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唸りを上げて過ぎ行く風を背に、私達は焚き火を囲んで砂浜に座って

いました。深夜のこの時間帯は一層冷え込みが厳しく、ぱちぱちと火

の粉のはぜる音だけが辺りに大きく響き、そこにいる誰もが寡黙でし

た。炎は何かの象徴のようでした。あらゆる物事の本質のような、と

ても重要な何か。目を凝らし耳を傾け声を潜めなければ知ることので

きない微かなものに。「本当に大切なことは、いつも小さな声で語られ 

るものなのです」私はゆらめく炎をじっと見つめていました。あれは確かに生命を持っ

た炎でした。 

私達の存在を証明するものとは一体何なのでしょうか。私達は炎のように誰かのため

に足下を照らし、温かさを届け、そして全てを焼き尽くし無に帰することができるよう

な絶対的な力を持ってはいません。それでも誰もが一人一人にとって生きる熱源となる

ような“こころの炎”を持ち、それを糧に生きることができるのだと思います。時の風

化から免れたこころの炎はその人の中にいつも存在し、こころの底から温めてくれるの

です。（風子） 
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ＫＫＫＵＵＵＩＩＩＮＮＮＡＡＡセセセンンンタタターーーツツツアアアーーーⅤⅤⅤ   

   

 

 

 

 

 

今月は、地域生活支援センターの【静養室】をご紹介します。 

 

センターを利用する方の中には、ひとりの時間をのんびり過ごしたい、 

 

ちょっと横になりたい・・・などと来所される方もいます。 

 

静養室は、その名のとおり静養を目的とした方の居場所になるところです。 

 

面接日にはメンバーさんと面接者がゆったりお茶を飲みながら、 

 

お話しをすることもあります。 

 

部屋の中には、やさしい色合いの机と椅子、 

 

奥の大きな窓のそばにベッドがあります。 

 

その大きな窓からは、やわらかい陽ざしとともに爽やかな風が入ってきます。 

 

大きな窓の向こう側では、ポカポカ陽気の昼下がり、 

 

ワンちゃんたちがのんびりとお昼寝をしています。 

 

その姿に、私たちの気持ちもなごむのです。 
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秋の空。はっきりしない、変わりやすいお天気が続きます。

日本各地で大雨や台風の被害が出ていますが、秋は実りの秋。美

味しい素材を作るのは太陽と雨の恵みがバランスよく保たれる

ことです。私たちもバランスの取れた生活を送りたいものです。

 
 
 
 
 
 
 
 

＜今月の出来事＞ 
 今回は行事報告です。9 月 30 日（木）に、9 月と 10 月合

同の誕生会を行いました。なんと誕生月のメンバーさんだけで

15 名！！そのうち参加された誕生月メンバーさんは６名です。

全体の参加メンバーさんは 17 名で過去最高の出席率となりま

した。 

新しいメンバーさんが増え、お互いに知らない顔・初めて見る顔も多かったようです。 

親しくなるためには、まずは自己紹介から…誕生日をお祝いしてもらったメンバーさ

んたちは、照れながらも一言ずつ挨拶をしました。自分の言葉で話すのは難しいもの

ですね。その後はそれぞれ、カラオケやおしゃべりに花を咲かせたようでした。 

 

ミニシアター 

 
先月号では、号外でお知らせさせていただきましたが、当センターでは日本盲

導犬協会からパピーウォーカーを行う機関として決定の連絡をいただきました。 

早速、我々スタッフとメンバーさんがそれぞれに、このことを大きな出来事で

あると再認識し、モチベーションを高めるために毎週土曜日に上映しているミニ

シアターで、つい先頃大ヒットした映画『クイール』の鑑賞会を開きました。 

一匹のラブラドール･レトリーバーの子犬が、立派な盲導犬としてパートナーの心の支えとなって人

生を共に歩み始める姿に、観ていた皆が涙しました（T-T）。 

『映画は一人でゆっくり楽しみたい』と考える方も多いでしょう。なかには『映画館の大画面でなけ

れば臨場感が得られない』と考えるこだわり派もいるかもしれません。『家のレンタルビデオで 

十分』というあまりこだわりをもたない方もきっといらっしゃるは

ずです。どれかに当てはまった方も当てはまらなかった方も、是非

KUINA センターのシアターに一度遊びに来てみてください。名作

を見て、皆で感動を分かち合える絶好の場所です。 

 

