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あなたはどんな時に自分に自信を持ちますか？例えば高価な装飾品を身

につけた時、あるいは大勢の人達の前で自分の考えを堂々と発言できた時。

または誰か素敵な人と一緒に肩を並べて歩いている時。そんなことに思い

を巡らせているうちに、ふと思い出したことがあります。それはある方が

以前こんなふうに話してくれたこと――「なんか自分がそんないい友人に 

恵まれてるんだな、いてくれて良かったなあって思ったことがあって…その時なんていうか自

分に自信みたいなもの
．．．．．．．．

を持ったんです」その話を聞いた時なるほどなあと思い、そうやって自

分を確かめることができるのだとひどく感心させられたものでした。何気ない日常に見つけた

一人一人の存在の価値。そういった小さな感動を静かに大切にしていきたいものですね。（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ⅩⅩⅩ   

   

今月からは、生活訓練施設KUINA寮をご案内致します。 

寮の玄関を入るとホールに続き広い食堂が目の前に広がります。 

食堂の左右は、開放感のある大きな窓になっており、 

この時期でも日中は柔らかな日差しが入り込み暖房がいらないほどです。 

背中に心地よい日差しを受けながら、 

うたた寝している姿を見かけるとなんとも心が和みます。 

メンバーさんたちは自由な時間に食堂を利用し、 

メンバーさん同士の交流をはかる場となっています。 

時にはテレビの前でスポーツ観戦に盛り上がったり、 

歌謡曲を口ずさんだりと･･･。 

さまざまな情報源の場となっているようです。 

また、食事時には私たちが寮の入り口に入っただけで、 

いい香りがしてきて、ついつい私のお腹も動きだしてしまうほどです･･･。 

 

 

 

 

（文責：塙） 
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2005 年 1 月 29 日（土）にＫＵＩＮＡセンター敷地内におきまし

て餅つき大会が行われました。当日は幸いお天気にも恵まれ、202

名の方に参加していただきました。 

『みんなで美味しい物を食べて一つの輪になろう』というテーマの

もと、柔らかいつきたてのお餅の他に、けんちん汁・から揚げ・お

にぎり・お漬物・甘酒・焼き芋などが用意され、寒い季節には嬉し

い食事をみんなで一緒に味わいました。中には何度もおかわりをする人やお祝いのために

用意されたビールをここぞとばかりに飲むメンバーさんの姿も見られました。また、フル

ートとピアノによるミニコンサートも行われ、美しい音色に誰もが耳を傾けました。終盤

に行われたプレゼント抽選会は、予定にはなかったジャンケン大会にまで発展し、大いに

盛り上がりました。 

今年 2005 年は、ＫＵＩＮＡセンターが社会福祉法人として迎える初めての年です。こ

の新しい年を日頃から支えていただいている地域の皆様と共に、盛大にお祝いできたこと

は我々の今後の活動にとっても大きな力になると思います。この場を借りまして、ご協力

をいただいた皆様に厚く御礼申し上げます。今年も宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

  

ＫＵＩＮＡ寮では 2 月 3 日（木）節分の豆まきが行われました。今年はかなり、盛り上

がったようです。今年も皆さんにとって良い年でありますように！！  （文責：茂木） 

 暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続

いています。今日は霙混じりの雪が降りまし

た。世間ではインフルエンザが大流行してい

るようですよ。皆さんは大丈夫ですか？風邪

に負けない強い身体を作りましょう。 

おまけ 
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Written by Shinya・Kuwabara 

 皆さんこんにちは。時が経つのは早いものであっという間に２月下旬にになってしまい

ましたね。2 月と言えば２月３日の節分でした。あちらこちらから「鬼は外・福は内」と

聞こえました。だんだん暖かくなってくれればなあと思う、まだ肌寒い今日この頃です。 

そんな寒さも吹き飛ばし今月の情報間では、最近のパソコン教室で新たに始まった

Excel 教室の内容をお伝えします。 

 

 

 

1 月下旬から始まったのが Excel教室です。Excel 教室では、Excelでの基本操作・表作成・グラ

フの作成など教えます。参加者については、Word の基本・ローマ字打ち・簡単な文章作成が出来る

方を対象に行ないます。 

 

 

Excel の基本説明               書式設定をしよう 

 

 

Excel の基本入力                    ショートカットメニューを 

                      理解しよう 

 

