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夕暮れ時は空を見て、時が経つことを知ります。空には刻々と変

化する時の姿が映し出され、その姿はひとつとして同じものはありま

せん。今日も鳥は弧を描き、雲は流れ、風はどこかの国の旗を翻して

いました。ぱたぱたぱた。あんなに暑かった日々が嘘のように涼しい

風がすーっと頬をなでていきます。そんな時ふと、季節が変わったの

だと想い、また空を見上げます。 
「海が海であるための要件は？」と尋ねた時に、ある人はこう

答えました－「空です」。あんなに圧倒的な力でもってこの世界に存在している海でさ

え、海岸に打ち寄せる時は柔らかな波となり、穏やかな挫折を絶えず繰り返します。私

達が海の本当の孤独を知らないように、空の厳格な冷たさや果てしない空虚を知りませ

ん。ですから自然が私達の近くに寄り添う時には、ほんの少し優しくしてくれているの

かもしれません。 
あともう少しで太陽は沈み、その光も届かなくなります。そうして静かに夜の帳は訪

れて、長い夜を人々の下へと運んでいくのです。（風子） 
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ＫＵＩＮＡセンターツアーⅣ 
 

 

 

今月は、地域生活支援センターの調理室をご紹介します。 

前号でご紹介した喫茶店【Café de Rois】に隣接した調理室には、 

壁に沿って大きな二層式のシンクと 

業務用のガス台が備え付けてあります。 

 

そして部屋の隅には冷蔵庫、 

窓際の大きな作業台、 

その作業台にはオーブンが設置され、 

さまざまな調理器具や材料は、 

順序よくそれぞれのポジションで 

自分たちの出番がくるのを待っています。 

 

調理室の大きな窓を開けると、 

木々が気持ちよさそうに揺れているのが見えます。 

おいしい空気が調味料となり、 

リラックスした気持ちで調理に臨むことができるのです。 
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＜今月の出来事＞ 
食欲の秋です。8 月 21 日には、センターの敷地内でバーベキ

ューと花火大会を行いました。参加者は 15 名。昨年までは、国

立ひたち海浜公園、ポケットファームどきどき等、外でバーベキ

ューを行っていましたが、この 4 月、『せっかく広い土地に引っ越

してきたのだからもったいない』ということでセンターの敷地内

で行うことにしました。 

厚い牛肉の炭火焼は一人限定 1 枚、その他にから揚げ・鳥のも

も肉・フランクフルトに焼きそば・サラダ。みんなお腹いっぱいになりました。 

事前にアンケートをとって「どれくらい食べたいか」を小

盛・中盛・大盛の中からメンバーさんに聞いたところ、ほと

んどの方が『大盛』と記入していました。材料を買い出しに

行ったスタッフは皆が喜んでくれるようにいかに少ない予算

で沢山買うかで大変でした。 

 

 

 

片付けをし、ひと休憩した後は、花火大会を行いました。ちょうど、

ひたちなか市でも、花火大会を行っており、夜空から響いてくる『ド

ーン』という花火の音と共に、KUINA のメンバーさんたちも打ち上

げ花火を何発も上げ、線香花火など小さな手持ちの花火も楽しみまし

た。でも、その火花や音に、4 匹のわんこ達もビックリ！！特に『く

いな』と『イヴ』は怯えてしまい、スタッフに助けを求めてよじ登っ

ていました。 

大輪の花火という訳にはいきませんでしたが、

仲間同士で楽しむ花火はどこか懐かしく、それぞれの心の中に良い思

い出として残ったと思います。 

 

 

 

 

太陽の日差しの中に夏の名残を感じながらも、季節は秋へと移

り変わっています。スポーツの秋！オリンピックさながらに各小

学校からは運動会の練習をする子供たちの声が聞こえてきます。

皆さんはどのようにお過ごしでしょうか？ 
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Touring Portrait 
Touring Portrait 

 

