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おかげ様で106 周年！
紫陽花の候、いかがお過ごしでしょうか。
5 月 16 日、日本中が明るくなるおめでたいニュースが舞い込んできました。
秋篠宮文仁親王殿下の第一女子眞子内親王殿下が大学生時代の同級生と結婚の

準備が進められているとの報道です。正式な婚約内定発表や一般の結納に当たる
「納采の儀」は未定ですが、結婚式は来年になるのではとのことです。

秋篠宮殿下を総裁に戴く私共「　　済生会」は、明治天皇の「済生勅語」に基
づき明治 44 年 5 月 30 日に創設され、本年で 106 周年を迎えました。

当時社会に増えた生活困窮者である「無告の窮民」に無償で医療を行い、それ
によって生（いのち）を済（すく）う活動をする団体を設け、長く困窮者の寄る
辺とするようにと時の桂太郎総理大臣に命じられました。済生会は天皇陛下から
下賜されたお手元金 150 万円（現在では約 16 億円）を基金として全国の官民か
ら寄付金を募って創立されました。
「済生」の意味は中国の古典に由来します。「済」は「すくう」で、「生」は「い

のち」です。そして「生」はその語通り「命」ですが、同時に「民草＝国民」の
意味もあります。さらに「繁栄」の意味も込められています。つまり、「生」と
は「国民の生命と繁栄」をさすと伝えられています。

戦後、済生会は財団から社会福祉法人に変わりましたが、明治天皇のお志を決
して忘れないようにと、「社会福祉法人　　済生会」を正式名称としています。

桂総理は当初、名称を「恩賜財団済生会」としてお伺いしましたが、天皇陛
下は「済生の事業は天皇と国民が一緒になって行うのだからとお許しにならず、

「　　済生会」と 2 行に分けて組み文字にして表記することでお許しを戴いた
とのエピソードが残されています。なお、わが国でいう「恩賜」は天皇陛下か
ら賜ったという意味です。

創設 106 周年を迎え、済生会には「施薬救療」という創立の精神を引き継ぎ、
保健・医療・福祉の充実・発展に資するよう日々精進して、社会福祉の向上に貢
献する責務があります。
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6⽉　　　　⾏事予定表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　済⽣会⿅児島地域福祉センター

⽇曜⽇ ⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇ ⼟曜⽇

1 2 3
ケアハウス：園芸倶楽部 ＧＨハイランド：⾳楽療法 ケアハウス：美術芸倶楽部
　　　　　　　鍼灸マッサージ
なでしこの杜：移動販売⾞ ＧＨ５丁⽬　：⾳楽療法 なでしこの杜：喫茶

（ＪＡ　笑味ちゃん号）
武デイ：連想ゲーム 武デイ：バスボム作り 武デイ：バスボム作り

4 5 6 7 8 9 10
武デイ：知恵学習 ⾼喜苑　：訪問理容 なでしこの杜：出前スーパー ケアハウス：⾳楽倶楽部 なでしこの杜：移動販売⾞ ⾼喜苑・デイ⾼：⾳楽療法 なでしこの杜：歌声喫茶

（タイヨ ） （ＪＡ 笑味ちゃん号） 武デイ：紙コップ⾵鈴作り（タイヨー） （ＪＡ　笑味ちゃん号） 武デイ：紙コップ⾵鈴作り
ケアハウス：買い物外出 武デイ：おやき作り 武デイ：おやき作り 武デイ：芳⾹剤作り

武デイ：紙コップ⾵鈴作り ＧＨハイランド：⾳楽療法
武デイ：おやき作り ＧＨ５丁⽬　：⾳楽療法

11 12 13 14 15 16 17
なでしこの杜： ＧＨハイランド:臨床美術 ⾼喜苑：訪問美容 ケアハウス　：喫茶 なでしこの杜：移動販売⾞ ＧＨハイランド：⾳楽療法 ケアハウス：美術芸倶楽部

