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卯 の 花 の 匂 う 頃 …

水無月六月、梅の実が色づく季節になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。
「卯の花の 匂う垣根に 時鳥（ホトトギス）早も来鳴きて 忍音もらす 夏は来ぬ…」
この時期によく口ずさまれる唱歌『夏は来ぬ』は、爽やかな日本の初夏を彩る

風物が織り込まれた名曲で、平成 19 年に「日本の歌百選」に選ばれています。
明治 29 年発表の楽曲ということもあって、「忍音（しのびね）・裳裾（もすそ）・

のきば・水鶏（くいな）・楝（おうち）」など耳慣れない歌詞が多く含まれています。
この詩に表現されている美しい日本のふるさとの風景や、古くから伝承されて

きた習慣は、遠く過ぎ去った時代や故郷を懐かしむノスタルジックな世界に誘っ
てくれます。

明治・大正・昭和・平成と世紀を超えて歌い継がれてきたこの名曲がこれから
どのように伝えられていくのか気にかかるところです。

気にかかることといえば、天皇陛下の生前退位の意向を受けて、いよいよ来年
は元号が変わる歴史的な年になります。元号の制定には「漢字二文字」「読みや
すい」「書きやすい」「日常的に使われていない」「今までに使われていない」な
どいくつかの条件があるようですが、まずは候補を３案に絞り込み、有識者らの
意見を踏まえて決定されるようです。ちなみに「平成」の時は「修文」「正化」
の中から選ばれたそうです。

日本の歴代元号の中で最も長く続いた激動の時代「昭和」から、引き継がれた
「地平天成（地平かに天成る）」国の内外、天地とも平和が達成されるようとの願
いを込めて命名された「平成」は 31 年 4 月 30 日をもって終焉を迎えることに
なります。

元号が変わったからといって我々の生活を取り巻く環境が劇的に変化して、こ
の世に楽園・天国が現出するなんてことは考えにくいですが、いつかきっと素敵
な夢のある未来予想図が描ける日が来ることを信じて楽しみに待ちたいものです。
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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

　※ＧＨハイランド グループホーム武岡ハイランド ☆　武岡台デイサービスセンター 1 2
　　パワーリハビリ・カラオケ・⽣活リハビリ等 ＧＨハイランド：⾳楽療法 なでしこの杜：喫茶・カラオケ

　　レクリェーションを毎日、日替わりで ＧＨ５丁⽬：⾳楽クラブ
　※武デイ 武岡台デイサービスセンター 　　行っています！

武デイ：蹴ってカップイン 武デイ：⾵船陣地アタック
武デイ：紫陽花の壁掛け 武デイ：紫陽花の壁掛け

3 4 5 6 7 8 9

　※ＧＨ５丁⽬ グループホーム武岡５丁⽬

3 4 5 6 7 8 9
ＧＨ５丁⽬：⽗・⺟の⽇祝 なでしこの杜：パン移動販売 ケアハウス：買い物送迎 ケアハウス：⾳楽倶楽部 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：美術倶楽部

なでしこの杜：移動販売⾞ なでしこの杜：茶話会 ＧＨ５丁⽬：⾳楽クラブ なでしこの杜：歌声喫茶
特養：⾳楽療養

武デイ：フラワーマグネット 武デイ：フラワーマグネット 武デイ：輪拾い 武デイ：棒体操 武デイ：タコ釣りゲーム ケアハウス：⿇雀倶楽部 武デイ：タコ釣りゲーム
武デイ：ボーリング 武デイ：偽リンゴ⽪むき 武デイ：キャベツ、⾖腐の炒め煮 武デイ：キャベツ、⾖腐の炒め煮 武デイ：連想ゲーム 武デイ：⽯鹸で芳⾹剤

10 11 12 13 14 15 16
ＧＨハイランド:臨床美術 ケアハウス：映画倶楽部 ケアハウス：抹茶倶楽部 なでしこの杜：移動販売⾞ ＧＨハイランド：⾳楽療法 特養：運動会
特養：訪問理容 なでしこの杜：移動販売⾞ なでしこの杜：ギター・歌謡曲 ＧＨ５丁⽬：⾳楽クラブ
なでしこの杜：パン移動販売 ケアハウス：カラオケ倶楽部

