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▲2017年 11月 外装リフォーム&改築

おかげさまでRENEWAL
今年、社屋の外壁をリフォームいた しました。併せて1階の駐車スペースを事務所に変更する工事

も行いました。当社が、現在の場所に会社を建てたのは今から30年前で した。当時を振 り返ると、

ラボを初めて5年 目、社員4名 の時で した。銀行さんの勧めもあり、かな り思い切った投資で したが、

あまり心配はなかったです。やはりこれからという期待が大きかったのだろうと思います。

30年たって節 目の年に改装できたことを誇 りに思うとともに、一緒に苦労してくれたみんなを労い

たいと思います。 (黒田文彦 )
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▲1987年 3月新社屋完成



第 38回 全国 保健大会

よ<噛み、 <食 べ 、 よ <生 き る 。到 菫康寿命延伸はお口から一

歯

よ

11月 11日、富山県民会館にて第38回 全国歯科保健大会が開催されま

した。特別講演では、菊池桃子さんが「長寿社会を笑顔で過ごす～大

人の学びで見つけたヒント～」をテーマに、40歳で大学院に進学され

た経歴から、好奇′卜を持つことの大切さについて講演されました。

また、アトラクションでは富山グラウブーズのダンスチームによる

ダンスパフオーマンスも披露されました。

歯科医療に携わる会社として、歯と□腔の健康を通じ、健康寿命の

延伸に少しでも貢献することができればと思います。 (福丼)

レクリエーション

9月に社内のしクリエーションで、射水市にある「匠の里」

へ陶芸体験に行つてきました。

粘土でコップやあ皿など自分の好きなものを作り、それぞれ

個性があつて面白いものができたと思います。焼き上がりは

1ケ 月後で、完成した作品を見て、みなさん満足した様子で

した。普段なかなかできない体験ができて、良かつたと思い

ます。 (工藤)          ,,・ ‐―一‐‐饉な

あすすめの1冊

「 八 腿 烏 シ リー ズ 」 阿部 智里・著

私が友人の読んでいた本をなんとな <、 書店で見かけて読

んでみたのです。最初は四つの家の姫君からお妃を選6物語

から始まりました。ただそれだけ…のはずが、中盤からは人

がいな<なったり、殺人が起きたり。思いがけない展開と意

外な犯人に唖然として何度も読み返してこの世界 |こ すつかり

ハマつてしまいました。

次作「烏は主を選ばない」からは、本格的なこの小説シリ

ースの本筋に入つていきます。どの作も登場人物の背景や物

語の展開を丁寧に書いてあ

ることや、伏線の回収、と

ても楽しあことができまし

た。そして最新作6巻「弥

栄の烏」は、この「八腿烏

シリーズ」第一言6完結作と

なっています。

私はこのシリーズを読み

切りたいがために夜遅<ま

で、読み切るまで止まらな

かった面白さを誰かに共感

してもらいた<てうずうず

しております !(笑 )

(黒田理絵 )
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ジルコニアセラミッククラウン&フルジルコニアクラウン
くジルコニアとは?>
身近なところでい<と 白いセラミック製の包丁などにも使われており、とても丈夫で使い勝手のいいセラミックなのです。

