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☎03-3930-8211
練・光が丘２-４-11-101
光が丘公園駐車場前
yamada-sikaiin.com/

●診療時間	平日		9：30〜 13：00
	（予約制）	 	 14：30〜 18：30
	 土曜		9：30〜 13：00
●休診日／	木曜・日曜・祝日
※受付時間は診療終了の１時間前まで

一般歯科　 小児歯科

一般歯科・小児歯科
矯正歯科（成人・小児）・インプラント

髙梨歯科クリニック

診療時間	 AM	9：30〜 PM	1：00
	 PM	2：30〜 PM	7：00
休 診 日	 木・日曜・祝日

☎ 5998− 8211
練馬区光が丘３−７−１− 103
◆衛生士・アシスタント募集中◆

一般・小児・矯正歯科
夜8時半まで受付（水曜・土曜除く平日）

光が丘デンタルクリニック船坂
練馬区高松５-13-１（P有り）
☎5393 - 0711

歯科治療について
不安・疑問・お悩みなど
お気軽にご相談ください

暑中お見舞い
� 申し上げます
� 2020年　盛夏

〒175−0094  板橋区成増１−14 −13 池田ビル３Ｆ
TEL. ０３（５９９７）１１８８

http://www.s-ortho.com
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笑いヨガとは ･･･
　笑いながら行うエクササイズと、深呼
吸を組み合わせた健康体操のこと。笑う
と体や脳にたっぷり酸素が取り込まれるの
で心身共にスッキリ！　1995 年にインドで
生まれ、今や世界 100 か国以上に普及し
ています。年齢に関係なく手軽にできる
のが魅力です。

笑うとイイコトだらけ！？
　笑うことにより、がん細胞やウイルス感染細胞
などを攻撃するリンパ球、NK（ナチュラル・キラー）
細胞の数が増えて活性化されるため、免疫力
が高まると言われています。また、ストレス
ホルモンの分泌が抑えられたり、脳の血流量が
増えて脳が活性化したりと、良いことずくめ！
　目を合わせて笑うだけで“幸せホルモン”
と呼ばれるオキシトシンが出るので、コミュニ
ケーションが取りやすくなり、人間関係が円滑
になるそうですよ。

タイマーをセットして笑い続けましょう。
立っても座ってもOK！「はぁ…」というた
め息に乗せるように「ハッハッハッハ～…」
と息を吐いたら、ゆったりと息を吸います。
これを１分間繰り返します。

うまく笑えない時は、心の中で微
笑むだけで OK。吸う息よりも吐
く息を意識すると、より多くの酸
素を取り込めますよ。

「1分間笑い」にチャレンジ！

「あ・い・う・え・お」の口の形で笑いましょう。
顔中の筋肉を使って生き生きと！
あ	 口を大きく開けて「あ～ハッハッハッハッハ～」
い	 口を横に広げて「い～ヒッヒッヒッヒッヒ～」
う	 口を思い切り尖らせて「う～フッフッフッフッフ～」
え	 舌をべーっと出して「え～ヘッヘッヘッヘッヘ～」
お	 びっくり顔で「お～ホッホッホッホッホ～」

息を吐きながら思い切り笑った後は、自
然と息を吸いたくなりますよね！ 意識し
なくても、笑いながら深呼吸ができます。

基本の「あいうえおラフター」

今こそ「笑い」の
チカラで元気になろう！

自粛生活の影響でストレスが溜まったり、

マスクの下で表情が固まったりしていま

せんか？ そんな悩みは「笑い」で解決!

笑いヨガの活動をしている蓮池さんに、

「笑い」の効果と簡単なエクササイズを

教えていただきました。

「ねりまっハッハッハッハー」
代表  蓮池 龍三さん

月に２回、練馬区役所で笑いヨガ
の講座を開催（現在は休止中）

家で簡単にできる笑いのエクササイズをご紹介します。
家族と一緒に笑っても、1 人で笑っても OK！ 
作り笑いでも効果は同じなので、うまく笑えなくも大丈夫！
楽しみながら Let's スタート！

おうちでチャレンジ！ 笑って健康になろう

講座の様子
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笑って気分よく１日をスタート！
①	両手を頭の上に上げて伸びをするように
ゆったり息を吸い、「あはははははー」と
息を吐きながら笑います。

②	寝たまま両手両足を上げ、ぶらぶら揺ら
しながら「あはははははー」と笑います。

③	足と手を下ろし、「あはははははー」と笑
いながら、手のひらで肩や体、太ももを
軽～くトントン、マッサージ。

朝起きたら布団の中で

鼻歌を歌うように歯みがきしながら
笑っちゃおう！
①	奥歯は「あははははは」♪
②	横の歯は「いひひひひひ」♪
③	前歯は「うふふふふふ」♪
※歯みがき粉は使わずブラッシングのみで行いましょう。

歯みがきしながら

掃除機をかけながら、ドライヤーを使いなが
ら、ミキサーを回しながら…音に紛れて大き
な声で笑ってみましょう！
マイペースでゆっくりと息を吐きながら「あ
はははははー」と笑ったら、息をゆっくり大
きく吸う…を繰り返します。

音と一緒なら笑いやすい !?

