症花粉症がががが急増急増急増急増してきたしてきたしてきたしてきた時期時期時期時期がががが、、、、ファーファーファーファーストストストストフーフーフーフードやドやドやドや肉類肉類肉類肉類・・・・加工品加工品加工品加工品がががが日本日本日本日本でででで食食食食

べられるようになったべられるようになったべられるようになったべられるようになった時期時期時期時期とととと合致合致合致合致しているのがそのしているのがそのしているのがそのしているのがその根根根根拠拠拠拠とされていますとされていますとされていますとされています。。。。    

■■■■アアアアレルレルレルレルギーギーギーギーをををを減減減減らすためにはらすためにはらすためにはらすためには？？？？    

    現在現在現在現在、、、、アアアアレルレルレルレルギーギーギーギー増加増加増加増加のののの要因要因要因要因としてとしてとしてとして、、、、サラサラサラサラダダダダ油油油油にににに多多多多くくくく含含含含まれるまれるまれるまれる『『『『リリリリノーノーノーノールルルル酸酸酸酸』』』』のののの摂摂摂摂りすりすりすりす

ぎがぎがぎがぎが注注注注目目目目されていまされていまされていまされていますすすす。。。。リリリリノーノーノーノールルルル酸酸酸酸ははははアアアアレルレルレルレルギーギーギーギーをををを刺激刺激刺激刺激するするするする物質物質物質物質をををを作作作作りりりり出出出出すとすとすとすと言言言言われわれわれわれ、、、、

主主主主にサラにサラにサラにサラダダダダ油油油油、、、、ママママヨネーズヨネーズヨネーズヨネーズ、、、、ママママーガーガーガーガリンなどにリンなどにリンなどにリンなどに多多多多くくくく含含含含まれていますまれていますまれていますまれています。。。。惣菜惣菜惣菜惣菜のののの揚揚揚揚げげげげ物物物物ややややフフフフ

ァーァーァーァーストストストストフーフーフーフードドドド・・・・スナックスナックスナックスナック菓子菓子菓子菓子などにもなどにもなどにもなどにも使使使使用用用用されているのでそれらをなるべくされているのでそれらをなるべくされているのでそれらをなるべくされているのでそれらをなるべく控控控控ええええ、、、、和和和和食食食食

中心中心中心中心のののの食食食食事事事事にしたりにしたりにしたりにしたり、、、、ゴゴゴゴママママ油油油油ややややオオオオリリリリーーーーブブブブオイオイオイオイルなどルなどルなどルなど、、、、リリリリノーノーノーノールルルル酸酸酸酸以以以以外外外外のののの油油油油をををを利利利利用用用用したりしたりしたりしたり

することですることですることですることで摂摂摂摂りすぎをりすぎをりすぎをりすぎを防防防防ぐことができますぐことができますぐことができますぐことができます。。。。    

    

今日今日今日今日からできるからできるからできるからできる！！！！アレルギーをアレルギーをアレルギーをアレルギーを防防防防ぐぐぐぐ食事食事食事食事 4444 カカカカ条条条条！！！！    

①①①①しそしそしそしそ油油油油・・・・亜麻仁亜麻仁亜麻仁亜麻仁油油油油・オ・オ・オ・オリリリリーーーーブブブブオイオイオイオイルをルをルをルを摂摂摂摂るるるる！！！！    

        これらのこれらのこれらのこれらの油油油油はははは、、、、アアアアレルレルレルレルギーギーギーギーをををを誘誘誘誘発発発発するリするリするリするリノーノーノーノールルルル酸酸酸酸をををを抑抑抑抑えるえるえるえる働働働働きがあるのでおススきがあるのでおススきがあるのでおススきがあるのでおススメメメメ。。。。

酸酸酸酸化化化化しやすいシしやすいシしやすいシしやすいシソソソソ油油油油・・・・亜麻仁亜麻仁亜麻仁亜麻仁油油油油はサラはサラはサラはサラダダダダ用用用用にににに。。。。炒炒炒炒めめめめ物物物物などはなどはなどはなどは熱熱熱熱にににに強強強強いいいいオオオオリリリリーーーーブブブブオイオイオイオイ

