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目 に は 青 葉 …

皐月の候、目にも鮮やかな新緑につつまれた武岡台地を爽やかな初夏の風が吹
き抜けていきます。

「目には青葉　山ほととぎす　初鰹」（山口素堂）

豊かな自然に恵まれた施設には、ほととぎすならぬオオルリ（大瑠璃）が姿を
見せてくれます。
名前の由来でもある瑠璃色の綺麗な羽色（オス）をもつこの鳥は、4月下旬頃
に飛来する渡り鳥で、里山で見られる野鳥の代表格、ウグイス・コマドリと並ん
で「日本三鳴鳥」と称されるほどその囀（さえず）りには定評があります。

オオルリは、定位置の五階食堂のベランダの端っこにとまって、朝早くからよ
く響き渡る声でピーリーリ・ピールーリ・ピッピッと美しい鳴き声を聴かせてく
れます。鳴き声の最後にギギッ・ジジッという濁った軋み音がはいるのが特徴。
ほかの夏鳥同様、10月頃越冬のため東南アジア方面へと飛び立ちます。

子どもの頃、はなし（めじろ）を捕って鳴き合わせをするのが流行り、粗方の
男児は、学校帰りに雑木林に分け入って、ポケットに隠し持ったやん餅（鳥もち）
を枝条に巻きつけて捕獲。竹籤（ひご）で作った鳥籠に入れて飼っていました。
餌は、蒸かしたから芋、黄な粉、オオバコをすり鉢に入れて練り餌をつくりま
す（デザートのみかんも大好物）。水浴びや、鳥籠の掃除など、結構大変な仕事だっ
たように記憶しています。

野鳥の愛玩飼育は、平成 17年からはメジロⅠ種のみ、一世帯一羽まで許され
ていますが、一年間毎に更新する飼養登録が義務づけられています。もちろん鳥
もちでの捕獲は禁止。「鳥獣保護管理法」により、野鳥の違法捕獲は 1年以下の
懲役または 100 万円以下、違法飼育は 6か月の懲役又は 50 万円以下の罰金刑
に処せられる場合があります。

新緑の好期、樹間から差し込むやわらかな陽射しを浴びて、渓谷のせせらぎや、
野鳥のさえずりに耳を澄ませながら野山を散策してみるのも悪くない。
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５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 4 5 6
武デイ：兜の掛け軸作り 武デイ：兜の掛け軸作り 武デイ：かからん団子作り ＧＨハイランド：音楽活動

武デイ：かからん団子作り

7 8 9 10 11 12 13
武デイ：ミニ鯉のぼり作り 高喜苑　：理容 　　高喜苑　：美容 ケアハウス：音楽倶楽部 ケアハウス：鍼灸マッサージ 高喜苑・デイ高 ケアハウス　：美術倶楽部

ケアハウス：買い物外出 ＧＨハイランド:臨床美術 武デイ： ボランティア ：音楽療法ケアハウス：買い物外出 ＧＨハイランド:臨床美術 武デイ： 　　　　　　ボランティア 　　　　　　　：音楽療法
茶喫声歌：杜のこしでなり作チンポツールフ風和　　：イデ武り作りぼの鯉ニミ：イデ武

　　和風フルーツポンチ作り なでしこの杜：移動販売車 ＧＨハイランド：音楽活動
（ＪＡ　笑味ちゃん号） 武デイ：コサージュ作り

14 15 16 17 18 19 20
ＧＨ5丁目・ＧＨハイランド ケアハウス　：出前スーパー ＧＨ５丁目： なでしこの杜：移動販売車 ＧＨハイランド：音楽活動 ケアハウス：春の桜島
　　　　　　　　　：母の日 　　　　　　　（タイヨー） 　　　　外食（はいから亭） （ＪＡ　笑味ちゃん号） 　　　　　　クルージング

武デイ：コサージュ作り ＧＨハイランド:臨床美術 なでしこの杜：
マッサージボランティア

21 22 23 24 25 26 27
部楽倶術美：スウハアケ出外物い買：スウハアケ容美：　苑喜高　会生誕：スウハアケ

部楽倶楽音：スウハアケり作チッィウドンサ：イデ武り作チッィウドンサ：イデ武 　武デイ　　：苑外活動 高喜苑・デイ高 武デイ　　　：苑外活動
　　　　（かごや買い物） 　　　　　　　：音楽療法 　　　　　（かごや買い物）
なでしこの杜：移動販売車 ＧＨハイランド：音楽活動

（ＪＡ　笑味ちゃん号） なでしこの杜：歌声喫茶

28 29 30 31
武デイ：苑外活動 高喜苑：理容 ☆　武岡台デイサービスセンター
　　　　　（かごや買い物） 武デイ：お手玉作り 　　　　　　パワーリハビリ・カラオケ・フェイスセラピー・各種ゲーム等

　　　　レクリェーションを毎日、日替わりで行っています！

☆　デイサービスセンター高喜苑
　　　　園芸レクリェーションでヘチマの苗植えを行います！

　　　　　 ※ＧＨハイランド⇒ グルプホーム武岡ハイランド ※武デイ⇒ 武岡台デイサービスセンター
　　　　　 ※ＧＨ５丁⽬ ⇒ グルプホーム武岡５丁⽬ ※デイ⾼⇒ デイサービスセンター⾼喜苑

　　　　　　　　　　　　※ケアハウス⇒ シルバーフラット武岡台
　　　　　　　　　　　　※⾼喜苑⇒ 特別養護⽼⼈ホーム⾼喜苑
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空き室のご案内  

空き室あります・・・・・                       
5 ⽉から⼊居可！ 

※いつもお世話様になっています。居室に空きがあります。 

※ケアハウスをご検討中の⽅がいらしたらぜひご紹介ください。 

1.居室⇒Ａタイプ (和・洋室６帖・台所・バルコニー・クローゼット付) 

2.利⽤料⾦⇒93,840 円〜159,840 円(前年所得等によって異なります。) 

3.施設⾒学随時受け付けます。 

 
社会福祉法人

恩賜
財団済生会支部鹿児島県済生会 

済生会鹿児島地域福祉センター 

鹿児島市小野町 2427-2 シルバーフラット武岡台 

        ℡/099-283-6870 FAX/099-283-6871 

               担当：藤岡・上村・大迫 
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