ストーンマッサージ （ＪＡ　笑味ちゃん号） ケアハウス：誕⽣会
武デイ：タッセル作り 武デイ：タッセル作り 武デイ：ちぢみ作り ケアハウス　：映画倶楽部 ＧＨ５丁⽬　：⾳楽療法 ＧＨハイランド：家族交流会

武デイ：芳⾹剤作り 武デイ：ちぢみ作り 　　　　　　　　　（はいから亭）
なでしこの杜：読み聞かせ なでしこの杜：マッサージ 武デイ：ちぢみ作り 武デイ：おから蒸しパン作り

18 19 20 21 22 23 24
ＧＨ５丁⽬：⽗の⽇祝い 武デイ：連想ゲーム　・ ケアハウス・なでしこの杜 ケアハウス：⾳楽倶楽部 　⾼喜苑　：訪問美容 ケアハウス：買い物外出 なでしこの杜：歌声喫茶

       空箱積み上げゲーム 出前スーパー（タイヨー） なでしこの杜：移動販売⾞ ⾼喜苑・デイ⾼：⾳楽療法
武デイ：おから蒸しパン作り （ＪＡ　笑味ちゃん号） ＧＨハイランド：⾳楽療法 武デイ：コースター作り

ＧＨハイランド:臨床美術 武デイ：知恵学習 武デイ：絵はがき作り 武デイ：絵はがき作り ＧＨ５丁⽬：⾳楽療法
武デイ：コースター作り

25 26 27 28 29 30
⾼喜苑：運動会 ⾼喜苑：訪問理容 ケアハウス　：施設外活動 ケアハウス　：喫茶 武デイ：カレンダー作り 武デイ：カレンダー作り

　指宿/唐船峡そうめん流し
武デイ：デコおにぎり作り 武デイ：デコおにぎり作り ＧＨハイランド：訪問理髪 ＧＨハイランド：⾳楽療法

ＧＨハイランド：訪問理髪
ＧＨ５丁⽬　：⾳楽療法

　　　※ＧＨハイランド グルプホーム武岡ハイランド
　　　※ＧＨ５丁⽬ グルプホーム武岡５丁⽬ ☆　武岡台デイサービスセンター ☆　デイサービスセンター⾼喜苑
　　　※デイ⾼ デイサービスセンター⾼喜苑 　　　　　　パワーリハビリ・カラオケ・趣味活動等 　　　　紫陽花見学を行います。

　　　※武デイ 武岡台デイサービスセンター 　　　レクリェーションを毎日、日替わりで行っています！クリ ションを毎日、日替わりで行 て ます
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6 月に入り早いもので今年も半年が過ぎようとしています。

衣替えの時期を迎え、汗ばむような夏らしい日も多くなってきました。

そんな中、特養 高喜苑では毎年恒例 “夏の大運動会” の準備が着々と進んでい

ます。

今年も、紅白のハチマキを凛々しく巻いた、よかにせ、よかおごじょによる熱

戦が繰りげられることでしょう。多くのご家族様のご参加をお待ちしています。

梅雨に入り、蒸し暑い季節がやってきます。季節の変わり目は、寒暖の差が大

きく 体調を崩しやすい時期でもあります。十分な栄養補給と睡眠で乗り越えま

しょう。

特別養護老人ホーム高喜苑

紫陽花が咲き誇る季節になりました。

グループホーム武岡ハイランドでは、毎月行事を開催しています。

４月はお花見、5 月は母の日のお祝い、今月は外食を兼ねての家族交流会を予

定しています。

車中からの花々に季節を感じつつ、ご家族との食事や会話を楽しんでいただき

ながらご家族同士の情報交換の場となるような企画を検討しています。

梅雨に入り蒸し暑い日々が続きそうです。施設では水分補給時にゼリーやアイ

スクリームなど涼しさを添えて提供するなどの工夫をしています。

また、食中毒の発生しやすい時期でもあり、食事の提供にはいつも以上に気を

つけています。皆様も食中毒には十分気をつけてお過ごしください。

グループホーム武岡ハイランド