ルルルル、、、、とととと使使使使いいいい分分分分けましょうけましょうけましょうけましょう。。。。    

②②②②揚揚揚揚げものげものげものげもの・ファー・ファー・ファー・ファーストストストストフーフーフーフードドドド・ポテ・ポテ・ポテ・ポテトチットチットチットチッププププスなどのおスなどのおスなどのおスなどのお菓子菓子菓子菓子・・・・市販市販市販市販のおのおのおのお惣菜惣菜惣菜惣菜をををを避避避避けるけるけるける    

        揚揚揚揚げげげげ物物物物はリはリはリはリノーノーノーノールルルル酸酸酸酸がががが多多多多くくくく含含含含まれていますのでなるべくまれていますのでなるべくまれていますのでなるべくまれていますのでなるべく控控控控えましょうえましょうえましょうえましょう。。。。ポテポテポテポテトチットチットチットチッププププスススス



やドやドやドやドーーーーナナナナツツツツはははは手作手作手作手作りにしてりにしてりにしてりにして、、、、オオオオリリリリーーーーブブブブオイオイオイオイルでルでルでルで揚揚揚揚げるとげるとげるとげると健康健康健康健康的的的的ですですですです。。。。    

③③③③毎日毎日毎日毎日のののの飲飲飲飲みみみみ物物物物はははは『『『『緑茶緑茶緑茶緑茶』』』』をををを！！！！    

        緑茶緑茶緑茶緑茶のののの主成主成主成主成分分分分ののののカテキカテキカテキカテキンがンがンがンがアアアアレルレルレルレルギーギーギーギーにににに関係関係関係関係するするするする遺伝子遺伝子遺伝子遺伝子のののの働働働働きをきをきをきを抑抑抑抑えますえますえますえます。。。。    

    風風風風邪邪邪邪予防効果予防効果予防効果予防効果もももも！！！！    

④④④④ヨーグヨーグヨーグヨーグルトでルトでルトでルトで免疫力免疫力免疫力免疫力 UP!UP!UP!UP!    

                腸腸腸腸内内内内細細細細菌菌菌菌ののののババババランスをランスをランスをランスを整整整整えることでえることでえることでえることで、、、、免疫力免疫力免疫力免疫力をををを UPUPUPUP してしてしてしてアアアアレルレルレルレルギーギーギーギーをををを予防予防予防予防しますしますしますします。。。。

便秘便秘便秘便秘解解解解消消消消にもにもにもにも効果効果効果効果がががが。。。。    

                                                        食食食食育通信育通信育通信育通信        みがくみがくみがくみがく VOL.VOL.VOL.VOL.11114444 よりよりよりより    

    

    

        余談余談余談余談ですがですがですがですが、、、、我我我我がががが家家家家でででで飼飼飼飼っているシっているシっているシっているシババババ犬犬犬犬ももももアアアアレルレルレルレルギーギーギーギーがありがありがありがあり、、、、かかりつかかりつかかりつかかりつけのけのけのけの先先先先生生生生にににに

先日診先日診先日診先日診てててて頂頂頂頂いたところいたところいたところいたところ、、、、小岩井小岩井小岩井小岩井ののののヨーグヨーグヨーグヨーグルトでルトでルトでルトで““““KWKWKWKW----脂肪脂肪脂肪脂肪ゼゼゼゼロロロロ””””というというというというヨーグヨーグヨーグヨーグルトをルトをルトをルトを 1111

日日日日ススススプープープープーンンンンひひひひとさとさとさとさじじじじあげるとあげるとあげるとあげると良良良良いとのこといとのこといとのこといとのこと。。。。このこのこのこのヨーグヨーグヨーグヨーグルトはルトはルトはルトは丸井今井丸井今井丸井今井丸井今井でしかでしかでしかでしか購購購購入入入入できできできでき

ないらしくないらしくないらしくないらしく、、、、早速購早速購早速購早速購入入入入してしてしてして毎日毎日毎日毎日食食食食べさせていますべさせていますべさせていますべさせています。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん人間人間人間人間にもにもにもにも良良良良いようですいようですいようですいようです

よよよよ。。。。    

        亜麻仁亜麻仁亜麻仁亜麻仁油油油油はサラはサラはサラはサラダダダダのののの他他他他、、、、納豆納豆納豆納豆にににに混混混混ぜぜぜぜてててて食食食食べたりしていますべたりしていますべたりしていますべたりしています。。。。アアアアンチンチンチンチエイエイエイエイジンジンジンジンググググにもにもにもにも