Excel の機能を覚えよう①                  Excel の機能を覚えよう② 

 

 

簡単な表を作ろう①                      簡単な表を作ろう② 

 

このような流れで Excel教室を行ないます。参加者の皆さんがどれくらいまでマスターできる

かがとても楽しみです。これからも『わかりやすいパソコン教室』をモットーに行ないたいと

思います。 

 

 

10月 26日からパソコン教室を始めて、なんとか基本の終わりに感想文を書く所まで出来ました。 

最初はほんとに何がなんだかわからなかったけど、教えてくれる人がうまく教えてくれたから、ここま

でできるようになりました。パソコン教室を始めようと思ったのは、「病気がなにもしないで治るのは

嫌だったので、じゃあこれをやってみようかなみたいな。」感じで始めました。いざパソコンをやって

みたら結構面白く感じ、今まで文章とか書くのはあまり好きじゃなかったけど日記を書くようになって

から知らないうちに文章を書くことが好きになりました。パソコンをやっていたらいつまでも文章を打

ち込んでいそうなぐらいにどんどん頭の中に文章が浮かんできます。最後になりましたがパソコンを教

えてくれた人に感謝します。ありがとうございました。         ｂｙ-Ｔ・ 
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うしろのしょうめんだぁ～れ 

 

『私の青春』  Ｈ・てるお. 

 

私は、援護寮に入って、約２年がたとうとしています。これからの自分の将

来を考えながら、今までのことを少し振り返ってみました。 

私は、千葉県の成田と佐倉の間のＳ町で

３男として生まれました。昭和２２年９月

１４日生まれです。小学校６年の時、母親

が亡くなり、次の年、中学１年の４月に兄

が亡くなり、次の年２番目の兄が死にそう 

になりました。兄は小学、中学校の生徒会長でした。 

私が中学３年の時、父に再婚の話が出て、みんな反対しませんでした。誕生

日が私と同じで３つ年下の義理の妹との結婚の話も出ました。 

私は、中学時代は不良で手がつけられません

でした。高校は、千葉県立の定時制で昼間は工場

に勤めていました。東京オリンピックに聖火リレ

ーの選手で地元を走りました。生徒会の副会長で

頑張っていた時もあります。この頃、今の病気の

統合失調症の前ぶれみたいなものがあり、学校も

職場も行く気がなくなり姉宅で自宅療養をとっ

ていました。  Ｎｅｘｔ Ｐａｇｅ ⇒ ⇒ ⇒
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うしろのしょうめんだぁ～れ 

 

その頃、私は海を毎日見つめ、海に関係する仕事に就きたくなりました。 

そして私が１９才の時、横須賀の海洋会社に就職しました。それから毎日

仕事、仕事で一人前の社会人として成長しました。それから難しい資格試験

に合格し、次に名古屋で１年間仕事をしました。 

翌年横須賀の会社に戻ったときに

は２階級位昇進しました。昼間働き、

夜は再び定時制高校に通いました。半

年位したら統合失調症になり、何が何

だか不思議な事がおこりました。Ｔ病 

院、Ｊ中央病院、Ｔ第２病院にお世話になりました。 

仕事を続けてゆくことができないので仕事をあきらめ、２５才で姉のいる

Ｚ市に越してきました。そこで暫くしてから電気会社に勤めましたが調子を

崩し、病院に通院し、その後長い３５年間の病気と生活へと入りました。 

 

 

 