※別紙として今月の上映予定表を同封しております。 
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Touring Portrait 
Touring Portrait 

 

 ＭＭｙｙ  ＦＦａａｖｖｏｏｒｒｉｉｔｔｅｅ  ＰＰｉｉｃｃｔｔｕｕｒｒｅｅ  

戦場ヶ原 

紅葉の始まり

竜 頭 の 滝

通りがかりで見つけた静かな牧場 

 

川俣温泉間欠泉 
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秋も深まってきました。おいしい物が増え、美味しいものが増え、まさに食欲の秋ですね。嬉

しいような・・嬉しいような・・ためらうような・・・複雑な気持ちで毎日ガツガツと秋の味覚を満

喫しています♪その結果体重計にここずっと乗れずにいましたが、このままではいけない！華の

２０代が・・（хх）と思い直し縄跳びを毎日６００回・腹筋を寝る前に３０回やり始めました。 
効果の程はまた来月お知らせします！！お楽しみに☆(＾＾)☆ 
そこで今回は美容に良い胡桃のご紹介をしたいと思います♪ 

★くるみの美容や体にいい所★ 

主な効能は： 動脈硬化・貧血・便秘・整腸・美肌・精神安定・老化防止 

主な栄養素： ビタミンＢ1・ビタミンＥ・カルシウム・鉄 

栄養と薬効： 主成分は良質で吸収の高いたんぱく質。脂質の７割近くはリノール酸やリノレ

ン酸など良質の不飽和脂肪酸で血管に付着したコレステロールを取り除く、

老化防止、動脈硬化、美肌作りなどに役立ちます。 

調理のポイント： くるみ 1 個は 35kcal あるので食べすぎるとカロリーの取りすぎになってし

まいます。そこで細かく刻んで使うのが食べすぎを防ぎ有効成分の吸収

を高めるコツです。揚げ物の衣に加える・野菜サラダに振り掛けるなどの

調理法が良いと思います。今回はくるみ和えを紹介したいと思います。 

 

 春菊のくるみ和え 

材料              作り方 

春菊    一束        ①春菊は塩を入れたたっぷりのお湯で茹でる。 

塩     少々        ②むきくるみをすり鉢ですり潰し   を加えて更にする。 

くるみ   30ｇ        ③春菊と②にのたれを合わせ、器に盛り付け出来上がり。 

 だし汁  小さじ・2 

 砂糖   大さじ・1       くるみは脂質が多いだけに酸化もしやすい食品です。選ぶ 

 醤油   大さじ・1       時は虫食いのない殻のついた物で重い物が良いです。 
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皆さんこんにちは、センター情報館です。先月のパソコン教室についていかがでし

たでしょうか？さて今月は情報館第一回目でお知らせしましたプルタブでリサイク

ルについては、皆さん覚えていますか？皆さんにもっとプルタブについて分かっても

らいたく今月も情報盛りだくさんでお伝えします。 

 

早速ですが、プルタブ集めの途中報告をします。 

空き缶のプルタブを集めるようになってから、早６ヶ月が経とうとしています。色々な方たち

から集まるようにもなりました。皆様にはいつもご協力ありがとうございます。 

この頃集めている事を心がけてはいるのですが、ついついペットボトルあるいはインスタンド

コーヒーなど飲んでしまうものです（笑）。本当は缶コーヒーとか缶のジュースを飲むほうがいい

のですが・・・。 

只今のプルタブはおよそ３ｋｇ集まりました。ドラム缶に実際開けてみる

とどのくらいでしょうか？私の予想ではドラム缶の底がまだまだ見えるので

はないかと思います。実際やってみてもなかなか集まらないものです。でも

プルタブの一つ一つに大切な意味があると思い集めていきたいと思います。 

 

 

ＫＵＩＮＡセンターでの目標はドラム缶１杯です！！ 

 

 

 

 集めていて分かりましたが、驚く事にプルタブはいろいろな形をしています。少ししか今のとこ

ろ発見できていないのですが、紹介します。 

 

丸いのが特徴です。写真では比べられないのですが 

普段よりは大き目です。 

 

 