効果効果効果効果的的的的なようですなようですなようですなようです。。。。““““アアアアンチンチンチンチエイエイエイエイジンジンジンジンググググのののの鬼鬼鬼鬼””””のののの勝田小百合勝田小百合勝田小百合勝田小百合さんおススさんおススさんおススさんおススメメメメはははは““““フフフフラックラックラックラック

ススススオイオイオイオイルルルル””””というというというという亜麻仁亜麻仁亜麻仁亜麻仁油油油油ですですですです。。。。    

        このようなこのようなこのようなこのようなアアアアレルレルレルレルギーギーギーギーのののの増加増加増加増加によりおによりおによりおによりお子様子様子様子様たちのたちのたちのたちの顎顎顎顎のののの発発発発育育育育にもにもにもにも影響影響影響影響がががが出出出出ていますていますていますています。。。。

当院当院当院当院にてにてにてにて行行行行っているっているっているっている矯正治療矯正治療矯正治療矯正治療ののののひひひひとつとつとつとつ““““機能矯正装置機能矯正装置機能矯正装置機能矯正装置””””はまさしくはまさしくはまさしくはまさしく、、、、このよこのよこのよこのようなおうなおうなおうなお子子子子

様様様様たちにたちにたちにたちに適適適適したしたしたした矯正装置矯正装置矯正装置矯正装置とととと思思思思われますわれますわれますわれますのでのでのでので是非是非是非是非ごごごご相談相談相談相談をををを。。。。    

    

 

    

        

    



    

    

    

●●●●発発発発    行行行行            平岸平岸平岸平岸こどもこどもこどもこども歯歯歯歯科科科科クりニッククりニッククりニッククりニック    

    

●●●●住住住住    所所所所            〒〒〒〒００００６６６６２２２２－－－－０９３０９３０９３０９３２２２２    

                            札幌市豊平区平岸札幌市豊平区平岸札幌市豊平区平岸札幌市豊平区平岸 2222 条条条条 11111111丁丁丁丁目目目目 3333－－－－11114444 第第第第一一一一川崎川崎川崎川崎ビビビビルルルル２２２２ＦＦＦＦ    

    

●●●●ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ        ０１１０１１０１１０１１－－－－８８８８２２２２２２２２－－－－４４４４１１１１５８５８５８５８（（（（良良良良いいいい子子子子のののの歯歯歯歯））））    

    

●●●●ＨＰＨＰＨＰＨＰアアアアドレスドレスドレスドレス            http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.4.4.4.4111155558net8net8net8net....comcomcomcom    

    

        ホホホホーーーームムムムペーペーペーページでもブロジでもブロジでもブロジでもブロググググやややや予防予防予防予防商商商商品品品品のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介をしていますをしていますをしていますをしています！！！！！！！！    

        是非是非是非是非、、、、ごごごご覧覧覧覧になってみてくださいになってみてくださいになってみてくださいになってみてください♪♪♪♪    

    

●●●●ＥＥＥＥメーメーメーメールルルルアアアアドレスドレスドレスドレス        kodomosika@yoikonohakodomosika@yoikonohakodomosika@yoikonohakodomosika@yoikonoha....jpjpjpjp    

    

                ☆☆☆☆メーメーメーメールでのルでのルでのルでの相談相談相談相談もおもおもおもお受受受受けしていますけしていますけしていますけしています☆☆☆☆    

        折折折折りりりり返返返返しごしごしごしご連絡連絡連絡連絡いたしますのでいたしますのでいたしますのでいたしますので、、、、おおおお子様子様子様子様のおのおのおのお名名名名前前前前、、、、おおおお電話電話電話電話番番番番号号号号をををを    

        必必必必ずずずずおおおお知知知知らせくださいらせくださいらせくださいらせください    

    

当院当院当院当院ではではではでは３３３３ヶヶヶヶ月月月月ごとのごとのごとのごとの定定定定期期期期検検検検診診診診をおをおをおをお勧勧勧勧めしておりますめしておりますめしておりますめしております！！！！！！！！    

予防予防予防予防をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり行行行行ってってってって健康健康健康健康でででで丈夫丈夫丈夫丈夫なななな歯歯歯歯にしていきましょうにしていきましょうにしていきましょうにしていきましょう    

    

    

    

    

    

    

    

    


