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こつこつこつ、と扉を叩く者がおりました。何年も固く閉ざされていたそ

の扉を、来る日も来る日もこつこつと叩き続けておりました。周囲の者たち

は眉をひそめ、ひそひそと陰口を叩いては奇異の目で眺めておりましたが、

それでもその者はいつまでもこつこつと叩き続けておりました。 

そうしてある日、突然その扉はぎいぃぃ…と錆びた音を立て、ゆっくりと

中から開けられました。少しずつ少しずつ、扉が完全に開けられるまでにはずいぶん長い時間が

かかりましたが、しっかりとその扉は開かれたのです。 

果たしてその扉の向こうには、1 本の木が暗闇の中に浮かんでおりました。そしてその周りには

これまで語られることのなかったたくさんの言の葉
．．．

が静かに堆積しておりました。「あっ…」とあ

る者が口を開いたその瞬間、どこからともなく大きな風が湧き起こり、言の葉
．．．

たちを一斉に吹き

抜けていきました。多くの言の葉
．．．

がはらはらと落ちていき、辺りは言の葉で埋め尽くされました。 

その日以来その世界には暖かな春が訪れて、絶え間なく水が流れるようになったのです。（風子） 

CCCooonnnttteeennntttsss   
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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   

   

今月は、生活訓練施設ＫＵＩＮＡ寮の調理室をご案内致します。 

調理室は、食堂のカウンターと向かい合わせに位置しており、 

学校の給食室で使用するような業務用のコンロが配置されています。 

大きな冷蔵庫の中には、メンバーさんたちが各自で 

購入した材料が小分けにして保存してあり、食事時 

になると自炊をするメンバーさんたちは 

シェフに大変身！！ 

餃子を焼いたり、すいとんを作ったり・・・と 

それぞれが予算と栄養のバランスを考えながら調理をしています。 

時にはカップラーメンにお湯を入れるだけではなく、 

野菜をのせるなどの工夫もしているようです。 

私たちにとって“食”はとても大切なものです。 

 

・・・毎日のメニューを考えるのも一苦労ですよね・・・ 

 

（文責：塙） 
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ひたちなか市では 3 月 5 日（土）にふれあいフェスティバルが行わ

れました。 

ひたちなか市の「福祉のまちづくり」を推進するため、福祉二団体（社会福

祉協議会・シルバー人材センター）が協力し、ふれあいフェスティバルを通し

て、市民全体に福祉活動への参加啓発を行うことが目的です。場所はひた

ちなか市那珂湊総合福祉センターで、当センターからは車で 20 分程度か

かります。当センターがボランティアの先生方と共に何度も試作を重ねてき

た当センターのお菓子が、このようなイベントで皆さんに御紹介できたこと

は大変嬉しいことです。担当スタッフと参加されたメンバーさんは、『何をど

れくらい用意するべきか』『値段の設定はどの程度にすべきか』等の打ち合

わせを何度も行い、準備を進めました。 

当日は、まずは味を知っていただくために用意した試食が功を奏し、見事

に完売することができました！市内にある他の施設の活動も知ることがで

き、美味しい焼き芋やおそば等を食べることができて大満足でした。 

 

 

 

 

 

 

3 月 12 日（土）には、心の健康を考える市民の集い～みんなで心の通うまちづくりを～に参加してき

ました。当日は『みんなで考えよう、心の健康』と題して講演会が行われ、地域の福祉団体の紹介が行

われました。ふれあいフェスティバルで味を覚えてくれた方が、またお菓子を買いに来てくださったり、

他の団体の方も評判を聞いて買ってくださったりと、少しずつ Café de Rois のお菓子の認知度が高ま

っていることを担当者は実感したようです。皆さん今後とも宜しくお願い致します。（文責：茂木） 

 吹く風と日差しに春の訪れを感じながらも、冬の名残

を惜しむかのように空から雪が舞い降りてきます。そん

な気温の変化についていけずに風邪を引いた方、厄介な

花粉に悩まされている方が多いと思います。町の中では

マスク姿の方をたくさん見かけますね。 
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Written by Shinya・Kuwabara 