 ＭＭｙｙ  ＦＦａａｖｖｏｏｒｒｉｉｔｔｅｅ  ＰＰｉｉｃｃｔｔｕｕｒｒｅｅ

霧ケ峰

富士山

鎌倉の大仏

芦ノ湖

小田原城 

一夜城から見た小田原城 



04‐９ ＫＵＩＮＡ ＣＥＮＴＥＲ ６

  
 
 

夏も終わりそろそろ食欲の秋到来ですね♪食べ物のおいしい季節は自然とウキウキしてきますよね！？秋

の味覚で私は秋刀魚と梨とサツマイモが大好きです。特にサツマイモは大好きで、蒸して食べたりリンゴと一

緒に煮て食べたり週に 4～5 回は食べます。 

ということで、今回も私の好みに合わせてサツマイモについてに話したい ⁰ ‿ ⁰と思います。（ ） 

★サツマイモのこんなコトあんなコト★ 
①サツマイモは他の芋と比べて熱量は多めですが、たんぱく質はジャガイモ芋の 1/2、里

芋の 1/3、で脂質もほとんどありません。 

②サツマイモの特徴の一つとしてイモ類の中でもカルシウムを多く含んでいることがあげ

られます。特に皮部には肉質部の５倍程度の濃度で含まれています。皮ごと食べる事で

重要なカルシウム供給源になります。 

③サツマイモは蒸す事によって甘みが増します。電子レンジで加熱調理した物と比べ約三

倍、甘みのもととなるマルトースという成分が多くなります。 

なぜ・・・・？？ 早く内部まで高温に達してしまう調理法ではマルトースの生産が少なく

なってしまうのです。 

④サツマイモには食物繊維が多く含まれています。便秘解消作用、血液中のコレステロー

ル低下作用、血糖値をコントロールする働きがあります。 

 

★サツマイモの中華風焼きもち（4 人分）★ 

サツマイモ（皮むき）・・150ｇ  ①サツマイモは適当な大きさに切って柔らかく蒸し、熱い 

薄力粉・・40ｇ           うちに裏ごす。 

砂糖・・大さじ 1         ②ラード、砂糖、卵黄を加え混ぜ、粉を加えて、直径 4cm 

卵黄・・1 個分           位の棒状にし 1cm の厚さに切る。 

ラード・・大さじ 1        ③切り口にゴマを付けてフライパンで上から軽く押さえな 

黒炒りゴマ・・適量         がら焼き、裏返して焼く。 

サラダ油・・適量                       一度試してみてね 

がんばれぇ♪♪ 
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皆さん、こんにちは。今月も色々とセンターの情報をお伝えします。さて、先月の情報館では、パソコン

教室の内容などをお伝えしました。今月号も先月とはまた違った内容でパソコン教室の事を色々とお伝え

いたします。 
 
 

 
 

ＫＵＩＮＡセンター・パソコン教室での参加希望者は、どなたでも受講することが出来ます。例えば「パ

ソコンに触って見たい」・「やってみたい」と思う方はもちろん、「パソコンの事をもっと知りたい」・「色々と

覚えたい」と言う方も受け付けております。 
教室に参加していただいている方には、それぞれ進み具合が違ってくると思います。

先へ先へと進んでいくとわからなくなります。そこでパソコン教室では、一人一人に

パソコンを理解してもらいたく『わかりやすいパソコン教室』をモットーに日々行っ

ています。 
 
 
 

今月号の特別号として、実際にパソコン教室を行っている様子を掲示しました。 
お時間がありましたらご覧ください。 
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こころの処方箋  

「臥薪嘗胆」 

＜がしんしょうたん＞ 

復讐のために辛いことにも耐え忍ぶこと。 

将来の成功することを信じて、長い間苦しみに耐えること 

 