今までの治療では、歯の被せ物には金属やセラミックが使われるのが―般的でしたが、金属では溶けだした成分が歯茎を変色

させたり、―般的なセラミック素材では強度が足りずデメリットが目立ちました。そこで、近年注目されているのがブルコニ

アです。

くメリッ ト>
①金属やセラミック以上の強度

②白<透明感があり、目立たない

③色が変わりに<い

④幅広い治療範囲

⑤金属アレルギーにならない

くデメリッ ト>
①硬すぎて咬みあわせる相手倶」の歯を傷める可能性がある

②歯を肖」る量が少し多い

【ジルコニア+セラミック】
ブルコニアをフレームとし、表面に別の種類のセラミックを盛りつけます。

特徴としてはフレームにブルコニアを使用する事により、強度を保ちつつ、透明度の

違うセラミックを数種類盛りつけることにより自然な透明感や歯の質感を出します。

ブルコニアを使用した補綴物の中では固さと審美性のバランスが取れており、一番主

流となっているブルコニアのセラミックとなります。

■ジルコニア十セラミック

(レイヤリン効

/他のセラミック

ノ カレコニア

フレームをジルコニアに

して表面に透明感のある

支合歯  セラミック盤 付けます。
劉フルジルコニア

/勁 レコニア

全て勁レコニアで

表面を研磨して滑ら加こ

支台歯   
します

【フルブルコニア】
ブルコニアを肖」りだして製作をするため、

1当然全てブルコニアで出来ています。しかし、ブルコェア自体にはあまり透明感が無いので、

:天然の歯の質感には遠<及びません。そのため、奥歯で歯が薄<なつている方には非常に良

|いものとなりますが、前歯や奥歯でも十分にスペースの有る場合は 【ブルコニア+セ ラミッ

| ク】の方をおEllめ致します。  (池田)
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IMONO KITCHEN{ィ モノキッチン)

高岡市、オフイスバークにある鋳物メーカー、能作のカフェ

鳳MONO KI丁 CHEN』 を紹介します。

このカフェでは、能作の錫の器で食事を楽しあことができます。

今回は、職人のカレーセットと自家製ピザセットを注文しました。

セットメニューには、15種類以上の採れたて野菜サラダ、ピクル

ス、自家製ドレッシング2種が付き、とても彩りよ<、 沢山の野菜
をいただ<ことができました。カフェだけでな<、 能作のギヤラ
リーショップや体験コーナー、富山県のPRコ ーナーもあり、いろ

いろ楽しむことができる施設です。 (中川)

な観 燒́ ‐1雖 ミ

高岡市オフィスパーク8-1

【TEL】  0766-63-0050

【営業時間】10:00～ 18:00

(1730ラ ストオーダー)

【定休日】年末年始

お気に入り

今年 1月 に我が家にやってきた猫の「はる<ん」と、3月 に

やつてきた犬の「らんちゃん」です。

猫のはる<んは1歳になったばかりで人間の年齢では17歳 <
らいだそうです。とてもやんちゃで元気に家の中を走り回っ

ています。

犬のらんちゃんは7歳で人間の年齢では44歳 <らいで、まん

まるの目でいつも愛嬌をふりまいています。

そんな2匹 が愛おし<、 毎日仕事から帰ると、この子たちに

癒されています。 (中川):

イ

【住所】〒939-1119

色々釦れます、秋～冬の富山湾
初夏から秋にかけてはハゼが釣れるので、先日も18寺間<らい

行つてきました。

ェサでも釣れるのですが、ルアーのワームを使つて釣ると、より

03っ た感があって楽しいです。鉤つたハゼは天73iら や唐揚げにし

て食べました !

富山湾に感謝したい

です !(米原)

呵Dl曜:=革
=色

のう―メン簑澪手#.3.1

～石出目金lR市『ら一めわほくじわJ～

前回「真打」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

片町にある「ら一めんほ

<しん」です。

僕が最近一番はまってい

るのがこのラーメン屋さ

んで、お気|こ 入りは豊富

なメニューです !色 々な

味があり、また今度は違

う味を食べに行こうとな

ります。深夜まで営業し

ているので、仕事が遅<
終わリラーメンが食べた<なつても大丈夫です(^^)笑

ぜひ食してみて<ださい 1(^^)(中嶋瑛)

オススメ度 ★★★★☆

【住所】金沢市片町1-5-25 アバNo.1ビルlF

【丁EL】 076-232-6004

編 集  気がつけば「平成」も30年になりますが、31年で幕を閉じることとなり、新たな元号に変わるよう

後 記  です。はたして、どのような元号になるのでしようか。 (福井)

ホームベーブhttp://tonami― dl.jp/
普段あまり知る機会の無いトナミ

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<ださい。
メールアドレスinfO@tonami― dl.jp
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