 皆さんこんにちは。２００５年も早いもので３ヶ月過ぎようとしています。３月になっても

月初めには雪が降り春はまだかまだかと、そんな日々を過ごしています。さて先月センター情

報間でお伝えしたパソコン教室もエクセル教室も日々参加者と楽しく行っています。 

 今月はそのエクセル教室の最近の状況とインターネット教室の様子をお伝えしようかと思い

ます。 

 

 

 

 エクセル教室を始めてから２ヶ月が経ちました。４名の方々がエクセル教室に参加しています。参加

者の方々はワードからエクセルに変わり、入力の仕方やマウスの扱い方など少し戸惑いもありながら行

っています。また、ワードにチャレンジしている参加者もいます。懸命にワードを覚えようとしている

姿がみられ、教室ではまだ教えていないことがたくさんある中、教室以内でも施設内のパソコンを使い

入力作業をしている姿が見られました。 

 

 

 先月の中旬にパソコン教室にて「インターネットで調べよう」と題し、５名の参加者と共に冬の

企画や食べ物についていろいろな事を調べました。 

 今回は『冬について』を大きな課題にしました。参加者の方々はインターネットを扱い方もなれ、

「バレンタインデー」と「冬のお鍋」を中心に調べました。バレンタインデーについて調べたグル

ープは世界のバレンタインデーを調べました。バレンタインデーと言えば一般的にチョコを思い浮

かべますが、パソコン教室に参加された方はジャージャー麺のレシピをプリントアウトいていまし

た。とても不思議です。 でもジャージャー麺を調べた理由はきちんとありました。その理由は・・・

次回までのお楽しみです。一方、お鍋について調べたグループはお鍋の色々な種類、世界の鍋料理

など調べていました。『世界の鍋料理』と調べる範囲を幅広く使い、中国は「フォクオシュイチャ

オ」いうお鍋。韓国では「チゲ」「チョンゴル」というお鍋がありました。 

 

 

  

今回このような企画を立てたきっかけは、昨年１１月にインターネットで「秋について」参

加者に調べてもらいました。参加者の方々は課題にあった事を調べ上げました。 

 今回はその行ったことを覚えているかどうか知りたく企画し、参加者は「バレンタインデ

ー」と「お鍋について」各自課題を持って調べる事が出来ました。 

今回はも各自きちんとした課題を持ち、詳しく調べていましたので、とても嬉しく思いま

す。またこの様な企画しパソコン教室がもっと盛り上がればなぁっと思いました。     

Ｂｙ・ｋ 
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うしろのしょうめんだぁ～れ 

 

『私の青春』  第２弾   

                          Ｈ・てるお. 

私は、１０月１１日で援護寮３年、満期です。 

私は、病院生活が長くて病院の主でした。一般の人達からは、どこが悪い

のか聞かれ病人とは思われませんでした。Ｚ病院に入院し、退院する迄４回

位入退院を繰り返しました。 

 

 

ＫＵＩＮＡセンターにお世話になり、ある日、正体不明の声とバーチャル

ハルシネーションについての説明があり、測定器をイヤホンと眼鏡をつけ自

分の病気について勉強してみました。 

 

私の病気は、自分が誰にも話してない秘密のような事を、何も知るはずの

無い第三者が誰から聞いてきたのか、でかい声で話をしている様な時がある

のです。担当の先生に聞いてみたら、自分が普段その事を思い続けているの

でその様に聞こえてしまうとの事でした。 
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統合失調症には、幻聴・幻覚・幻視などがありますが、私にも幻聴の他に

今ここにいる人が、自分より後にくるべきなのに私の前に居たりすることが

あります。 

 

 

