
ある日、あなたは電気も通じていない山奥
の山小屋にやって来ました。
夜になって、ろうそくの灯りだけが頼りと
いった状況ですが、さて、そのろうそくは
今どんな燃え方をしているでしょう？

① 激しく燃えてる

② 程々に燃えてる

③ 今にも消えそう
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小さい頃から大切にしている物、大好きな人から頂いた物、お金で
は買えない思い出などあなたの大切な宝物を教えてください。

皆様こんにちは。供給部の森と申します。私の職場ではお
客さまにガスを安心、安全にお使いいただけるように、新
設の建物にガス管を配管したり、古くなったガス管を入れ
替えたりする工事の計画や監理をしております。地域の皆
様にはガス工事でご迷惑をおかけしますが、ご容赦くださ
いますようお願いいたします。
さて、早いものでもう師走、元旦を迎えるにあたり西日本で
は大晦日に「年取り魚」として「ブリ」を食べ、年を越す風習
があるようです。ちなみに東日本では「鮭」、わが家はなぜか「おでん」、「ブリは
12月頃に一番おいしくなることから、魚に”師“とかいて”鰤“」と書くそうです。
皆様のお宅ではいかがでしょうか？
これからも久留米の発展に貢献できるよう、少しでも多くのお客さまに喜んで
頂けるよう頑張ってまいります。

3
私の宝物私の宝物

【期限】平成28年1月29日（金）必着【ろうそくの炎】

森　英文
供給部保全Ｇマネジャー
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年末 年始年末 年始
わが家の

わが家の師走は鳥栖へと車を走らせま
す。目指すは田代駅近くの和菓子屋さん。
田代えびす市が行われる約2週間だけ店
頭で焼かれる栗まんじゅうは、毎年行列
ができるほどです。お店のご厚意で置か
れる炭で暖をとりながら焼きあがりを待
ち、そうしてあつあつ
をほおばりながら今
年もいい年だったな
～と振り返ります。　
　　(40才 会社員)

いつもは21時すぎには眠ってしま
う娘（4才）も12/31～1/1（カウン
トダウン）は家族みんなで０時を迎
え新しい1年を迎
えます。「明けまし
ておめでとう」を
家族で言い合うの
が毎年恒例です。
　(35才 パート)

わが家の年末恒例行事といえば「もちつ
き」です。おじいちゃんおばあちゃんと子
どもたちも喜んでもちを丸めています。
できたてのおもちに大根おろし、あんこ、
きなこなど、各自が好きな具をつけて、食
べます。つきたてのお
もちはとーっても美
味しいです♡  もちろ
ん、そのおもちでお正
月のお雑煮もいただ
きます。
　　　　(38才 パート)

私の家では毎年、年末は近くの友人達を
集めてホームパーティーをし、年始には
必ずお雑煮を食べます。うちの雑煮の具
は、もち・白菜・シイタケ・サクラエビ・ス
ルメを入れます。コンブのダシが効いて
いて私はこのお雑煮
が大好きです。
　　　（27才 主婦）

最近は豪華なおせちが市販されています
が、わが家では娘たちと一緒におせち作
りをするのが恒例となっています。前日
材料を買い集め二女の家に私共と長女が
集まって作ります。小4になった孫娘も
大分手伝いが出来る
ようになり、賑やかな
おしゃべり入りで一
品一品作り上げてい
きます。
　　　　(84才 主婦)

2015年も残りわずか、
今回は、年末年始の楽しい恒例行事を

お寄せいただきました。
来年も希望の年でありますように！

楽しいもちつき

家族みんなで
カウントダウン

あつあつの栗まんじゅう

わが家のおせち作り わが家のお雑煮

楽しいもちつき

家族みんなで
カウントダウン

あつあつの栗まんじゅう

わが家のおせち作り わが家のお雑煮
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「激しく燃えている」を選んだ人は、何かの目標に
向かって一所懸命努力をしていたり、夢中になれ
る物があって充実した時間を過ごすことが出来
ていることでしょう。それが恋か仕事か、はたま
た勉強かは判りませんが、ろうそくのように簡単
に燃え尽きたりしないよう頑張って下さい。

「程々に燃えてる」を選んだ人は、それなりに充実
した生活を送っているようですが、ちょっと不安
や不満もあるみたい。今よりももう少し積極的に
行動したり、楽しむ時と我慢する時のメリハリの
ある生活を送ることが出来たりすれば、自然と道
も切り開けることでしょう。

「今にも消えそう」を選んだ人は、目標を見失ったり、
安易な誘惑に負けたりして、ちょっと堕落した生活
を送っているみたい。何をするにも面倒に思えたり、
ついつい楽な方に進んでしまったりしていません
か？ろうそくの炎を消えそうなままにしておくの
も、再び燃え上がらせるのも全てはあなた次第です。

１．「激しく燃えてる」を選んだ人の生活充実度は90％ 2．「程々に燃えてる」を選んだ人の生活充実度は60％ ３．「今にも消えそう」を選んだ人の生活充実度は10％
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大学卒業後、社会人を経て調理師専門学校を卒
業。沖縄で郷土料理店、大阪で懐石料理店の現場
で働く。福岡に戻り、調理製菓専門学校にて、料理
講師、カフェ科担任などに就く。現在、福岡県久留
米にて「フードアトリエ湖舟」を構え、料理研究家と
して活動中。

◇プロフィール

【お問い合わせ】
TEL:0942-65-5024
メール：sakura425sakura@gmail.com
Facebook：ごはんの種をまく日々
ブログ：ごはんの種をまく日  々takakostyle