越
えつ

の国と呉
ご

の国は、何十年にもわたって抗争を続けていました。そんな中、越
えつ

の国は勾践
こうせん

が新しい王にな

り、チャンスだと思った呉
ご

王の闔閭
こうりょ

は一気に越
えつ

に攻め込んだのですが勾践
こうせん

の奇襲作戦によって呉
ご

は破れ、

闔閭
こうりょ

は戦いで負傷してしまいました。その傷がもとで闔閭
こうりょ

は命を失うことになり彼は死ぬ前に息子の夫差
ふ さ

に

「この恨みを一生忘れるな」と言い残しました。夫差
ふ さ

は、いつかきっと復讐してやる、と強く誓い父が殺さ

れた恨みを忘れないために積み重ねた 薪
たきぎ

の上に臥
ふ

せ（寝）て、毎日その痛みに耐えていました。さらに、そ

の部屋に人々が出入りするたびに、「夫差
ふ さ

よ！おまえは父が越
えつ

の国にやられたのを忘れたのか！」と声をか

けさせるようにしました。数年後、今度は勾践
こうせん

が呉
ご

の国に攻め入りましたが辛い思いに耐えてきた夫差
ふ さ

は、

見事に越
えつ

を打ち破りました。負けた勾践
こうせん

が命乞いをしてきました。部下の伍子胥
ご し し ょ

は「絶対許してはならない」

と忠告しましたがもう越
えつ

にはほとんど力が残っていないと感じた夫差
ふ さ

は勾践
こうせん

を助けることにしました。 

助かった勾践
こうせん

は、屈辱的な敗戦を忘れませんでした。寝起きするたびに獣の胆
きも

を嘗
な

めて、その苦い味をか

みしめました。食事のときも必ず胆を口にして「おまえはあの恥を忘れたのか！」と自分に言い聞かせてい

ました。それから２０数年の年月が流れました。夫差
ふ さ

は弱くなった越
えつ

の国のことなど全く気にせず北方に勢

力を拡大していきました。越
えつ

の国力が回復していることに気づいていた伍子胥
ご し し ょ

は日頃から夫差
ふ さ

に忠告してい

ましたが、あまりにしつこくて怒りをかってしまい自決を命じられてしまいました。伍子胥
ご し し ょ

は「私の墓のそ

ばに 梓
あずさ

の木を植えてくれ。それで夫差
ふ さ

の 棺
ひつぎ

が作れるようにしておこう。それと、私の目玉をえぐり出して

門に掲げてくれ。越
えつ

の軍が呉
ご

の国を滅ぼすのを見届けたい。」と言い残して自らの命を絶ちました。夫差
ふ さ

は

怒り狂い、伍子胥
ご し し ょ

の遺体を長江に投げ捨てました。力を蓄えた勾践
こうせん

は呉
ご

の国に攻め入り、都を取り囲みまし

た。夫差
ふ さ

は和睦を申し入れて命乞いをしましたが、勾践
こうせん

は絶対許すべきではないという部下の忠告を聞き入

れて許さないことにしました。夫差
ふ さ

は、「私のために、国を思って必死で忠告してくれていた伍子胥
ご し し ょ

にあわ

せる顔がない・・・・」と思い、顔を布で覆って自らの命を絶ちました。 

こうして、呉
ご

の国は滅びたのです。 
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☆☆よもぎ団子の一人歩き☆☆☆ 
皆様こんにちは。友人と食事に行った時、注文しようと思っていたメニューと同じものを先に注文されてしまったら、違うもの

を注文しますか？私は違うものを注文します。楽しみが減るような気がして・・・。 
さてこのコーナーではちょっとした実験と体験を皆様に提供していきたいと思います。例えば、プリンにしょう油をかけると

“うに”の味になるという話を実際に体験してみるとか、あいそうにもない食品同士をあわせて食べてみるとか、言いかえれ

ばチャレンジコーナーです。 
 

 
 
 
 
 
 