普段のプルタブより形が違います。 

色が２種類ありました。 

 
パソコン教室参加者の感想を聞いてみました！！ 

皆さんこんにちは、パソコンを初めて半年くらいになりますが教室では、親切、丁寧な指導に

よって、何とか文章が打てるようになりました。あなたもぜひこの教室へ遊びに来ませんか？今

なら超かっこいい先生が個人指導してくれます。あなたもパソコンが楽しくおぼえられますよ。 

Ｌｅｔ‘ｓ ｔｒｙ！！                     ｂｙ･プゥ太郎 
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ココロの処方箋  

「にくきもの」 

 
 
 

暑い夏の夜、さらに寝苦しくさせるのが蚊。寝ている耳元でブーンと唸る蚊に眠りを妨げられ

た経験は誰しもありますよね。 
『ねぶたしと思ひて臥したるに、蚊の細声にわびしげに名のりて、顔のほどに飛びありく。羽

風さへ、その身のほどにあるこそ、いとにくけれ。』 
と平安時代の才女・清少納言は『枕草子』の「にくきもの」で記しています。『眠たいと思っ

て寝ているのに、かすかにぶーんと唸って顔のまわりを飛びまわっている蚊は、なんて憎らしい

のかしら…』といった意味です。いつの時代も一緒なんですね。 
ところで蚊のエサは血液だと思っている人も多いようですが、実は蚊が吸血するのは、卵巣を

発達させて産卵するためのタンパク源を血に求めるからなんです。だから血を吸うのは卵を産む

前のメスだけ。オスは花の蜜や果物の汁などはもっぱらエサとしていて、メスもふだんは同じよ

うなエサをとります。また、刺す時に唾腺から麻酔物質や凝血を防ぐ物質などを注入し、気付か

れる前に吸血して逃げにかかります。刺されたときのあの痒みはこれらの注入物質によるアレル

ギ－反応のためです。 
そしてなぜ蚊は寄ってくるのか。それは 
① 人の呼気から発散される炭酸ガス 
② 皮ふの匂い 
③ 体温のあたたかみ 

を感知するからだそうです。また O 型が刺されやすいと言われています。 
つまり蚊に刺されないためには、 
① 息をしない。 
② 血液型を A か B か AB にする。 
③ 体温の温度を下げる。 

この三つを守れば蚊に刺されにくくなりますがまず無理。そこで様々な道具が開発されていま

す。殺虫剤や蚊取り線香、虫除けスプレーなどが代表的なものですが、最近話題になったのは蚊

を追い払う携帯電話。蚊のオスは、メスの羽音を感知し、近づいて交尾します。なので排卵期の

メスはオスを嫌うのだとか。だからメスの嫌うオスの羽音を再現して近づけないようにしようと

いうのが原理だそうです。 
季語としての「秋の蚊」は弱々しく哀れなものとされていますが、現実はだいぶ違って夏より

も数が多く、そしてしぶとく、刺されるとよりかゆく感じられます。もう蚊の季節も終わりです

が、生態を知ることで来年は『にくきもの』による不快な思いが減るように工夫してみてくださ

い。 
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☆☆よもぎ団子の一人歩き☆☆☆ 
  
 皆様こんにちは。先日、車を運転しているとき、対向車線を走る車が右折したがっているので先を譲ったら、手を上げたり

会釈をするのではなく、ピースをされました。私は思わずパーを出してしまいましたが、どういう反応をすれば良かったのでし

ょうか・・・。 
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。 

 

 
 
 
 
 
 
そろそろお鍋の季節ですね。キムチ鍋、ちゃんこ鍋、おでん、すきやき、しゃぶしゃぶ、あんこう鍋、猪鍋な

どいろいろありますが皆さんは何が好きですか？そんな中でも私が体験した最も恐ろしい鍋は、「ビックリマ
．．．．．

ンチョコ鍋
．．．．．

」です。最初は、友人達と普通の食材で鍋をしていたのですが、急にやみ鍋の雰囲気になり、ふい

に誰かがおやつ用に買っておいた、市販のビックリマンチョコというお菓子を鍋に入れてしまいました。鍋は

チョコの匂いでいっぱいになりましたとさ。 
実際に食べてみた感想を述べます。 

 
①見た目 ・・・ チョコが見事に溶け出し、ぐつぐつと煮え、それまでの鍋の常識をくつがえしました。 
②食 感 ・・・ チョコ自体はスープとなったのですが、チョコをおおっていたウエハースの部分がとけきらず、