Ｚ病院にいた時は、女医さんが担当医でした。３５年間には、色々な患者

さん、先生、看護師さんがおられました。 

現在は、デイケアと作業所に通い毎日、毎日が早く経って仕方ありません。 

 

 

今、ここのＫＵＩＮＡ寮に入寮でき本当にゆっくりと落ち着いた生活を送

りながら… 

将来をじっくり考えています。 
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こころの処方箋  

『背水の陣』 

秦を破った項羽と劉邦は、項羽の理不尽な命令で、西の僻地に遷されてし

まいました（これにちなんで、この僻地が中国の真ん中から見て（地理上）

左にあることから、僻地に遷すことを「左遷」と呼ぶようになった）。その後

劉邦は王となり、国名を漢と名乗り、名もなき平民であったという韓臣とい

う人物を大将軍に抜擢します。この韓臣が漢の丞相（総理大臣）から国士無

双（国を背負って立つただ一人の人物）と言わしめた人物です。その僻地で

韓臣はまず、兵士を訓練し精鋭にすることから始めました。そして、左遷さ

せられてから 4 ヶ月後、漢は項羽を討つために東進を始めます。その途中、

漢の国に敵対する趙という国と戦うことになります。趙軍の兵士の数は 20 万、

韓臣率いる漢軍はわずか 3 万。戦いの準備を始めた韓臣は川を背に陣を築き

始めます。普通兵法では「陣は山を背にし、水を前にする」と教えています。

水を背にすると退路がなくなるからです。いざ、戦が始まると漢軍兵は生き

て帰るためには目の前の趙軍を撃破するしかなく、死に物狂いで戦いました。

結果はもちろん韓臣の勝利。 

このことから、追い詰められてももう後には引けないこと、また自分を厳

しい立場において、力を出そうとすることを『背水の陣』というようになり

ました。 
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☆☆（P.N.）よもぎ団子の一人歩き☆☆ 

皆様こんにちは。突然ですがお知らせがあります。８回にわたり連載しましたよもぎ団子の一人歩きが今回を

持ちまして終了となります。つたない文章でしたが、今までご愛読戴き誠に有難うございました。 

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。 

 

 

 

 

 

 

今回は私自身がつい最近食べた、面白い食べ物を紹介します。つい先日、栃木県那須塩原市に行って来ま

した。那須塩原市といえば塩原温泉郷として有名ですが、実は「スープ入り焼きそば」の元祖でもあったのです。

「スープ入り焼きそば」といっても「何だそれ？」と思うでしょうが、かくいう私も「何だそれ？」でした。それでも、

有名観光雑誌にも紹介されており、何度かテレビでも紹介された一品だったのです。これは食べてみなくてはと

張りきってチャレンジしたのでした。 

それともう一品紹介します。ご存知の方もいるかもしれませんが、「おくらスナック」もチャレンジしました。出

会いは常磐道（高速道路）を通っている時に、一休みしようと友部ＰＡに寄ったときでした。別に買う必要もなか

ったのですが、「おくらスナック」が「買って頂戴よ！」と叫んでいたので思わず買ってしまいました。 

 

① 「スープ入り焼きそば」・・・キャベツ、ハム、ニンジン等の具材を使った焼きそばが、ソース

や香辛料のきいたスープに入って出てきました。見た目は一風変わったラーメンかなと思

いましたが、食べた瞬間それは間違いだということに気づきました。スープと絡めて食べる

焼きそばは、ラーメンとも焼きそばとも違う独特の味わいを出していました。基本的にソー

ス味のスープですが、そこにダシや香辛料があるため、深い味が出てくるのです。具材に

ついても特にキャベツがアクセントをひきだしていて、バランスを良くしています。 

② 「おくらスナック」・・・見た目はそのままの「おくら」です。強いていうならドライおくらでしょう

か。食べてみると、かりっとした食感で歯ざわりの良いスナック菓子でした。その後、おくら

のねばりが出てきて、スナック菓子ではでない、独特の味わいを出していました。 

 

