飯田清さん(60)

ピッツァを焼く飯塚さん
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い食材としてなじみ深いが、日本で食べられ

りを始め、現在では清さんが栽培、城司さんが出荷
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ロータリークラブ２団体
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東京狛江ロータリークラブ

（田村重己会長）と東京た
まがわロータリークラブ（小
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歯周病予防に定期検診を

該当する。こうした生活に

■歯科■口腔外科■小児歯科■

各種保険取扱／新患・急患随時受付
各

安心と心地よさが
安
心と心地よさが
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モットーです。
トーです。

小田急OX 駐車場

診
診療時間■ 9:30〜14:00/15:30〜20:00
みずほ銀行
（火曜日は 21:00まで）
小田急OX
日曜日＝10:00〜14:00
エコルマ1
休 診 日■ 水曜日・祝日

☎ 03−5497−6480
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車場も付いている。乳幼児

留意しながらワークスペー

に欠かせな

16年に退職して父の城司さん(89）の指導で野菜作

登戸
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に注意が必要だという。

アロマオイル、手指消毒用

あり、現在は感染症対策に

止のための自粛要請なども

狛江市の職員だった清さんは平成
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飯田清さん

当院では新型コロナウイルス対策を実施 ●口 腔内カメラで写した患部をモニター
腔内カメラで写した患部をモニターで確 認できます●美しい画 像を映したモニターで
しています。詳しくはホームページで
くつろぎを演出●虫歯予防の検診にも力
くつろぎを演出●虫歯予防の検診にも力を入れています●夜間や日曜診療も行います

どだけでなく、マニキュア、

り）で、利用時間は平日午

日曜日のいずれか（週替わ

間で完売することもある。
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ガソリンや軽油、灯油な

とダイニング、2階が約6畳

向けのオモチャやオルガン、

月頃に出荷
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しっかり歯を磨いているのに……特に悪いところはない
のに……日本人の 30 歳代の 90% 以上が歯周病にかか
り、40 〜 50 歳で歯を失う原因の約 50%が歯周病だ
と言われています。歯周病はなかなか自覚症状が現れ
ないので、
気付いたときには手遅れに……歯を支える歯
槽骨が溶け、歯が抜け落ちてしまう恐い病気です。
歯周病は、
細菌による感染症です。
細菌は粘着性の
強いプラーク
（歯垢）
を格好のすみかとし歯周病を引き
起こします。このプラークは早めに取り除かないと歯の
表面や歯周ポケット
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歯を失わないために定期検診に行きましょう！
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分〜9時、土・日・祝日は
午前11時30分〜午後1時
30分も営業 火・水曜休み
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食の安全と自然素材のおいしさにこだわ

開業準備中に子どもが

6 月の

まもる歯科
狛江市元和泉112 エコルマ２
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狛江駅北口歩約1 分
ホームページ http://www.mamorushika.com/
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受診される方のために●無痛治療を心がけています●安全性の高いデジタル X 線撮影装置
受診される方のために●無痛治療を心が
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