よく言えばはんぺんのような食感を出していました。 
③ 味  ・・・ それまで、おだしがよくきいたしょう油味だったのが、一変、カカオの独特の香りと甘みが増し

ました。皆それまで進んでいたハシが止まり、度胸試しの場となりましたとさ。 
 
反省 

何でも入れれば良いものではないということはわかっていましたが、好奇心には勝てないということが改め

てわかりました。それでも、おいしいよといって食べる方もいましたが・・・。 
 

なぞなぞのコーナー 
  雨、雷、風の中で、アントニオ猪木さんのものまねができるのは 

どれでしょうか？ 
※答えは次回発表します。 

 
※ 先月の問題と答え・・・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？ 
答えはバーベキュー

．．．．．．
でした。（バーべ球・・・お腹いっぱいでしょう？） 
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皆さんこんにちは。いきいき特集です。さて先月の体操はいかがでしたか？元気よく体操が

出来ましたか？今月もいきいき楽しく覚えて、生活に役立ててください。 

 
 
 
 
 

この世の中には耳が聞こえない方や体の不自由な方、あるいは年老いて耳が聞こえにくい方もたくさんいて

人様々です。そんな方たちに手話はとても大切なものです。皆さんもぜひ少しでも手話を覚えてみませんか？ 

  

 

 

手話の中でも一番の基本は指文字です。５０音を表にし表してみました。ぜひこの機会に覚えてみてはどうでし

ょうか。 

 

          

  
 

       

          

  

 

       

          

 
 

ちなみにＫＵＩＮＡセンターのくいなを指文字で表すと            となります。 
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皆さん、すっかり秋ぽくなってきましたね。一日の気温の差が出てきましたが風邪などひ

いていませんか？？ゴールデンたちは、涼しくなり増々元気いっぱい！今月の図鑑は、  

ゴールデンのブラッシング方法です。 
 

ブラッシング 
 

ブラッシングの仕方ですが、必ず何かコート（被毛）を守るようなスプレーをかけるか、水のスプレ

ーを軽くかけてから皮膚の内部を十分に刺激し、皮膚からの油分を出して皮膚につやをだすよう

にします。ゴールデンは上毛（オーバーコート）と下毛（アンダーコート）の２枚のコートを持つ犬種

ですから、下毛にもブラシがしっかりと届くように行って下さい。これによって抜け落ちるべき毛が

取れます。ブラッシングをすることで、毛玉や皮膚病を防ぐことができます。 
ゴールデンの皮膚は強そうに見えますが、実はとても弱いのです。ブラッシングは、慎重に行っ

て下さい。 
 

☆ コ ー ム・・・耳の後ろや足の後ろの飾り毛のように、細く長い場合には  
           コームで整える。 

☆ ス リ ッ カ ー・・・頭のてっぺんや背中などの毛の短い部分はスリッカーで 
整える。 

☆ ピ ン ブ ラ シ・・・長めのボディ・コート、足裏はブラシを立て気味に、しっぽは  
               毛並みにそって整える。 
 

 

 

 
 

 
 

 
※ 次回の図鑑は・・・入浴（シャンプー）方法です。 

コーム

スリッカー

ピンブラシ

『わんポイント！』 
毛が抜けやすいので無理やり行わ

ないで、やさしくブラッシング

してね！ 



04‐１０ ＫＵＩＮＡ ＣＥＮＴＥＲ 12

中沢ペット動物病院 

 
 
 
 
 

今月のわんこは、イヴちゃんです！と、言っても今回はイヴの故郷を訪ねてみました。

イヴの産まれた所は、東京都府中市の動物病院。ブリーディングを行っているのは獣医

さんでした。 
 
動物病院の名前は・・・『中沢ペット動物病院』 
 
先生のお名前は・・・中澤 秀章 院長先生 
 

中澤先生は、ゴールデンを日本に最初に広めた 
とてもすごい方で、イヴやくいなが登録している 
ジャパンケネルクラブの理事もしている先生です。 
先生は、とても動物が大好きでゴールデンの他に、ヨークシャテリアやチワワのブリー  

