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新地ハロー歯科診療所

ハロー歯科診療所
長 也寸志理事長歯が健康でなくなると

どんな影響が？

熊本市北区清水新地6-6-7
取材
協力

TEL.096-337-3686

若々しく元気でいつづける豆知識　歯の健康について

313
木
TKUで
オンエア

私たちの命は、“食べること”によって支えられています。栄養バランスのとれた食事を毎日たのしむことこそ、若々しく元気でいる秘訣！　そのためには、“歯の健康”
は欠かせません。“患者さんにやさしい治療”で、長年にわたり地域の歯の健康をサポートしてる、ハロー歯科診療所の長理事長にお話をうかがいました

虫歯や歯周病などで歯を失うと、咀嚼能力(＝噛
む力)が低下します。それに伴い、やわらかい物だ
け・食べやすい物だけ…など偏食傾向にも。その結
果、生活習慣病やメタボを引き起こす危険性も！
さらに最近の研究では、咀嚼機能が視覚や聴覚、
脳機能(学習記憶障害や認知症など)にも影響を
及ぼすとも言われています。
まさに、歯の健康は全身の健康に直結する大きな
ポイント。歯がキレイなら笑顔に自信がもて、表情
も豊かになります。
食べる・話す・呼吸をする・笑う・歌う…健康な歯
は、若々しさや元気の源です！

歯を失った場合の選択肢
入れ歯・ブリッジ・インプラント

歯を失ったときの選択肢として、義歯(入れ歯)、ブリッジ、インプラントがあります。
●入れ歯／部分入れ歯の場合、健康な歯に金属のバネを引っ掛け人工歯を固定
取り外しができるので手入れが簡単、保険も適用可。しかし、噛む力が弱く、見た目
にも違和感がある。バネを支える歯に負担がかかるなどの弱点も
●ブリッジ／健康な歯と歯の間に人工歯を架設する治療法
固定式なので違和感は少ない反面、土台となる歯を削る必要があること、歯肉の
間に食べ物のカスなどが詰まりやすいなどの問題も挙げられます
●インプラント／人工歯根を顎の骨に埋め込み、その上から人工歯を被せて固定
見た目も噛み心地も天然歯と同じように快適に使用できるのがメリット。しかし、外
科手術が必要な点や自由診療なので費用の負担が大きいことなどのデメリットが
あります
どんな治療法が適しているかは、専門医にご相談を！

Dr.長の
ワンポイントアドバイス
健康な歯を守る努力を忘れずに、

もし歯を失ったら放置せずに専門医に
相談し、納得して治療法を

選びましょう

奥歯4本がなかっ
た約2年間は、前
歯で食べ物を噛ん
でいたので、食事
がまったく美味しく
感じませんでした。
インプラントにして
大正解。とても調
子がいいです同診療所で

インプラント治療を
行った二村忠美さん

中央区京町2-1-44-1階
10:00 ～ 19:00（ 土 日
は9:00 ～）、月曜・第3
火曜・不定日曜休、駐車
場6台あり
※完全予約制
※価格は税込 

　読者から大人気の同店に、新メニ
ュー「シルエットスパ」（4320円）
が登場。加齢により衰える頭頂部の
立毛筋を刺激し血流をアップ！ ペタ
ッとなりがちなつむじや分け目をふん
わり立ち上げ、美シルエットを実現。
さらに、栄養補給&血流ＵＰを促す炭
酸フォーム（約２カ月分）のプレゼント
付きで、自宅でもケアできます。長く
続くふんわり感をぜひお試し下さい。

☎096-324-1202

つむじ、分け目のペタンコを解消！
美容室　ヒロノタクヤ

ヒロノタクヤ 検索

根元からふんわり、美シルエット注目

リビングクーポン

H28.3.30 ～５.31まで

✂
※新規限定 １枚で３人まで

似合わせカット
+シルエットスパ
（通常8170円）

→7050円（税込）

合志市須屋297-105
7：00～ 20：00、無休
Ｐあり
☎096-345-6588

熊本市内もおまかせ

「リビングを見た」で

畳・障子・襖の張
替え1万円（税込）
以上の施工で

10％OFF

　日差しが明るくなると目立つ、
畳のささくれ、クロスの汚れ…春
ですもの、キレイにしませんか？
　合志市の本田畳店は、個人の専
門店ならではの丁寧で高い技術と、
割安な料金で、信頼されています。
　①見積りは無料、②家具移動も
まかせてＯＫ、③朝からの施工で
夕方には完了、④熊本市内もおま

かせ、と何しろスピーディーで誠
実な対応と仕事ぶり。
　畳表はお手頃なものから熊本県
産の最高級まで取り揃え。注目は
和紙で作ったカラー畳。おしゃれ
ですごく丈夫、カラーも豊富です。
専門知識が深いから和室を一度に
キレイにしたい、畳コーナーを設
けたい、など何でも相談を。