⇒次回へつづく
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こころの処方箋  

『項羽
こ う う

と劉 邦
りゅうほう

』 

 秦
しん

の始
し

皇帝
こうてい

の死後、秦
しん

打倒のため立ち上がり、中国の覇権
は け ん

を争ったのがこの二人です。

ちなみに三国志とは関係ありません。項羽
こ う う

は楚
そ

という国の貴族の出身で2メートルをこえる

大男でした。勇猛
ゆうもう

果敢
か か ん

で人一倍腕力もあり戦争の天才でした。しかし20万を越える人民を

生き埋めにしたり、自分に逆らうものは容赦なく始
し

末
まつ

したりと残忍な性格の持ち主でした。

しかし彼にかなう者は一人もいませんでした。一方、劉 邦
りゅうほう

は農家の出身で、仕事は大嫌い、

酒と女はめっぽう好きというゴロツキでした。しかし、人間的に魅力
みりょく

があり、彼の周りに

はいつの間にか大勢の人が集まっているという具合で、戦国の大激流に巻き込まれながら、

いつしか秦
しん

打倒の大軍団の統領
とうりょう

となりますが、戦争には弱く敗走に敗走を重ねます。この

劉 邦
りゅうほう

が秦
しん

が滅んだ後に、項羽
こ う う

と天下をかけて争うようになります。ここまで聞くと天下を

取るのは誰でも項羽
こ う う

だと思いますが、その結末は予想に反して劉 邦
りゅうほう

が勝って漢
かん

という国を

作り、その後漢
かん

帝国
ていこく

は前漢
ぜんかん

・後漢
ご か ん

と約４００年続きました。 

 なぜ劉 邦
りゅうほう

が勝ったのか。それは時代が欲していた人物だったからだと思います。中国

の歴史の流れを見ると、統治者
とうちしゃ

が腐敗
ふ は い

し、世間は乱れ、人々が苦しみ、そして「徳
とく

」のあ

る人物が現れ悪政を敷いていた統治者
とうちしゃ

を滅ぼし新しい国を興す、その繰り返しです。項羽
こ う う

は「武
ぶ

」の人で自分に楯突く人は容赦なく始
し

末
まつ

しました。それは倒した秦
しん

と同じやり方で

あったと思います。逆に、劉 邦
りゅうほう

は「徳
とく

」の人で部下から耳に痛い忠 告
ちゅうこく

をされても、それ

を聞く度量
どりょう

がありました。 劉 邦
りゅうほう

はいわばからっぽの箱のようなものであり、空っぽの

劉 邦
りゅうほう

を満たすために、優秀な部下たちが色々な知恵を出し合って劉 邦
りゅうほう

を補佐しました。

そしてこれこそが劉 邦
りゅうほう

が中国を統一し、項羽
こ う う

が劉 邦
りゅうほう

に敗北した理由なのだと思います。 
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☆☆（P.N.）よもぎ団子の一人歩き☆☆ 

 

皆様こんにちは。最近は温泉ブーム（私だけ？）ということもあり、あちらこちらとすばらしいお

湯を求めて歩き回っています。そんななか、とある浴場で私が体を洗っているとこの世のものと

は思えない悲鳴が聞こえました。友人が湯船と間違って水風呂の方に入っていたのでした。気を

つけたいものです。 

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。 

 

 

 

 

 

 

今回は先月の『トドカレー』に続いて珍味シリーズ（？）をお届けしたいと思います。「珍味」。一

口に珍味といっても、お父さんのお酒のおつまみとしてよく出てくるようなものではなく、心の準備

をしてからではないと食べられないようなシロモノです。今回紹介するものは私の思い出の品々

です。食べたことがある方もいるかも知れません。 

 

① イナゴの佃煮・・・足はとって食べるのですが（とらないと口の中がイタイ）、甘辛いお醤油

の味が口中に広がり、歯ごたえもあっておいしい一品です。 

② すずめの焼き鳥・・・焼き鳥屋さんで注文すると一匹まるごとでてきます。昔、ある本を読ん

で、子供たちがすずめやうずらを捕まえて焼いて食べるという場面が

あり、いつか食べてみたいと思っていたしろものです。 

③ ダチョウ・・・友人から突然ダチョウを食べに行こうといわれ、ダチョウ牧場に行ったところ、

天候不順のためやっていなかったという悲しい思い出がありました。ダチョウ

達はというと、なんでこんな日に来てんだよという目で私たちを見ていました。 

 

一言 

私の故郷は都会なのですがなぜか田んぼが多いところで時期になると、よくイナゴを捕りに行

かされたものです。その他にもザリガニやヤゴを捕ったり・・・。繰り返しますが私の故郷は都会で

す。 

なぞなぞのコーナー 

とある病院に次々と昼夜を問わず、救急車が入ってきました。その救急車に 

乗っていたのは人ではなくある動物でした。その動物は何でしょう？   

※答えは次回発表します。 

先月の問題と答え・・・次の３つのスポーツのうち、動物たちが好んで参加しないものがあります。 

それはどれでしょう？  ①相撲、②サッカー、③テニス 

答えは③のテニス
．．．．．

でした。（①スモウ
．．

＝牛、②サッカー
．．

＝カラスでそれぞれ動物の鳴き声が入っ

ているので） 
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文責＝佐藤（介護福祉士） 

皆さんこんにちは。あっという間２月も終わり、もうすぐ春が訪れようとしています。暦の上では

もう春ですが、まだまだ寒い日が続き、そんな日が続くと体もついつい動かさなくなってしまいますね。

そんな時こそ楽しく運動してみませんか？ 

 