今月は、先月に引き続きパーティなどで役に立つ（？）メニューをご紹介します。それはなんと

「ギョーザ」です。「何言ってんだいギョーザなんかありふれているじゃねーかよ」と思わないで

下さい。ギョーザはギョーザでも、中身が重要なのです。友人と色々な具材を使ったギョーザパ

ーティを開いたとき、「バナナ」を使ったギョーザを作った所、大変盛り上がりました。作り方は、

一口くらいに切ったバナナをギョーザの皮で包みます。後は、フライパンで焼くだけです。実際

に食べてみた感想をのべます。 
 

①見た目 ・・・ なんてことはない普通のギョーザです。 
②食 感 ・・・ ギョーザの皮のパリッとした感触の後、バナナ特有のねっとり感が口いっぱい

に広がります。 
③ 味  ・・・ バナナです。デザートなのかおかずなのかよく分からなくなりますが、まずいと

は思いませんでした。むしろ、バナナの甘酸っぱさが感じられ、普段食べている

バナナとは一味違った味が楽しめます。焼きギョーザにするよりも、揚げたほう

がデザートっぽくなるかなと思いました。 
 
反省 

反省というよりは、意外と楽しくおいしく頂けたので、めでたしめでたしという感じです。 
今度は違った食材で試してみたいです。 
 

なぞなぞのコーナー 

世の中には野球、卓球など色々な球技がありますが、やればや

るほどお腹いっぱいになる球技はなんでしょう？ 
※答えは次回発表します。 

 
※ 先月の問題と答え・・・とある場所の小学生たちが学校の中で輪になって遊んでいました。ところが次の日にその小学生

たちにある症状が現れてしまいました。それは何でしょう？ 
答えは、学校の中で輪になっていたので口内炎

．．．
でした。（学校の中＝校内、輪＝円なので校内円） 
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レクリェーションは楽しい仲間作り、体力作り、機能訓練、には欠かせないものです。 
今回のレクリェーション（健康体操）は・・・となり組体操。ドリフの曲に歌詞とあわせ

て写真のように動いてみてください。とてもよい運動になります。 
 
 
 
 
① トントントンカラリット肩をたたき 

両手を上げましょ おろしましょ 
お首をぐるりと回しましょ 
胸を張りましょ 大あくび  アー 
 
 
 

② トントントンカラリット肩をたたき 
  手首回してぐるぐると 
  ついでに肩まで回しましょ 
  上を向いたら大あくび  アー 

 
 

③ トントントンカラリット肩をたたき 
  ひらいて握って 膝たたき 
  ついでに腰までたたきましょ 
  背筋伸ばして大あくび  アー 
 

 
④ トントントンカラリット肩をたたき 
  伸びてちぢんでくり返し 
  首筋もみもみいたしましょ 
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皆さん秋ですね。秋といえば・・・食欲？読書？運動？何を連想しますか？ＫＵＩＮＡのゴールデ

ンたちは、食欲と運動かな？！まだまだ暑い日が続きますが、涼しくなる秋が楽しみですね。 
今月の図鑑は、ゴールデンのからだのお手入れです。 

 
 目の手入れ  

 
ゴールデンの目は、健康的な目だとパッチリしていて、くすんだピンク色の粘膜が輝

いています。目ヤニなどは、ぬらした脱脂綿などで取ってあげたりします。常に目ヤニが

付くような 状態でしたら、その原因を考える必要があります。角膜に傷がついてたり、

ゴミが入っていたり・・・もしゴミが入っているようであれば目薬などをつかって洗い流し

ます。目は、とても大事なところです。毎日欠かさずチェックして下さい。 
 

 歯の手入れ  
 

成犬になったゴールデンの歯で注意することは、頬の内側や口の皮膚のたるみのあ

いだに食べ物のかすがたまりやすく、歯石が付着しやすいので、毎日口の中を確認し、

時々（週１回）は、ガムや軟骨・骨などをかじらせたり、歯磨きや歯茎のマッサージをする

ようにしましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 歯磨き・・・最初のうちは指にガーゼを巻き、口に中に指をいれます。ガーゼで歯を