一言 

「スープ入り焼きそば」はまた食べてみたいと思わせる一品でした。しかし、食べに行くのに自宅から車で２時

間かかるのでちょっと遠いです。近所にあればいいのにと思う今日この頃です。 

 

なぞなぞのコーナー 

先月の問題と答え・・・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？ 

答えは九官鳥でした。（急患だけに急患鳥）     
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文責＝佐藤（介護福祉士） 

皆さんこんにちは。だんだん春に近づくごとに寒い日もあり暖かい日もありと体調管理が大変な

この季節になりました。外の景色もお花見やるのにはちょうどいい外気温になりつつ、今日この頃

です。 

 さて今月のいきいき特集は、先月の「線路は続くよどこまでも」がとても私は懐かしく感じ、今

月も懐かしい曲の手遊びをお伝えしようかと思います。 

 

今月の手遊びの曲は・・・『お弁当箱の歌』です。お弁当箱の歌とは、そう♪これくらいの・お弁箱に

♪と始まるあの歌です。お弁当のなかみは色々とあります。皆さんは何を始めに思いつきますか？玉子

焼きやウインナーでかすね！！つい最近２番もあることを私は知りました。皆さんは知っていました

か？ちょっと変っていて面白いので今月はその事をお伝えしたいと思います。 

 

 

 

 

                               １と２を 

繰り返す 

                                    

右手で指を３本出す  左手で指１本出す          詰めるしぐさ 

 

 

 

 

 

右手の人差し指で   両手でチーズを   指を１０本出し  左手で指を  指を８本出す 

バターをぬるしぐさ  ふりかけるしぐさ            ３本出す  

 

 

 

 

  指を６本出す  ９と同じ  両手の親指と人差し指で  指を９本出す  左手で指を３本 

まるを作り弾くように動かす   

 

 

 

 

左腕で内側を手首からひじにかけて  あかんべをする  コンと頭を叩く 

右の人差し指で筋をかく 
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（written by H.Kashimura） 

みなさんこんにちは。日中は、ポカポカ陽気で心地イイですね。 

今月の図鑑は、お散歩について（第３弾）です。 

お散歩（第３弾） 

今回は、雨の日の運動。〝頭脳的運動〟についてです。 

毎日外へ出ているわんちゃんが外へ出られないと、

やっぱり心にもカラダにもストレスを感じてしまう。けれ

ど、どうしても散歩してあげられない時もある。雨などで

外へ出られないなら、家の中で遊んでやって精神的な

ストレスを発散させよう。頭を使うような遊び方を工夫すれば、犬も疲労感を感じて

それなりに満足します。具体的には、転がすとフードが出てくるオモチャや新たなト

レーニングを始めてみるなど・・・ 

そうすれば、十分に頭を使え、飼い主とのふれあい

の時間もつくれます。飼い主が忙しくて散歩がままな

らない場合は、短時間で思い切り走り回れるような

遊び方をしてあげるといいかもしれません。例えば、

モッテコイや河川敷での自転車引きなど。効率よく

犬が運動できる方法を考えたい。ただし、これはあくまでも代用！それ以外の日に

は、きちんと心と体の欲求を満たしてあげるメニューを考えてあげましょう。 
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Touring Portrait 
Touring Portrait 

MMyy  FFaavvoorriittee  PPiiccttuurree  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Pictured by H.AWAYAMA

 

有名なブタまん屋さん

横浜中華街関帝廟 

旧水戸城薬医門 

好文亭のお庭

好文亭にある腰掛待合。「巧詐不如拙誠」たくみにいつわ

るよりは拙くとも誠であることがよいという茶道におけ

る戒めが書かれてある。 

ブタまん 
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みなさん、こんにちは。日ごとに春らしくなってきましたね。     

今月のわんこは、とっても元気な〝まさおくん〟です。 

まだ、飼い主が見つからないまさおくん。でも、毎日元気に過

ごしています。 

 

 

 

 

 

 

