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5 月１８日は「ことばの日」
日付（5 月 18 日）は言葉の「葉」が 5 月の新緑の瑞々しさを表しているとの思
いと、
「こ（5）と（10）ば（8）
」と読む語呂合わせから。
「ことば」を大切に使い、
「こ
とば」によって人と人とが通じ合えることに感謝し、
「ことば」で暮らしをより豊
かにすることが目的として２０１９年に一般社団法人・日本記念日協会により認定・
登録されました。
漢字の「言葉の日」ではなく、ひらがなの「ことばの日」としたことには手話
や点字など広い意味での「ことば」を知ってもらいたいとの思いが込められてい
るそうです。
「ことば」には人を励まし勇気づけ人生をいいほうに変える力もある一方、人を
傷つけその人の人生を悪いほうに変える力も持っています。知らず知らずのうち
に自分が発する言葉で誰かを傷つけてしまうかもしれない事を 100% 阻止する事
は難しいことですが、意識して自分が浴びたくない言葉はかけないように、なる
べくプラスの言葉を使えるようになれたらと思います。相手を思いやれる・相手
が幸せな気持ちになれる「ことば」を自然と伝えられるようになれたら素敵なこ
とだと思います。
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武ﾃﾞｲ︓たけのこ取りゲーム
武ﾃﾞｲ︓クローバー飾り

武ﾃﾞｲ︓⽟⼊れ
武ﾃﾞｲ︓和⾵⼩物
GHﾊｲﾗﾝﾄﾞ︓⺟の⽇
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武ﾃﾞｲ︓フリフリボックス
武ﾃﾞｲ︓カレンダー
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武ﾃﾞｲ︓たけのこ取りゲーム
武ﾃﾞｲ︓こいのぼり飾り
杜:理美容の⽇

武ﾃﾞｲ︓ピンポンゲーム
武ﾃﾞｲ︓こいのぼり飾り

☆ﾊﾟﾝの移動販売

☆ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ移動販売
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武ﾃﾞｲ︓パターゴルフ
武ﾃﾞｲ︓オセロ

☆ﾊﾟﾝの移動販売

武ﾃﾞｲ︓坂道コロコロ
武ﾃﾞｲ︓坂道コロコロ
武ﾃﾞｲ︓カーネーション壁掛け 武ﾃﾞｲ︓もちもちチジミ
ｹｱﾊｳｽ︓しょうぶ湯
杜︓ドライブ
☆ﾊﾟﾝの移動販売
武ﾃﾞｲ︓おはじき遊び
武ﾃﾞｲ︓リース
杜︓花壇づくり

⾏事予定表

武ﾃﾞｲ︓ピンポンゲーム
武ﾃﾞｲ︓リース
杜:理美容⽇
☆ﾊﾟﾝの移動販売
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武ﾃﾞｲ︓ピンポンゲーム
武ﾃﾞｲ︓カラフルしおり

11

⽊曜⽇

武ﾃﾞｲ︓トンネルコロコロ
武ﾃﾞｲ︓カラフルしおり

武ﾃﾞｲ︓釣りゲーム
武ﾃﾞｲ︓オセロ
杜︓もりもりクラブ

武ﾃﾞｲ︓キャップグラグラ
武ﾃﾞｲ︓もちもちチジミ

武ﾃﾞｲ︓キャップグラグラ
武ﾃﾞｲ︓焼きあんこもち
５丁⽬︓ドライブ
杜︓もりもりクラブ
☆笑味ちゃん号移動販売

武ﾃﾞｲ︓フリフリボックス
武ﾃﾞｲ︓焼きあんこもち
杜:理美容の⽇

武ﾃﾞｲ︓ナンバースティック
武ﾃﾞｲ︓セブンパズル
杜︓もりもりクラブ

武ﾃﾞｲ︓パターゴルフ
武ﾃﾞｲ︓セブンパズル
ｹｱﾊｳｽ︓誕⽣会
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☆ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ移動販売
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武ﾃﾞｲ︓ナンバースティック
武ﾃﾞｲ︓花飾り
ｹｱﾊｳｽ︓五⽉晴れご飯
杜︓ドライブ
☆ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ移動販売

31

武ﾃﾞｲ︓釣りゲーム
武ﾃﾞｲ︓花かご(２回⽬)

☆ﾊﾟﾝの移動販売

☆ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ移動販売

☆笑味ちゃん号移動販売

18

25

☆笑味ちゃん号移動販売

☆ GHﾊｲﾗﾝﾄﾞ（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ武岡ﾊｲﾗﾝﾄﾞ） ☆ 杜（なでしこの杜）
☆ GH5丁目（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ武岡5丁目） ☆ ｹｱﾊｳｽ（ｼﾙﾊﾞｰﾌﾗｯﾄ武岡台）
☆ 武ﾃﾞｲ（武岡台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）

武ﾃﾞｲ︓釣りゲーム
武ﾃﾞｲ︓⼩⽫作り
特養︓⺟の⽇
杜︓カラオケ
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武ﾃﾞｲ︓パターゴルフ
武ﾃﾞｲ︓和⾵⼩物
ｹｱﾊｳｽ︓お菓⼦作り
杜:理美容⽇・誕⽣会
☆ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ移動販売

