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あんさんぶる

今回は忙しい朝でも簡単に作れるデトッ
クスジュースをご

い つも患者様と一緒に歩 んでいきたいとい う思いをこめま した。

紹介し ます o(^^)o

第一日、7月9日初回講習をうけ、体成分

毒素の 多く は 、

エアコンを最初に開発した人に
敬意を表しますね。

便から 約75％、
尿から約20％排出されます。だとすると体
内に溜まってしまった毒素を 排出する のは、

分析を受けました。結果
重８７ ，７

体系判定表では 境界という分類。まさに肥
こんにちは、院長の阿部です。
今号は自身の体についての話です。

満と正常の境界。

や はり食べ物です 。食物繊維や ビタミンが
豊富なフルーツ、豆乳など栄養面でも優秀

が 取れないお店でとても美味しい料理をい

開業して1年ちょっ

内誌にてその 後の

な食材を使ったジ ュースで 、手軽に毒素を

ただきました。次号で詳し くご紹介したいと

と になります が 、

経過を 書いていき

体外に出していきたいですね(^^)v

思います。

近 頃 体の 衰え を

ますの で 、興味の

非常に感じ ていま

ない方も どうか見

し て、こりゃまずい

守っていてください。

■バナナでおなかスッキリジュース
豆乳

200ml

体

体脂肪率２４，２まずいですね。

先日スタッフのお誕生日会を「鉄板清水」
で 開催し まし た。こ のお店はなかなか予約

材料：バナナ１本

身長１８３，０

＊クリニックからのお知らせ＊

今後、毎月の 院

●月初めには必ず保険証を ご持参く ださ

ぞと、一大決心してジ ムに通うこ ととなりま

い。

し た。そ こで三日坊主にならず に通い続け

・ 作り方：バ ナナは１口大ぐ らいに切ってお

●クリニック内においしい水をご用意してお

るには何が必要か考えました。

きます 。全てをミキサーかバーミック スで

りますので、どうぞご利用ください。

撹拌します。

●スリッパ の衛生のために使用前・使用後

なく、折れない心です。というわけで、この

を 分けております のでご協力をお願いいた

場で発表して退路を断ったわけ です。まさ

診休業とさせていただきます 。ご迷惑
をおかけしますがご協力をお願いいたし

します。

に背水の陣ですね。

ます。

きな粉

大さじ１

バナナには、カリウムが 豊富に含まれて
いるのでむくみを 防止することができます
し 、疲労回復もできます。他にも、ビタミン
Ｂ群やＣも含まれ ています ので、美肌効果
も期待できます。o(^^)o
腹持ちが いいの で時間の ない朝、朝食
代わりにもおすすめです(*^^*)

1番大事なのは、時間でもなく、体力でも

来月もよろしくお願いします。

★臨時休診のご案内★
８/１９ (木)は保険講習会のため、臨時休

さら に、ランニ ングシューズ 、ト レーニ ン

＊編集後記＊
猛暑が続き、身体は 大変にキツい状況
ですね。熱中症は侮れない病気です。喉が
乾いてからでは なく、こまめ に水分補給を

グ ウェアなど買って、やめられないように自

〒272-0033

分を追い詰めました。

市川市市川南1-10-1ザタワーズウエスト107

というわけで、家から1番近いジムに入会。

TEL 047-702-8364

し て、エアコンをうまく使ってくだ さい。ス

運よく入会金無料、2ヶ月間無料とキャンペー

平日

10:00〜13:00

タミナをつける食事も忘れずに！

ン中でし た。そ の日のうちに初回講習会を

土日祝日

9:00〜13:00

T.I

予約し、帰路につきました。

15:00〜20:00
14:30〜18:00

http://www.abe-shikaclinic.jp
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今夏にもってこいの作品

●みーこのぶらり巡り●
ーIN神楽坂ー

☆〜サマーウォーズ〜☆

夏本番の季節を迎え、暑いけれ ど大好き
な太陽の下元気よくお出掛けしてきました。

世界中の 人々
が集うインターネッ

今回のぶら り巡りの行き先は「神楽坂」を 散
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セットとスイーツをいただきました。
神楽坂は狭い路地に隠れ家的な素敵な
素敵な街でした（＾∀＾）