 

さて今月も脳の活性化に役立つ遊びをご紹介したいと思います。今月の歌は「せんろはつづく

よどこまでも」です。皆さんこの曲に覚えはありませんか？小学生時代の頃一度は口に、もしく

は耳にした覚えはあると思います。そんな思い出と一緒に体を動かしてみましょう。 

 

 

１                ２ 

 

 

 

ひざを２回 

たたく 

手拍子を２回 

 

３                 ４ 

 

 

 

 

上・下交互に、グーで トントン         手のひら上・下で交互に 

２回ずつ ４回                 ２回ずつ ４回 

 

５ 

 

 

 

 

 

指を鳴らす。右・左２回ずつ ４回 
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みなさんこんにちは。毎日寒いですね。 

今月の図鑑は、お散歩について（第２弾）です。 

お散歩（第２弾） 

前回はお散歩の種類でしたね。わんちゃんを飼われている皆さんは、どのくらいお散歩

をしていますか？クイナのゴールデンたちは、２０分くらいでしょうか？！ 

わんちゃんが満足できる運動をした後は、家に戻ってからしばらくしてとろんとした顔

つきになって気持ち良さそうに寝てしまう。ココロもカラダも満たされた充足感が行動に

あらわれます。反対にいつまでも起きていたり、もっと遊ぼうと誘ってくるようなら、ど

うやら散歩は足りてなかったと考えられます。 

体力のあるわんちゃんを満足させるには、飼い主にもそれなりの体力が必要だが、もち

ろんわんちゃんと人間では限界が違いすぎる。そこで、モッテコイをさせたり、サッカー

で遊ぶなど、わんちゃんだけが思いっきり走り回れるような工夫を考えましょう。 

ただし、子犬のうちは骨格がまだできていないので、運動をして無理な負担をかけ

ると骨格がをゆがませたり、重大な疾患を招いてしまいかねない。子犬には激しい運

動をさせるのではなく、まずは遊ぶということを念頭に。家の中でモッテコイをする

だけでも精神的、身体的にはかなり満たされるはずです。そして、きちんとした運動

をさせるなら６ヶ月を過ぎてからが好ましいかもしれません。軽いジョギングをした

り、飛び跳ねない程度にディスクで遊ぶといいでしょう。 

次回は雨の日の頭脳的運動についてです。 

（written by H.Kashimura） 
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Touring Portrait 
Touring Portrait 

MMyy  FFaavvoorriittee  PPiiccttuurree  
All Pictured by H.AWAYAMA

 

地獄のぞき

月の砂漠

 

百尺観音

崖観音



05-2 KUINA CENTER                            13 

 

 

 

 

 

（written by H.Kashimura） 

毎日、とってもさむいですね。風邪などひいていませんか？？ 

今月皆さんにご紹介するわんこは・・・久しぶりの登場！ラッキー 君です。 

 

最近、とても元気なラッキーくん。毎日、お母さんの

ハッピーと仲良く犬舎で過ごします。時々、体を暖める

為かハッピーとバトルをします。犬舎の中で追いかけっ

こをしてみたり、ジャレて見たりと・・・とっても楽しそうで

す。体が暖まると日向でお昼寝をします。雨の日などは、

寒いのかハッピーと仲良く寄り添って過ごします。 

最近のラッキーは、食欲旺盛です。ハッピーのご飯まで

横取りしようといつも狙っています。でも、ハッピーも負けずにモリモリ食べるんで

すよ！びっくですね！！ 

毎日のお散歩が待ち遠しいのか、ス

タッフが近づくとたくさんジャンプを

してくれます。 

毎日、ポカポカな春を待ち望んでい

るようです。 
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こんにちは！突然ですが、最近のみなさんのマイブームは何でしょうか・・？！私の今のマイブームはカカオ

