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ショールームがバーチャルで見られますショールームがバーチャルで見られますショールームがバーチャルで見られますショールームがバーチャルで見られます            

㈱ヨシダのホームページトップ画面の「ショールームが新しくなりました」をクリックすると、昨年紹介された 

「ときめきショールーム」の紹介動画を見ることができます。 

また、㈱ＧＣのホームページトップ画面から「Corporate Center Virtual Tour（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾﾝﾀｰﾊﾞｰﾁｬﾙﾂｱｰ）」をク

リックすると、ＧＣ本郷のお客様用施設がバーチャルで体験できます。  

当社当社当社当社はははは、、、、6/236/236/236/23 にヨシダショールームでにヨシダショールームでにヨシダショールームでにヨシダショールームで    “アーリーサマーフェアー”“アーリーサマーフェアー”“アーリーサマーフェアー”“アーリーサマーフェアー”、、、、8/48/48/48/4 にはＧＣショールームにはＧＣショールームにはＧＣショールームにはＧＣショールームでででで    “ミッドサマー“ミッドサマー“ミッドサマー“ミッドサマー

フェアー”フェアー”フェアー”フェアー”を開催いたします。を開催いたします。を開催いたします。を開催いたします。当日は最新機器のご紹介や、特価でのご提供などを予定しております。 

