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み くりが池
立 山火 山の火 山湖で ある 「み く りが池J。
鮮やかな 青色が美 しく、
晴れ た 日には湖面 に北 アル プスが反 射 し、
素晴 らしい景色 を 楽 しめ ます。
室堂 か ら徒歩で 10分 ほどなので、
のん び り散策す る には最適です。 (工 藤 )
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歯科技 工士生涯研修
Ｗ
ｉエ

「保険義齢 」ら一般金属床ま でのMolttWorttng〜 精度と効率を考える
〜」をテーマに尾形和哉先生、久保EB邦 彦先生のあ二人を招き、行わ
0と し
れました。通常の講演とは実なり、デモンス トレーシヨンを中′

一 一
ヽ

7月 23日 、歯科技工士生涯研修が,ン フオルテにて開催されま した。

た形で進め られ、デモ最中も参加者からの質問に随時答えて頂きなが
らの、充実 した研1多 となりました。
保険義歯のクラスプにあげるパフ ーン抜き取 りの際に き、コール ド
スプレーを使用する。また金属床あけるワツクスア ツプ際にも 電動
消 しゴムを利用 してバニツシュする。 といつたテクニツクが披露 され
ました。

I鍋 題視されますが、もち ろん品質 を落とす

昨今、長l● 間労働など

ことはできません。決 して手を抜くのでは無く、 ムタを省き、手をい
・
'に ついて改めて考え
かにか￨す ないようにする。まさに 精度と効率
させられました。 O扇 丼)

歯 っぴ ― フ ェスタ 8020
行われまし
今年も歯科医師会、衛生士会 技工士会との連携 て歯つび ―フエス
'が
たくさんの人に見に
で行われ
た。例年とは違い、富山市中心部のグラン ドプラザ
来てもらえ ました。
技工士のブースでは 人気キヤラ石膏人形の色さ りと 手形lFり です。子供た
0象 材の
ちが真剣にこ塗 りをしたり、大人が〔
感触に「冷たいねJと かん したり

。来

てもらつた人に楽 しんでもらえたと思います.
(黒 日理絵)
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2わ つは つ歯倶楽部

e.max{セ ラミック)ク ラウン
e maズ イ ーマツクス】ま、従来のセラミックに比べ て「審美性J「 耐久性 Jを 兼ね備えたセラミック素材 です。主に前歯の治療

に使用 しますが

奥歯ともに使用できます。今回は、被せもの(臼 歯Bβ クラウン)を 紹介 します。

(e max(イ ーマ ックス)と は)

=成

分はニケイ酸 リチウムガラスです。強度は360〜 400mPaと 天然歯(■ ナメル質)の 350mPaに 近 く、天然歯に近い強度、□さ

を持 つている歯に優 しい素材 です。
一コア
フ,イ ′
ヽ

(特 徴)

1オ ールセラミ ックの中で一番透明性が高い

2金 属アレルギ ーを起こさない
3硬 さは天然歯と似ていて歯を傷めない
4歯 肉状態を健全状態に保つことが出来 ろ
メ タル コ ア (金 属 の 上 台 )

フ アイバー コア
(ワ ァイバー糠羅 の上台 )

こんな人におすすめ)
く

1見 た目的に金属を白tヽ ものにかえたい人
□を開けた時などに見え る金属を天然歯のように白く透
明感のあるものに した人にはあすすめ です。

2ア レルギ ーなどによ り金属 を

したい人全身の不定愁

"1除
訴、ア ドビーなどに悩まされている人にもあすすめ
です。

あ らゆる金属イオン、有害金属ミネラルにより難治性の
症状に悩 まされ ている方にはあすすめ てす。

e̲max泊 療の注意点)
く

1神 経のない歯に対して以前は金属製の土台(メ タルコア)が 使用されていること
・ J多 かつたの
ですが、これを金属をまったく使用 しないフアイバーコアという素材を使用することにより
自然な美 しさを表現できます。