昼間のまさおくんは、暖かい太陽の光をたくさん浴びながら

お昼寝をしています。メンバーさんやスタッフがお昼を食べ

ていると、じっと私たちを見つめています。朝と夕方のお散

歩の時間は、ピョンピョンと飛び跳ねるように歩きます。ご

飯も残さず食べますが、体が小さいのでイヴやくいなから比

べると、本当に足りているのか？と心配になってしまうこと

もあります。でも、ご飯を食べ終わると満腹なのかすぐ寝て

しまいます。            （written by H.Kawamata） 
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花粉症の厳しい季節になりました。皆さんは花粉症に悩まされていませんでしょうか！？ 

今年は例年の 100 倍の花粉量だそうです・・・私は毎日花粉のおかげで鼻で息が吸えずに 

います・・・(^0^;)という事で今回は私も気になっていた花粉症に良い食事についてお話 

ししたいと思います。 

 

花粉症にかかりやすくなる食生活とは 

① 甘いもの、冷たい物の摂りすぎ 

② 食物繊維不足 

③ インスタント食品の食べ過ぎ 

④ 保存料・防腐剤の摂取 

⑤ 季節感のなくなった食卓 

ですからこの食事と逆の食生活にすれば良いのです。 

 

改善策として・・・ 

① 季節に会った野菜などで食物繊維をたっぷり摂る 

便秘に悩んでいる人も多く摂る様に心かける。生野菜は思ったより量が食べられず、食

べ過ぎると体を冷やす事が多いので煮たり茹でたりして食べるのをお勧めします。 

② 白糖の入った食品は避ける 

白砂糖でできたお菓子類（クッキー、洋菓子など）、飲み物（炭酸水、清涼飲料水など）は

できるだけ摂らないようにする。 

③ 砂糖、塩はできるだけ未精製のものを使う 

甘みは三温糖、ハチミツ、黒砂糖などを・・塩もできるだけにがりが入ったものを使う。 

④ なるべくインスタント食品を減らす 

あまりにも神経質にならに程度に食品添加物が多く含まれているものは食べない様にする。 

 

花粉に苦しい日おすすめするレシピ 

● 鶏の味噌鍋 

 鶏肉・白菜・春菊・もやしなど・味噌・だし（適量） 

☆みそ味の鍋に鶏肉と好みの野菜を沢山入れて鍋にしてみましょう。 

の野菜を  味噌と鶏肉の保温作用に加え、野菜類で食物繊維が摂取できます。 

      加えて野菜類の水を取る作用で花粉症の症状が楽になります。        

 

          

栄養士：Ｉｃｃｈｉｅ
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みなさんこんにちは。だんだん春らしくなってきましたね。 

ロッキーもだいぶ大きくり、ますますやんちゃさんです。 

今月のだいぼうけんは、ロッキーのしつけと、先日行ってきたフリーランの様子です。 

ロッキーのしつけは全て英語で教えているの

はもう御存知だと思います。ご飯の時のお座りや

まて、よしまで。ロッキーは、ご飯の時が一番おり

こうさんです。最近は、ご飯の時のまてでヨダレを

ダラ～ン (>_<) とたらします。でも、そんなロッキーがとてもかわいらしく感じます。

お散歩の時も、引っ張らないようにしたりしますが、わんちゃんがいたり人を見つけ

たりすると遊びたいのか、走り出します。つ

い先日、イヴちゃんやくいなくんと遊びました。

３匹とも大はしゃぎで大変でした。 

３月２１日には、神奈川県の盲導犬協会で

行われた、フリーランに行ってきました。天気

にも恵まれ、外でのフリーラン。たくさんのパピー達が参加しました。ロッキーも、外

でのフリーランは初めてだったのでとってもはしゃいでいました。たくさん駆け回り、

後ろ足の肉球の皮が少し剥けてしまいましたが、元気いっぱい。帰りの車の中は、

やっぱり前回同様に爆睡でした。                 （written by H.Kashimura） 