是非、お出かけ下さい。お待ちしております！！                             5/15 Uematsu 

高血圧高血圧高血圧高血圧                

世界保健機関(WHO)は 4 月 3 日、高血圧と診断される 25 歳以上の大人は世界全体で、2008 年に 10 億人

に達し、1980 年の 6 億人から大幅に増加したとの統計を発表した。25 歳以上の少なくとも 3 人に 1 人が高血

圧となる計算。世界全体で心臓血管の疾患で死亡するのは年間 1700 万人で、うち高血圧の合併症による死

者は 940 万人に上る。高血圧は初期の段階ではほとんど兆候が見られず、治療が遅れるケースが多いため、

WHO は「早期に発見し適切な治療を」と呼びかけている。             04/03 共同通信  4/4 Saito 

健康脅威は・・・健康脅威は・・・健康脅威は・・・健康脅威は・・・            

2010 年度の健康脅威についての分析結果を、米ワシントン大、東京大などの研究チームがまとめたもので

す。世界一長寿の日本人の健康脅威１位は腰痛、２位 脳卒中、３位 虚血性心疾患、４位 肺炎、５位 筋骨

格障害。世界では、１位 虚血性心疾患、２位 肺炎、３位 脳卒中、４位 下痢、５位 HIV.エイズ等。 

また、日本で１位の腰痛が世界では７位です。こうした脅威の背景にある最も重要な要因は、食生活とのこと

です。                                                         4/19 Tanaka 

炭火でおいしく調理炭火でおいしく調理炭火でおいしく調理炭火でおいしく調理             

炭火で調理するとおいしいワケ。 

魚や肉の主成分は、タンパク質と脂肪で、150～200 度の加熱が一番おいしいそうです。炭火の熱が、長時間

この最適な温度を保ちます。遠赤外線と同じような効果で、食品の深部まで温めます。中でも備長炭は、最も

温度が安定していて、遠赤外線の波長に近いらしいです。・・・バーベキューの季節ですね           

4/26 Naito 

セラミックナイフセラミックナイフセラミックナイフセラミックナイフ             

京セラは、セラミック包丁の累計出荷が 3 月末で 1000 万本を突破した、と発表した。 

1984 年に工業用に使っていたファインセラミックスを素材にした包丁を発売。京セラは「軽くてさびない」 

「摩耗しにくく鋭い切れ味を長く保つ」といった金属製に比べた優位性が評価されたと分析しており、35 カ国以

上で販売している。                                         東京新聞  5/13 Sato 

歯科詩集歯科詩集歯科詩集歯科詩集                

アンパンマンの作者である、やなせたかし氏が「は、は、は、歯のおはなし 歯科詩集」という歯の詩集

を作ったそうです。イラスト付で待合室に置いても子供の興味を引きそうですね。かまくら春秋社という出版社



から出ているそうです。                                            4/8 Murakoshi 

氷の朔日氷の朔日氷の朔日氷の朔日        （こおりのついたち）（こおりのついたち）（こおりのついたち）（こおりのついたち）            

こおりのついたち【氷の朔日】 

陰暦の 6 月 1 日。歯を丈夫にし、歯固めの行事としてこの日に氷餅やあられ・いり豆・固い餅などを食べる地方

があるそうです。古くは宮中で、氷室から献上された氷を群臣に賜ったり、民間でも正月の餅を氷餅にして保

存し、この日に食べる風習があったそうです。                                5/15 Saito 

最後の食事は？最後の食事は？最後の食事は？最後の食事は？            

サンスター㈱が調べた情報によると・・・・・人生最後の食事に食べたい物は？ 

「現状の歯とハグキ」で選ぶなら『まぐろのにぎり寿司』が第１位、「もし、歯とハグキが健康な状態の場合」では、

『厚切りのステーキ』が第 1 位になったとのことです。                            5/24 Ueno 

ギャル語ギャル語ギャル語ギャル語講座講座講座講座            

ギャル語で話題の怒りの６段活用を紹介しておきます。 

おこ（ちょっと怒っている）⇒まじおこ（普通に怒っている）⇒激おこぷんぷん丸（強めに怒っている）⇒ムカ着火

ファイアー（最上級)⇒カム着火ｲﾝﾌｪﾙﾉｫｫｫｫｵｵｳ（爆発)⇒激おこｽﾃｨｯｸﾌｧｲﾅﾘﾃｨぷんぷんﾄﾞﾘｰﾑ（神） 

だそうです。 

あんまり長くて、唱えている内に怒りが収まるとか・・・・現代版のじゅげむ？？？         5/17 Takamoto 

 

 

城シリーズ城シリーズ城シリーズ城シリーズ    第第第第四弾四弾四弾四弾            郡上八幡城郡上八幡城郡上八幡城郡上八幡城                    

岐阜県にある郡上八幡城郡上八幡城郡上八幡城郡上八幡城の天守閣は、再建 80 周年を迎える日本最古の木造再建城で、 

戦後の築城ブームで再建された多くのコンクリート製の城とは一線を画した美しさです。 

作家・司馬遼太郎も、日本で最も美しい山城と表現しているようです。 

山頂に廃城から再建された木造の白亜の天守閣は、小さいながらも趣きがあり、 

見晴台からは郡上八幡の街が一望できて眺めが最高です。また、街の中も風情があり、 

中学生の私は「この街いいなぁ～」と思ったのを覚えています。 

私が行ったのは夏でしたが、秋の紅葉や冬の雪も良さそうですね！        T・Torii 

                                  

 

 ？★❤？★❤？★❤？★❤ な ぞ な ぞ た い む ？★❤？★❤？★❤？★❤    

① パン屋さんの棚に並んでいても、お客さんが見向きもしないパンは、どんなパン？ 

               ヒント見向きもしない、「しかと」あるいは・・・ 

② 家電屋さんで、ある物を買ったら、おまけにお菓子を貰いました。さて何を買ったでしょう？ 

               ヒント：“～付きと言いますよね 

③ 歯をよくさわる人の年齢はいくつ？ 

               ヒント：触ることを英語で・・・ 

 

前回の答え： ①しゃぶしゃぶ（ｼｬﾌﾞとｼｬﾌﾞｼｬﾌﾞ）  ②ち（血と乳）  ③新聞（話題になるよね） 

        ④カメラください（亀、ラクダ、サイ） ⑤素顔（アリのママだから）  

    

心身のバランスが崩れがちなこの季節。セントジョーンズワートティーはストレスを解消させ、心身のバランスが崩れがちなこの季節。セントジョーンズワートティーはストレスを解消させ、心身のバランスが崩れがちなこの季節。セントジョーンズワートティーはストレスを解消させ、心身のバランスが崩れがちなこの季節。セントジョーンズワートティーはストレスを解消させ、    

心を明るくしてくれます。不安や緊張をほぐすオレンジフラワーをブレンドす心を明るくしてくれます。不安や緊張をほぐすオレンジフラワーをブレンドす心を明るくしてくれます。不安や緊張をほぐすオレンジフラワーをブレンドす心を明るくしてくれます。不安や緊張をほぐすオレンジフラワーをブレンドすると、更に効果的です。…ると、更に効果的です。…ると、更に効果的です。…ると、更に効果的です。…ってってってって    

今年の夏も暑くなるようですね。今年の夏も暑くなるようですね。今年の夏も暑くなるようですね。今年の夏も暑くなるようですね。    心と体の夏準備をしないと！！心と体の夏準備をしないと！！心と体の夏準備をしないと！！心と体の夏準備をしないと！！                                                            ＭＭＭＭ    
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