畳替えから襖・クロス張り替えまで
本田畳店
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H28.5.30まで

●畳の表替え……3500円～（最高級品は2万円）
※新畳は表替え価格に+4000円～ 5000円
●襖の張り替え………格安品2500円～
●障子の張り替え……2000円～

張り替え料金（税込）

伝統的な畳に加え和紙でできたカラー畳も注目

0120・47・6588

中央区東子飼町8-23
9:00～ 18:00
日曜休（対応可）

数量限定！　「リビングを
見た」で、イワタ「ラクダの
敷きふとん」を購入すると

ラクダの座布団
プレゼント

　寒暖差があるモンゴルに生息する
フタコブラクダの毛は、蓮根状の小
さな穴がある直毛繊維で吸湿・発散・
保温性がバツグン！　蒸れにくいの
で夏はさわやか、冬は温かです。特別
な処理で不純物を除去し、薄い綿状
を重ねているから、寝返りが打ちや
すく、赤ちゃんからお年寄り、冷え性
の人にもやさしい敷きふとんです。
お試し貸出しもＯＫ。電話後来店を。

☎096-343-8080

イワタ「ラクダの敷きふとん」誕生30周年
ふとんの千羽鶴
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「ラクダの敷きふとん」
イワタ社製品はココで！注目

東区保田窪本町10-101
8:00～ 18:00
日曜休

　トイレの頑固な黄ばみや油でドロ
ドロに汚れた換気扇…長年蓄積され
た汚れ、「もう無理！」と諦めていま
せんか？　プロならではの特殊な技
術でキレイにしてくれる掃除が今な
ら3000円！　汚れが付きにくくな
るガラスコーティング（有料）も一緒
にいかが？　ほか、水回りのリフォ
ームや家のごみ処分、庭の草刈りな
どの相談もお気軽にどうぞ。　

☎096-285-7840

諦めていた汚れも3000円でキレイ！
(株)Kクリーン総合サービス

「驚くほどキレイになった」と好評注目

①換気扇・芯
②換気扇・フード
③風呂カビ取り
  （水垢取りは別途）
④エアコン掃除
  （お掃除機能付きは別途）
⑤トイレ　⑥洗面器
⑦室外機

下記から選べる掃除１カ所
通常１万円→3000円

新規限定・先着30世帯

※１世帯１カ所のみ、税別

中央区大江3-6-4
10:00～翌2:00
（受付は～翌1:00）
無休、Ｐあり
※価格はすべて税込

　新しい年度は環境が変わって疲
れが溜まりやすい時期。「コリや疲
れをどうにかしたい！」と悩んでい
る人は「なごみ」へ。
　オールハンドでコリをもみほぐ
す同店は、その気持ち良さとリー
ズナブルな料金で、主婦から学生
まで幅広い世代に人気です。
　大好評「もみほぐし90分コース」

は通常4750円が3990円とお得。
深夜２時まで営業しているので、
忙しい人もぜひ足を運んでみて。

☎096-373-6066

オールハンド施術、一度試すとトリコに
リラクゼーション・もみほぐし なごみ
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なごもん 検索

●60分全身もみほぐし
　　　　　　　　3120円
●平日限定　早割
10:00～ 14:00までに60
分以上の施術を受けると、
500円引き！
●ヘッドリラクゼーション 
　　　　　　　　1000円
※他のコースを受けていな
いと注文できません
※5月31日まで期間限定

メニュー一例

別料金で男女スタッフの指名もできますよ
期間限定 ヘッドリ
ラクゼーション

リビングクーポン

✂

リラクゼーション・もみほぐし なごみ
①もみほぐし90分 通常4750円

 H28.3.30～4.30まで
※グループ全員可、①②併用不可

②もみほぐし+足つぼ90分　通常5290円

→平日限定3990円に！

注目

旬のNEWS熊本熊本 生活生活 季節感のある最新情報を集めました

西区横手4-3-1
9：00～ 17：00
日曜・祝日休

「リビングを見た」で蛇口交
換、水漏れ修理を注文

500円クオカード
プレゼント

　キッチン蛇口下取りキャンペーン
が好評につき、第３弾が決定しまし
た！　今お使いの蛇口を1000円の
クオカードで下取り。タカギ製の、
お好きな蛇口一体型の浄水器に交換
できます（４月15日まで）。
　蛇口の中に浄水器がセットされて
いるからとっても便利。蛇口をひね
るだけで浄水がじゃんじゃん使え、
浄水器の置き場所問題も解決です！

蛇口一体型浄水器へ交換のチャンス
LPガス 住まいのプロ

H28.3.30 ～ 4.15まで
先着10組

大和プロパン 検索

料理の下ごしらえから浄水で！注目

10120・531・436

 蛇口一体型浄水器（税別）
●デッキタイプ
JL206MN-9NL2
　……………3万8800円
●壁出しタイプ
JL166AK…1万6840円

※工事費込みの価格です

☎096-353-1410
大和プロパン