70％以上のチョコレートを毎日食べる事です。カカオポリフェノールとビタミン B2 の働きでダイエット効果が

あるとの事です。大大大好きなチョコレートを毎日食べて痩せられると聞き、早速飛びつきました(^^;)。効果

はまだ現れていません。今回はチョコレートとは関係ありませんが、栄養成分が似ているブロッコリーについ

てお話ししたいと思います。 

ブロッコリーは、ビタミン C、カロチン、ビタミン B2、ポリフェノールなどたくさんの栄養を含んでいま

す。  

ビタミン C →体内にためておくことができないので意識して補給しておきたい栄養素です。皮膚

の新陳代謝を活発にしメラニン色素の生成を防ぐ ため、シミ・そばかすに効き、

きれいな肌を作ることはよく知られていますが、ストレスに対抗する働きもありま

す。イライラした状態などが続くと体内のビタミン C はたくさん失われます。また、

タバコを 1 本吸っても約 25g のビタミン C が失われます。 

ビタミン A →粘膜を丈夫にするので、喫煙者のニコチン吸収を抑制します。緑黄色野菜であるブ

ロッコリーには、食べるとビタミン A になるカロチンが豊富です。カロチンはガンの

予防効果など成人病に効くと言われています。  

ビタミン B2 →口内炎を抑えたり、消化を助けたりする働きがあります。 

ポリフェノール →ポリフェノールには血をきれいにする働きがあり、 動脈硬化や心疾患を予防しま

す。  

 

ブロッコリーのツナマヨネーズあえ 

材料：ブロッコリー・玉葱・ツナ・マヨネーズ・牛乳・ 

塩・こしょう 

① ブロッコリーを小房にわけ、茎の部分は縦３cm 長さに切

り､さらに縦に薄切りにする。 

② 沸騰した湯に塩をくわえ、①をゆでる。 

③ 玉葱はみじん切りか薄切りにして水にさらす。ツナは油

をきっておく。 

④ ブロッコリーにこしょうを少々ふり、ツナ、玉葱とあわせ、

マヨネーズに牛乳を少し加えてのばした  ものであえ

る。                

栄養士：Ｉｃｃｈｉｅ
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                                        （written by H.Kashimura） 
みなさんこんにちは。ロッキーくんも毎日楽しいお散歩に夢中です。ＫＵＩＮＡセンターにやってき

たのが１１月２８日、もう３ヶ月が経ちました。すっかりここの環境にも慣れてきた様子です。毎日、

来所するメンバーさんやスタッフと楽しく遊びます。 

先日、とうとうお散歩デビューを果たしたロッキーくん。お気に入りのリードを見せると大興奮!!

始めのうちはなかなか前に進みませんでしたが、最近はピョンピョンと跳ねながら嬉しそうにはし

ゃぎます。車が通ると１台１台目で追いながら楽しそうに歩きます。 

 先日、盲導犬協会の神奈川訓練センターでは、フリーランが行われ、ロッキーくんも初参加しま

した。ロッキーくんの兄弟は１匹しか来ていませんでしたが、同じ年齢のパピー達が５匹集まり、

広いホールで合計６匹のパピー達が楽しそうに駆け回りました。 

 

 

 

 

 

 

フリーラン（Free Run）というのは、何組かのパピーウォーカーに訓練センターに集まってもらい、

同世代のパピー達を一緒に自由（Free）に遊ばせるイベントです。日頃、人と一緒に生活している

パピー達にとって、フリーランはいろいろなタイプの他の犬達とどうやってつきあうかを学ぶ大切

な機会です。訓練士はその様子を見ながら、パピーの性格を観察し、健康状態をチェックし、パ

ピーの育児（？）相談にものります。 子犬達にとっても、フリーランで他の犬達と思いっきり遊ぶ

というのは大切なことです。 

パピーウォーカーに１頭ずつ預けられたパピー達は、ふだんは人間の家族と一緒に生活して

いて他の犬たちとの付き合いはあまりありません。散歩の途中で、近所の犬とすれ違うことはあ

るかもしれませんが、そこでいっしょに遊ぶ、ということはなかなかないと思います。そうなると、

犬社会のルールや他の犬とどう付き合うかを学ぶ機会が比較的少ないわけです。そんなパピー

達がお互いにとっくみあいをして多少痛い思いをしたりしながら、自分と周囲について理解を深

めていくわけです。 

 

フリーランの様子 