武ﾃﾞｲ︓⽟⼊れ
武ﾃﾞｲ︓花かご(1回⽬)
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済⽣会⿅児島地域福祉センター
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※ 移動販売（杜、ケアハウス）
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武ﾃﾞｲ︓トンネルコロコロ
武ﾃﾞｲ︓計算(脳トレ)
ｹｱﾊｳｽ︓カラオケクラブ
杜︓柏餅作り
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武ﾃﾞｲ︓洗濯バサミゲーム
武ﾃﾞｲ︓⼩⽫作り
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武ﾃﾞｲ︓フリフリボックス
武ﾃﾞｲ︓柏餅⾵ワッフル
ｹｱﾊｳｽ︓カラオケクラブ
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武ﾃﾞｲ︓キャップグラグラ
武ﾃﾞｲ︓カレンダー
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☆ GH5丁目
不定期で音楽療法を行っています！
☆杜
毎週水・土曜日 ⇒ もりもりクラブ（集団リハ）
☆ 武岡台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
ﾊﾟﾜｰﾘﾊﾋﾞﾘ・ｶﾗｵｹ・生活ﾘﾊﾋﾞﾘ等
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを毎日、日替わりで行っています！
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武ﾃﾞｲ︓⽟⼊れ
武ﾃﾞｲ︓計算(脳トレ)
ｹｱﾊｳｽ︓映画クラブ

14

武ﾃﾞｲ︓洗濯バサミゲーム
武ﾃﾞｲ︓カーネーション壁掛け
ｹｱﾊｳｽ︓美術クラブ
杜︓もりもりクラブ

21

武ﾃﾞｲ︓おはじき遊び
武ﾃﾞｲ︓柏餅⾵ワッフル
ｹｱﾊｳｽ︓ドライブ、映画クラブ
杜︓もりもりクラブ
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武ﾃﾞｲ︓トンネルコロコロ
武ﾃﾞｲ︓カレンダー
ｹｱﾊｳｽ︓美術クラブ
杜︓もりもりクラブ
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鹿児島の偉人
鹿児島生まれの偉人として、島津斉彬・西郷隆盛・大久保利通・天璋院篤姫・東郷平八
郎などが頭に浮かんでくると思います。数多くいる偉人の中で、５月４日生まれの偉人に
ついて紹介します。
みなさんは、
「西郷 従道」という人物をご存じでしょうか？
鹿児島市加治屋町の生まれで、父・西郷吉兵衛の三男として生まれ、長兄・西郷隆盛と
は 16 歳はなれており、
「従道」の読みは「つぐみち」ですが、西郷家では「じゅうどう」
が正訓となっているそうです。兄・隆盛は江戸幕府打倒最大の立役者であることに対し、
従道は明治政府の中心人物の一人として明治時代をけん引していました。兄が「大西郷」
と呼ばれ、今日でも良く知られた人物であるのに対し、従道は「小西郷」と呼ばれ、知名
度も兄ほど高くありません。鹿児島の偉人である、隆盛、従道、大久保利通との間には多
くのエピソードと説明しきれないほどの激動のストーリーがあります。もし、興味を持た
れた方がいらっしゃいましたら “ お家時間 ” の多いこの時期に歴史についても調べてみて
はいかがでしょうか？
「従道」はわが国最初の元帥・海軍大将、初代海軍大臣であったことを知る人は少ないで
しょう。
シルバーフラット武岡台

歴史に学ぶ明るい未来
このコロナ禍で売上が急増した物の中で、マスクや消毒剤などの衛生用品、ウェブカメ
ラのようなテレワーク関連商品などに加え、意外にも子ども向けの歴史本の売上が急増し
たそうです。
『東大教授がおしえる やばい日本史』は、学校の休校が始まった 2020 年 2
月 28 日の売上は前日の 2 倍、29 日は 4 倍になり、また、子ども向けの歴史マンガ『ね
こねこ日本史』は E テレでアニメ化もされており一定の人気がある中、休校要請があった
2020 年 2 ～ 4 月の売上は前年比 20 倍となり、どちらの書籍も、コロナ禍が続く現在まで
売れ行きが好調だそうです。 なぜコロナ禍で歴史本が売れるのかは、
「楽しい」のに学校
の勉強にもなり、ゲームや YouTube ばかり偏ることなく、少しでも知識が身につけばとい
う親の思いがあるようです。
また、この二つの児童書は、教科の勉強につながるだけではなく、
「笑える」本で、
『ね
こねこ日本史』は「もし日本史の偉人たちが猫だったら」というコンセプトで、聖徳太子
や織田信長、坂本龍馬がかわいい猫として描かれ、歴史好きの大人も笑えるし、歴史を知
らない子どもも笑ってしまうそうです。思いきり外で遊ぶことができず、これからどうな
るのかという不安が強いなかで「笑って明るい気持ちになれる本を読んでほしい」という
親の気持ちや、歴史という共通の話題でお孫さんと一緒に楽しみ、本を読んだお孫さんと
感想を言い合うこともできるといった祖父母の思いで売り上げが伸びたのではないでしょ
うか。
これまで経験したことない危機に遭遇すると、歴史に目を向けやすくなるという面があ
るそうです。我々にとって新型コロナウィルスのパンデミックは、経験したことのない危
機ですが、歴史を振り返ってみれば、人間は幾度も感染症と闘い、乗り越えてきており、
コロナ禍では、世界で何が起きているか、どのような対策がされているかといった「世界
への関心」の高まりと同時に、過去はどうだったのかという「歴史への関心」の高まりに
も繋がったのではないでしょうか。
コロナ禍が終わってからも、歴史に学ぶこと、そのものの重要性や価値は変わらないは
ずです。大人はもちろん、子どもたちには、歴史を楽しく学んで、アフターコロナの明る
い未来を描いていってほしいと願います。
済生会なでしこの杜