是非スタッフまで。

★知ちゃんの読書のすすめ★

策してきました。

★歯

【 ＯＺ】。ユ ーザー

僚が素敵な

ホワイトニングしませんか？

はパ ソコ ン・携帯電話・テレ ビなどから自分

お店 を見つ

のアバ ターを使い、その空間でショッピング

け たという話

や ゲームだけ でなく、現実的な事ゃ様々な

を耳にし興味

サービスも利用できる。高校生の 健二は、

が湧いたこと

憧れの 先輩・夏希から 田舎に行くというアル

や 前 から 訪

バイ トを頼まれる。気楽に応じた健二だった

れ てみたいとは思っていたものの行く機会を

が、実は夏希の 本家とは 武家の血筋を受け

逃していたので 今回行ってみ ることにしまし

継ぐ旧家であり、曾祖母である烈女・栄おばー

た。

ちゃんのために夏希のフィアンセ のふりをす

神楽坂通りを 進み まず は 、寺院巡りが 大

るというアルバイトだ ったのだ。。。幸い栄お

好きな私としては 開運・厄除けの 寺としてあ

ばーちゃんは健二を 認め、芝居は平穏のう

ります毘沙門天［善國寺］でお参りさせていた

ちに終わ るかに見えたが、その 夜健二は携

だ きまし た。毘沙門天は、インド出身の神様

帯に届いた謎の数字の羅列を、数学の問題

で 、仏様、ないし 仏法を守る役目を担い、四

と考えて解いてしまう。しかし それは、ＯＺ世

天王の随一として北方守護を司り、人々の信

界を 崩壊させ、実現世界も混乱させ る大事

仰を集めたそうです。
お参りし た後は、同僚が教えてくれたお店

キーワードは【つなが り】。家族は もちろん、 ［まかないこ すめ］へ・・ ・金沢生まれの肌に
日本中ゃ世界中の人達との つながりに感動

や さしい天然成分を使用した和コ スメショ ッ

します 。たくさんの個性的なアバタ ーにも注

プで す。うさぎのロゴが可愛く落ち着きある

目です(´∀｀)

店内で素敵なグッズを沢山購入しました♪

ランチタイムに医局で鑑賞しました(^O^)／

すが 、1日最長2時間使用する 事により、2
週間で輝くような白い歯になります。

きっかけは同

あべ歯科スタッフみんなオススメです☆

グ も可能になりまし た。個人差にもよりま

お店が多く何度も訪れてみ たくなる ような

ト 上の 仮想 世 界

件の幕開けだった。
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楽しく買い物した後は、少し小腹が減った
ので［茶寮］へ・・・古い家屋をリフォームした
お店で外観も内装もおしゃれな感じでランチ

科

情

美しさは口元から

報★

今回御紹介す る

・・・

本は 『寝ぼ け 署長』

美しいスマ イルは、人に対してさわやか

です。 署でも官舎

で、清潔で、明るいイメージを与えます。

で も寝てばかりの お

口元にコ ンプレックスを感じておもいきって

人好 し 警察 署長 を

笑えなかったがものが、歯並びや歯の色を

主人公とした10の短

変えてあげ る事で、コンプレ ック スが なく

編・探偵小説集です。

なり素敵な笑顔になります。歯や口元のコ

人並 み 外れ た深 い

ンプレックスをなくす事は、見た目のイメー

人情で、決して犯罪者を生み出そうとせず、

ジ を 左右する だけ でなく 、精神面まで も

頓知を 効かせ 、難事件を解決へ と導きま

変える事ができるのです。

す 。物語は 署長の付き人らし き人物で あ

当ク リニックのホ ワイト ニングは、短期

る『語り手』が一つずつ事件を語っていきま

間で 安全にかつ効果的にホワイト ニング

すが、いつの間にか自分まで脇役として物

が 行えるシステムとして、アメリカで もっと

語の中に入り込んでいるそ んな不思議な

もポピュラーなホ ワイ ト ニングシステム

感覚がしてきます。毎日様々な事件を目に

「NITE ホワイト ・エクセル」 にて施術して

しますが 真剣に深くその人と接する ことが

おります。

出来ていたなら、事件は少しながら防げた

「NITE ホワイト・エクセル」の主成分は

の で はないか…こ んな時代だ からこ そ 、

過酸化尿素で す。日本で初めて厚生労働

『寝ぼけ署長』が居てくれたらと切望してし

省より認可された新しいホ ワイ トニングシ

まいます！！著者唯一の探偵ものです☆

ステムです。過酸化尿素が配合された「N
I TE ホワイト・エ クセル」によって、今まで
困難とされていた着色歯面のホワイトニン