武デイ：フラワーマグネット 武デイ：輪拾い 武デイ：ボーリング 武デイ：蹴ってカップイン 武デイ：野球ゲーム なでしこの杜：誕⽣会 武デイ：棒体操
武デイ：簡単クレープ 武デイ：簡単クレープ 武デイ：偽リンゴ⽪むき 武デイ：⾹り袋 武デイ：タコ釣りゲーム 武デイ：もやしときゅうりのナムル

17 18 19 20 21 22 23
ＧＨハイランド:臨床美術 ＧＨハイランド：外出（なでしこ棟） ケアハウス：⾳楽倶楽部 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：美術倶楽部
なでしこの杜：パン移動販売 なでしこの杜：移動販売⾞ ＧＨ５丁⽬：⾳楽クラブ なでしこの杜：歌声喫茶

ケアハウス：⿇雀倶楽部
武デイ：もやしときゅうりのナムル 武デイ：棒サッカー 武デイ：武岡⼩交流会 武デイ：輪拾い 武デイ：ボーリング なでしこの杜：読み聞かせ 武デイ：棒サッカー

武デイ：連想ゲーム 武デイ：⼩物⼊れ作り 武デイ：⼩物⼊れ作り 武デイ：偽リンゴ⽪むき 武デイ：⼭芋鉄板焼き 武デイ：⼭芋鉄板焼き

24 25 26 27 28 29 30
特養：訪問理容 ＧＨハイランド：外出（しらゆり棟） ケアハウス：抹茶倶楽部 特養：訪問美容 特養：⾳楽療法 なでしこの杜：喫茶・歌・
ケアハウス：買い物送迎 ケアハウス：施設外活動 なでしこの杜：移動販売⾞ なでしこの杜：移動販売⾞ ケアハウス：カラオケ倶楽部 マジックショー
ケアハウス：誕⽣会 （セイカ⾷品⼯場⾒学・江⼝蓬莱館） なでしこの杜：⽇舞

武デイ：連想ゲーム なでしこの杜：パン移動販売 武デイ：⾵船陣地アタック 武デイ：タコ釣り 武デイ：輪拾い 武デイ：棒サッカー 武デイ：野球ゲーム
武デイ：⾵鈴ストラップ 武デイ：⾵鈴ストラップ 武デイ：カレンダー作り 武デイ：カレンダー作り 武デイ：カレンダー作り 武デイ：偽リンゴ⽪むき
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「シルバーフラット武岡台」は、今年４月に「武岡台なでしこ倶楽部」を発足
しました。

入居者の皆様の各々のライフスタイルに合わせた安全・安心・快適な生活の実
現を目的とした同倶楽部は、従来から実施している音楽・抹茶・映画・美術の４
倶楽部及び、都合により休止中の書道・陶芸２倶楽部に、カラオケ・麻雀・園芸
の３倶楽部を新たに追加して、都合 9 つの倶楽部活動を展開します。

また、四季の移ろいを楽しんでいただける恒例の「武岡台六月燈・納涼夏祭り」
や「X マスディナーショー」などの季節行事のほかに、４月の「木下大サーカス
鹿児島公演」観覧をはじめ、「焼肉食べ放題ツアー」「セイカ食品工場見学」「維
新 150 周年記念・西郷どんツアー」「旬菜！薩摩美食紀行」など多彩な施設外活
動を計画しています。

倶楽部活動や、各種行事の参加は自由です。希望により選択してご参加いただ
けます。乞うご期待！

シルバーフラット武岡台
 

 梅雨になり、紫陽花が綺麗な季節となります。武岡台デイサービスセンター
の利用者様が使用するテーブルの上にはいつも季節の花が飾られ、皆さんを癒や
してくれます。これは利用者様が、自宅の庭に咲いている花を持ってこられたも
のです。

鹿児島県は一人当たりの生花消費量が全国一だということをご存じですか。
鹿児島県民は、お彼岸やお盆に限らず、“ 墓と仏壇の花は絶やさない ” という

習慣があるそうです。武岡台デイサービスの利用者様も週に 1 回は墓参りに行き、
お花を絶やさない方がいらっしゃいます。鹿児島県民は祖先を敬う気持ちが極め
て高い県民性なのですね。

武岡台デイサービスセンターの利用者様、いつも綺麗なお花を飾ってくれてあ
りがとうございます。

武岡台デイサービスセンター

「武岡台なでしこ倶楽部」が発足！