2強 度的に奥歯などの咬合力のかかるプリッジ、3本 以上の長いブリッジではダミー連結33で
折れる可育
´性が高いため、用いることができません。 3本 以上の場合はブルコニアをあすす
め します。(池 田)

おすすめスポット

口,ケ ね 13よ る ロ グ ハ ら ア の ケ ー キ &バ ン の 主 右 。
リ トルハー フパイン ト
私が必ず買うのはアンバンマンの形を したバンです。
やわらか ―いバンの中には餡ではなくク リームが入 つて
いて、可愛いのはもちろん、美味 しくて気づ くとな くな
っています。他にも可愛いバンや、タツフィーがデ コレ
ーシ ヨン してあるケ ーキ、 日本一美味 しいといわれるチ
ョコバナナ コルネなどがあ ります。事前予約 でキャラク

9‑の 立体ケ ーキも作 つてもらえます。イ ー トインスペ
ースでは 12:00〜 ランチもlllけ るのだとか。ランチを食
べ て家族 にバンのあ土産なんていうのもいいですね ♪
(馬 場)

(住 所,南 砺市大窪20063

【
営業時間】1000〜 2000
【
定休 日】月曜 日
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中華料理

吉龍

南砺市福光にあ る中華料理の青龍さんを紹介 します。
今回は限定メニューの清水 餃子も頼んでみま した。サラタの
ように食 べ られる餃子で大変あい しか ったです。あ得なラン
チメニ ューもあ ります。南砺市方面へあ越 しの際に立ち寄 つ
てみてください。 (10,D
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この金魚は、娘が更祭 りの金魚すくいて 5匹 ずくってきた
うちの 1匹 です。 ほかの 4匹 は次 々と死んで しまい ま したが、
この 1匹 だけは 7年 間生存中です.
今は当初の 10倍 ほどの大 きさにもな りま したが、饉は毎
日 1回 だけです。この程 々の 量が長生 きの秘訣なの でしよう
か ?そ う思うと、自分の食事も程 々に した方が無病息災で長
生きできるかも しれないと思う、今 日この頃で仕方あ りませ
ん。 (生 日)
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富山県南砺 市福光 168 80763524513
営業時間
11 :00‐ 15:00
17:00‐ 21 :00
月 〜金
11 100‑21 :00
上 日祝
定休 日
隔週 月曜 日

あ気に入り

キス キス釦 り大会
7月 9日 、三歯会によるキス
大会が開催され、 トナミデ
ンタルからは 6名 参力]し ました。
'￨り
今年は例年よりもつ
勺れていないという前情報通 り、なかなかビ
ットが続かず、自分は42匹 しか釣れませんでした。 しか し、み
んなと,勺 tlが できて楽 しかったので、また来年も参力0し たいで
す。 (米 原)
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中囁 華 :色 の う0メ ン
〜石u瞑 金猥市「再ヨJ―
"=手
ー
前回「ラ メン藤Jに 続いて、僕がオススメするラーメン屋
さんは石川県金沢市大額にある「真打Jで す。
系統は家系ラーメンです。僕はいつも真打ラーメン は 油豚
骨)を 食べます ! 太麺ベースでコンがあリスープが結みつい
て、とても美味しいです。ライスを注文すると刻みチャーシュ
ーがついてくるのですが、それがまたたまらなく美味しいです.
ぜひ食 してみてください !(^´ )(中 嶋瑛)
オススメ度 ☆☆☆★☆
【
住所】石川県金沢市大額3184
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TEL】 0762988822
【

普段あまり供0ろ 機会の無いトナミ
デンタルの取り組みや、社員の仕
事の様子などを見ることが出来ます。
ぜひご覧ください。

Э回のランチマツプは、砺波市にあるうどん屋さんを紹介したかつたのですが、お店の方に断られ
てしまいました。看板もなく大きな道沿いにあるわけでもないお店ですが、お客さんで賑わってい
ました。紹介させてもらえず残念です。
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(細 りD