日常生活にも
笑いを！!

★ヨコのカギ
１.	 ランドマークとなっていた配水塔があった、板橋区の町
６.	 国産第１号のコンビーフのブランド名
７.	 水車公園がある、板橋区の町
９.	 区指定登録文化財の「鐘楼門」がある、練馬区中村の寺
11.	 Nintendo	Switch「あつまれ	どうぶつの森」で、
	 毎週日曜にカブを売りに来る動物の名前
12.	 貴族の男性が狩衣（かりぎぬ）や直衣（のうし）の下に着た
	 衣服のこと
13.	 満月のあとの半月、○○○の月
15.	 マンガ「ベルサイユのばら」の時代背景はフランス○○○○
17.	 金銭・物品などの使い道
18.	 練馬区豊玉北の豊玉公園の愛称、○○公園
19.	 春が過ぎても鳴いているウグイスのこと

★タテのカギ
１.	 練馬区練馬にある十一ヶ寺にある、東京都指定有形文化財
	 「○○蘭山墓」
２.	 いいかげんに物事を済ませてしまうこと
３.	 鉱石から金属を取り出し、精製する技術
４.	 小田原○○○○○、○○○○○アンコウ、鼻○○○○○
５.	 サンツ中村橋商店街のマスコットキャラクター「ニャンピー」の宝物
８.	 あとからさらに書き足すこと
10.	 アイボリーを日本語で言うと…？
11.	 水面に浮かぶ泡
13.	 インターネットラジオ・練馬放送で「Kacce におまかっせ！」の
	 コーナーがある番組のパーソナリティー
14.	 日本で一番多いと言われている名字
16.	 株全体が薬用に使われる、ナス科の落葉低木
17.	 化学式で表すとNaCl

脳をカッセい化！の頭 体 操

1 2 3  4  5

6    7 8

8 9  10  

11   12 12 
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15  16   18 17 

18   19   

二重カッコの言葉を組み合わせると
ある言葉が出てくるよ！

ヒント：竹の葉と桃の花に似ていることから
　　　　名前がついた花

編集室スタッフの体験談
「急には笑えないよ…」と、最初は不自然な作り笑いからス
タート。ところが、「あいうえおラフター」と「1分間笑い」
をやってみたら表情筋や腹筋をけっこう使い、体がほぐれて
きて…。そのうち「何でもいいから笑っちゃえ～！」と何か
が弾け、気付いたらイイ笑顔になっていた（笑）。
やっぱり笑うって気持ちいい！

～笑いヨガを始める前に～
体調に合わせて無理のない範囲で行いましょう。健康上の問題がある方は必ず医師に相談してください。
笑いヨガの効果は最低でも15～20分間笑い続けることだと言われていますが、初めは5秒、次は10秒、
次は20秒…というように、深呼吸を取り入れながら少しずつ進めていきましょう。

答えは
P.31を見てね！

院 長 　 田 村 彰 浩
板橋区成増１— １— １

電話  03 — 3975 —1111（代）

成増産院
産 科・婦 人 科

〈1枚 500円〉

練馬区内共通商品券

練馬区内約1300店舗	
	 で使えます

練馬区商店街連合会
練馬区商店街振興組合連合会
☎03-3991−2241

もらって嬉しい
贈って楽しい

光が丘5-1-1（IMA中央館2階）
みずほ銀行隣のセブンイレブン上
TEL 03 -6915-6600

診療時間など詳細は
www.hikarik.jp

6 月 1日新規開院

光が丘こども歯科・
矯正歯科

休診日：日・祝 ※キッズスペースあり

内科・外科・消化器科・循環器科・神経内科 ／ 在宅診療

市原外科内科

田柄 1-1-12		南田柄バス停そば ☎3939-3357

・心電図
・ホルター心電図
・負荷心電図
・腹部超音波検査
・レントゲン
・胃透視
・電子内視鏡（胃・大腸）
・心臓超音波検査

検 査

午前9時〜12時 午後3時〜6時
休診／日曜・祝日、木・土曜午後

診療時間

★
当院

出光GS南田柄
バス停光が丘

田柄通り

ライフ

環
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平和台駅
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2020
編集室の特集広告

年間予定 各号テーマが異なる企画です 記事広告も
募集中！

（取材・撮影付き）

月刊 Kacceへの広告掲載は編集室まで！

1 月号	年賀
3 月号	習い事 & 教室 

5 月号	医療機関
6 月号 体を整える
7 月号 暑中見舞い

８月号 終活 
10月号 習い事 & 教室
11月号 便利ダイヤル 
12月号 美と癒やし

 