ディングを行っていたり、色鮮やかな鳥を飼っていたり大きな水槽に熱帯魚を飼って   

いたりします。今回は、とてもお忙しい先生ですが貴重な時間をいただき快く歓迎して

下さいました。 
イヴが産まれた犬舎は新しく建て直されていました。  

イヴのお父さんやお母さんは、ハンドラーさん（ドッグショー

などでわんちゃんを誘導する方）のところへトレーニングに

行っていて逢えませんでした。イヴのお父さんはドッグショー

にも出場しておりチャンピオンもとっているそうです。お母さ

んは、とてもおとなしい性格のわんちゃんですと話していま

した。 
イヴの写真などを見せるととても嬉しそうに喜んで下さ

いました。今度は機会があればイヴを連れて行きたいで

す！ 
でもその前にトレーニングを・・・(>_<) と、思いました。 
 
 
 
 
いよいよ待ちに待ったご飯の時間。１８時になるとＫＵＩＮＡの近くからチャイムの音が聞こえま

す。４匹は、早くご飯にしてぇ～！とワンワン吠えます。スタッフがご飯を持っていくと、くいなと

イヴはジャンプをたくさんします。ラッキーは、犬舎の中をぐるぐる廻り、ハッピーは両前足でち

ょうだいちょうだい！とやります。ご飯をたくさん食べ終えると、ハッピーとラッキーは寝る準備。

奥の犬舎へ入れます。イヴとくいなは、トイレへ連れて行き用が終わると奥の犬舎へ入れます。

これで、一日の仕事はおしまい・・・ではありません。              次回へつづく・・・ 
 

※ 次回のわんこは・・・イヴのパパがいるハンドラーさんの所へ行ってきます！！ 　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 イヴ 
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みなさん、こんにちは。先月号の号外をみて頂けましたか？？  
今月から【パピーのだいぼうけん】として連載することになりました。ここでは、

盲導犬についてやパピーの盲導犬への道 （成長記録など・・・）を毎月お知ら

せしていきます。 
 
 気になるパピーですが・・・まだＫＵＩＮＡセンターに来ていません。毎日、盲導犬協会から

の連絡を待っています。この、だいぼうけんの前についている『パピー』ですが、ここには名

前が入る予定です。今月は、パピーの紹介がまだできませんので、盲導犬のしつけについ

て色々とお勉強してみましょう！ 
まず、必要なしつけなどは、訓練センターでのパピーウォーカー デーや家庭訪問といっ

た形で協会スタッフが指導して下さいます。 それから、しつけは英語で行うことを知ってい

ましたか？日本語の命令形は語調が強く聞こえ、たとえ犬に対する命令であると解ってい

ても、叱っている言葉は、周りの人が聞くと、ビックリしたり、不快に思うことがあるためです。

英語で叱るときは「ＮＯ（ ノー）」の一言で済むので誤解を与えません。また、「座れ」と  

「お座り」、｢いいこ｣と｢よしよし｣と｢よか｣など、日本語には男女言葉の違いや方言があり、   

訓練士とユーザーの方との性別や出身地が違っても言葉の違いが現れないからです。な

お、主に日本語で訓練をしている協会もあります。 
 

【盲導犬命令語一覧】 

 

パピーウォーカーは将来、盲導犬として家庭の中で生活するために必要な生活ルールや 

マナーを身につけさせるためと、人間に対して信頼感や安心感を持つ人間好きな犬になっ

てもらいます。 

 
★次回予告★ 次回は、パピーの紹介ができると  いいなァ・・・ 

命令語 意味 命令語 意味 命令語 意味 命令語 意味 

ワン／ツウ 小便／大便 よって 道端に寄れ フェッチ 持って来い ゲート 門・改札 

シット 座れ ヒール 左につけ アウト 出せ ドアー 出入り口 

ダウン 伏せ ステイ 長く待て アップ 立て チェアー 椅子 

ウェイト 待て カム 来い バック 戻れ キップ 券売機 

ゴー 進め ゴーゴー 早く ストップ 止まれ バス バス停 

ストレート まっすぐ スロー ゆっくり 横断 横断歩道 エレベーター エレベーター 

ライト 右へ グッド よしよし カド 曲がり角 エスカレーター エスカレーター 

レフト 左へ ノー いけない ダウンカーブ 下り階段 アップカーブ 上り階段 

オーケー 命令の解除 カーブ 段差 ハウス 盲導犬の居場所として、決められているスペース（室内）