◇料理教室
『ごはんの種をまく日々』を主宰。

「料理を手作りしよう！」をコ
ンセプトに料理教室を主宰
しています。定番料理・伝
統料理・基礎料理と合わせ
て目新しい料理、器や道具・食材などのご
提案もさせていただいています。料理を愉
しみたい、料理を学び直したいなどの思い
に答えていきたいと思っています。

肉豆腐

・牛ばら肉（薄切り）…200g  ・絹ごし豆腐…1丁  ・万能葱の小口切り…1/4把
・椎茸…２枚  ・サラダ油…適量  
〈合わせ調味料〉  ・酒…大3  ・濃口醤油…大3  ・砂糖…大1/2  ・味醂…50cc
  　　　　　　　・七味唐辛子…少々

【ろうそくの炎】はあなたの生活充実度のテストです。ここでのろうそくの燃え方は、今のあなたの心を照らす道しるべの象徴。
　　　　　　　 つまり、その炎が良く燃えているほど、充実した生活を送っていると言えます。

①材料の下ごしらえ　1.牛肉は食べ易い大きさに切る。　2.絹ごし豆腐は、8切れに切る。
　3.椎茸は、十字に4等分に切る。　4.調味料を合わせておく。
②肉豆腐を作る　1.鍋にサラダ油を熱し、牛肉を炒める。　2.牛肉の色が変わったら椎茸を
　加え、合わせ調味料を注ぐ。
　3.ひと煮立ちしたら、豆腐も加え、中火で煮込む。　4.煮汁が半分ほどになるまで、煮詰める。
③盛り付ける　器に盛り、葱を散らし好みで七味唐辛子を加える。

QA冬に迫る

A

A

脱衣室・浴室・トイレなどの部屋を暖めることです。暖房器具を使用したり、シャワーが
あれば高い所から湯を入れることで浴室を暖めることができると思います。

短時間で浴室が暖まることを考えると、効果的だと思います。 

〒830-0017 福岡県久留米市日吉町115
TEL : 0942-35-2725
平日　：午前9時～午後6時（昼休み : 午後1時～午後2時）
土曜日：午前9時～午後5時（昼休み : 午後1時～午後2時）
※：日曜日及び祝日は外来休診です。

■診療科目：外科  内科  形成外科  循環器科  整形外科
胃腸科  肛門科  リハビリテーション科  人間ドック  健診

楠病院看護師長にきく！楠病院看護師長にきく！
身近な危険！身近な危険！ ヒートショック ヒートショック ヒートショック

Ｑ．3 ヒートショックの予防法や対策はありますか？

Ｑ．4 ガスの浴室暖房乾燥機は
ヒートショック対策に有効ですか？ 

Ｑ．5 最後に、中林看護師長から読者のみなさまへ一言お願いします！

久留米ガスからのお知らせ

豆腐のとろ～んがたまらない

ごはんがすすむ

ガスの浴室暖房乾燥機は
5分で浴室を25℃まで暖めます。
ガスの浴室暖房乾燥機は
5分で浴室を25℃まで暖めます。

A

A 高齢者の方（６５歳以上）、高血圧・高血糖の方、肥満体質の方、飲酒後やくすりを飲
んだ直後の入浴をする人といわれています。 

Ｑ．1「ヒートショック」とは何ですか？ 

Ｑ．2 ヒートショックを起こしすい人の特徴ってありますか？

暖かい部屋から急に寒い所にいくと、体がビックリして心臓の働きが止まってしまうこと。
例えば、リビング・浴室・脱衣室・トイレなど、温度差の大きい所に行ったときに、体が
温度変化にあい、血圧が急変し脳卒中や心筋梗塞などにつながる恐れがあります。 
 

A 当院は一般病棟と療養病棟があります。 治療はもちろんリハビリ目的、今後の支援
構築、長期に至る方々の支援までお手伝いできる病棟を有しております。自宅復帰から
施設探し、長期療養を検討されている方はご遠慮なくご相談ください。

脱衣室・浴室・トイレなどの部屋を暖めることです。暖房器具を使用したり、シャワーが
あれば高い所から湯を入れることで浴室を暖めることができると思います。

短時間で浴室が暖まることを考えると、効果的だと思います。 

高齢者の方（６５歳以上）、高血圧・高血糖の方、肥満体質の方、飲酒後やくすりを飲
んだ直後の入浴をする人といわれています。 

暖かい部屋から急に寒い所にいくと、体がビックリして心臓の働きが止まってしまうこと。
例えば、リビング・浴室・脱衣室・トイレなど、温度差の大きい所に行ったときに、体が
温度変化にあい、血圧が急変し脳卒中や心筋梗塞などにつながる恐れがあります。 
 

当院は一般病棟と療養病棟があります。 治療はもちろんリハビリ目的、今後の支援
構築、長期に至る方々の支援までお手伝いできる病棟を有しております。自宅復帰から
施設探し、長期療養を検討されている方はご遠慮なくご相談ください。

楠病院
日吉町
バス停
日吉町
バス停

日吉町
交差点

日吉神社

西鉄久留米駅明治通り

福岡
銀行

←JR　昭和通り
通町5丁目
交差点

〒

楠病院厨房
アルブ
訪問看護ステーションつつじ
ケアプラン

季節の特集季節の特集

冬場によく耳にする「ヒートショック」。 これはどういったものなのか？！ 
楠病院の中林看護師長にきいてみました！

とは！！？とは！！？とは！！？

11月6日（金）～8日（日）の3日間、2015ガス展を開催しました。たくさんのご来場、誠にありがとうございました。

■温度差によって変動する血圧イメージ

暖かい室内

血圧安定 血管が縮んで
血圧上昇

血圧が
さらに上昇

血管が広がり
血圧低下

熱めの浴槽内寒い脱衣室 浴室も寒い

血圧値
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