磨きます。口の中に指を入れることに抵抗しなくなったら、歯ブラシをつ

かいます。わんちゃん用が、ペットショップで販売していますのでそれを

使用します。 
※ 歯茎マッサージ・・・マッサージは、指にガーゼを巻き、口に中に指を入れ歯茎をマ

ッサージします。マッサージも定期的に行って下さい。 
 

歯磨きの他に、ガムや骨とありますが、骨は鶏以外の骨をあげましょう。わんちゃん

の口臭がきついと感じた方は、歯磨き不足かお腹に異常があったりしますので、獣医さ

んの所へ行ってみて下さい。 
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 爪の手入れ  

 
爪は、走ったり歩いたりするのにとても重要です。犬の爪は、切らないで伸びると中

に通った血管も一緒に伸びます。そうなると血管まで切ってしまうのです。そうならない

ようにこまめに切ってあげましょう。ゴールデンには、クリッパータイプがオススメです。     

（右下写真参考） 
爪は、どこまで切っていいの？？とお思いの方は次の文を参考にして下さい。   

 
 白爪のわんちゃんは、ピンク色の部分まで血管が

ありますから、その手前で血管を切らないように

爪を切ります。 
 黒爪のわんちゃんは、血管が見えないので、白爪

の長さを参考にして切ります。 
自分ではちょっと・・・と思う方は、動物病院やトリミ

ングを行っている所に連れて行ってみてください。 
 
 

 耳の手入れ  
 

ゴールデンの耳は垂れているので、耳の中は汚れやすく、じめじめしやすいので、耳

の中を清潔に保つようにしましょう。耳の中を見て、黒っぽい脂のかたまりのようなもの

がついていたら、コットンにわんちゃんの耳そうじ専用のローションをつけて、内部をき

れいにします。汚れがひどいようでしたら、イヤーロー 
ションを耳の中に入れて、耳の後ろから押すように

します。すると、中から汚れが出てきますのでコットン

などで拭き取ります。綿棒などでほじくりすぎてしまうと、

内部を傷つけることもありますので気をつけて下さい。

また、汚れがひどい場合には、内部に耳ダニが発生し

ていたり、炎症をおこしている可能性がありますので

獣医師に相談をしましょう。 
 

 皮膚と被毛（コート）の手入れ  
 

皮膚を清潔に保つことは一番大切な事です。これには入浴と

ブラッシングの２つの方法があります。入浴はとくに臭ったり毛

がベトついたりして汚れている時以外必要はありません。ほとん

どは、毎日のブラッシングで解決しますが、定期的にシャンプー

をしてあげるとゴールデンも喜ぶと思います。 
 
※詳しいブラッシングと入浴（シャンプー）の仕方は次回の・・・

【ゴールデン・レトリーバー図鑑④】でお教えしますのでお楽し

みに！ 
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今月は、最年長でわんこたちの中で一番小さい“ハッピー”ちゃんです。ハッピーは、ラッキーのお母さん

でラッキー同様に迷っていたわんちゃん。名前の由来は、とてもハッピーなわんちゃんなので“ハッピー”と

なりました。 

 

                            最近のハッピー 

最近のハッピーは、お散歩の時間が待ち遠しく、 

時間が近づくとワンワン吠えます。誰にでも 

人懐っこく愛嬌たっぷりです。毎日、日向ぼっこを 

しながらたくさんお昼寝をしています。 

                              

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

日中、犬舎内で過ごした４匹は、夕方になるとお散歩の時間です。 

夏場は 17 時頃から、冬場は 16 時頃から始めます。散歩コースは 

朝と同じです。順番は・・・くいな→イヴ→ラッキー→ハッピーの 

順です。たまにくいなとイヴは一緒に遊びます。とても嬉しそうに 

はしゃぎます。２匹が一緒に遊ぶと、ものすごい勢いでセンターと 

寮の間の芝生を走り回ります。 

遊んだあとはいよいよ待ちにまった夕ご飯の時間です！ 

 

 

次回は・・・イヴの故郷に行って来ます。お楽しみに！！ 


