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第 86 号

収穫の秋…
施設前庭の金木犀の馥郁（ふくいく）とした甘いかおりが、武岡台地に本格的
な秋の訪れを告げています。
11 月 23 日は、勤労感謝の日。「勤労を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝
し合う日」として昭和 23 年に国民の祝日に … 。戦前までは「新嘗（にいなめ）
祭」という宮中で最も重要な祭祀のひとつで、稲の収穫を祝い、翌年の豊穣を祈
願するために、天皇が新穀を天神・地祇（ちぎ）に勧め、その恩恵を謝し、天皇
自らも食する日とされています。
鹿児島では五穀豊穣を祝う祭りを「ほぜ（豊穣）祭り」といってこの時期に各
地の神社で祭礼がおこなわれています。紅葉が見頃の霧島神宮では、子ども神輿
や踊り連・郷土芸能のほか、今年も甘酒・ポン菓子・ねったぼ（練ったぼた餅？）
が振る舞われるそうです。
先日、北薩路を走行していると、田んぼの中にポツンと立てられた「味噌なめ
て祭り・収穫祭」ののぼりが目に留まりました。
県北部に位置する出水市の小原地区は、大正 12 年から 9 年をかけ約 34ha を
人力で開墾。まつりはその先人の開墾当時の苦難を偲びつつ、またその年の収穫
の喜びを皆で分かち合い、感謝の気持ちと併せて、自然や故郷の良さを見直して、
地域の活性化を図ることを目的に毎年開催され、各種イベントや地域に伝わる踊
りを披露。新米が振る舞われます。開墾完成記念に建てられた石碑には祭りの名
前の由来となった次の句が刻まれています。
「味噌なめて晩飲む焼酎（しょちゅ）に毒はなし

煤け嬶（すすけかか）に酌

をさせつつ」
一見軽快でユーモラスな語句の中にも当時の苦難が偲ばれます。
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⾏事予定表

⽇曜⽇

⽉曜⽇

済⽣会⿅児島地域福祉センター

⽕曜⽇

⽔曜⽇

⽊曜⽇

ケアハウス ：⾳楽喫茶

武デイ ポテトパンケーキ作り
武デイ：
ポテトパンケ キ作り

武デイ：巻き取りゲーム
武デイ ミニ袋作り
武デイ：ミニ袋作り
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武デイ：ティッシュ外しゲーム ⾼喜苑 ：訪問理容
武デイ：シュシュ作り
ケアハウス ：買い物外出
ＧＨハイランド:臨床美術
武デイ：ボール渡しゲーム
武デイ：物当てゲーム
武デイ：3倍ボウリング
武デイ：物当てゲーム

ケアハウス



ＧＨハイランド
ＧＨ5丁⽬

校区⽂化祭

⾒学

武デイ：⾵船バレー
武デイ：ピザ作り

※ＧＨハイランド
※ＧＨ５丁⽬
※武デイ
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ＧＨハイランド:臨床美術

武デイ：ティッシュ外しゲーム

武デイ：アロマセラピー

⾼喜苑 ：訪問理容
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武デイ：陣取りゲーム
武デイ：ピザ作り
グループホーム武岡ハイランド
グループホーム武岡５丁⽬
武岡台デイサービスセンター
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武デイ：3倍ボウリング
武デイ ミニ袋作り
武デイ：ミニ袋作り

⼟曜⽇
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なでしこの杜：移動販売⾞ ＧＨハイランド：⾳楽療法
（ＪＡ 笑味ちゃん号） ＧＨ５丁⽬ ：⾳楽療法

武デイ：⾵船バレー
武デイ：コーヒー消臭剤作り
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武デイ：陣取りゲーム
武デイ：コーヒー消臭剤作り
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ケアハウス ：⾳楽喫茶
なでしこの杜：移動販売⾞
（ＪＡ 笑味ちゃん号）
なでしこの杜 コスモス⾒学
なでしこの杜：コスモス⾒学
なでしこの杜：移動販売⾞
武デイ：ドミノゲーム
武デイ：テーブル卓球
武デイ：アロマセラピー
武デイ：⽩⽟団⼦作り

ケアハウス：武岡⼩学校交流会

ケアハウス ：⾳楽喫茶
なでしこの杜：移動販売⾞
（ＪＡ 笑味ちゃん号）
なでしこの杜：コスモス⾒学
なでしこの杜：移動販売⾞
武デイ：⾙のストラップ作り 武デイ：ドミノゲーム
武デイ：3倍ボウリング
武デイ：思いだしトレーニング

ＧＨハイランド：⾳楽療法
ＧＨ５丁⽬ ：⾳楽療法
ケアハウス：誕⽣会
武デイ：テーブル卓球
武デイ：どんぐりアート作り

⾼喜苑:喜楽会清掃
ボランティア

ケアハウス：喫茶

武デイ：ボール渡しゲーム
武デイ：どら焼き作り

武デイ：巻き取りゲーム
武デイ：どら焼き作り

⾼喜苑：⾳楽療法
ＧＨハイランド：⾳楽療法
ＧＨ５丁⽬：⾳楽療法
武デイ：ドミノゲーム

⾼喜苑 ：訪問美容
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武デイ：巻き取りゲーム
武デイ：⾙のストラップ作り
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武デイ：ティッシュ外しゲーム

武デイ：ペン⽴て作り
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ケアハウス ：喫茶
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ＧＨハイランド:家族交流会

（はいから亭）

武デイ：ボール渡しゲーム

武デイ：カレンダー作り
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ケアハウス

23



武デイ：ボール渡しゲーム

5

武デイ：テーブル卓球
武デイ：思いだし
トレーニング
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⾦曜⽇

ＧＨ5丁⽬
ＧＨハイランド

武岡祭り
⾒学

武デイ：3倍ボウリング

武デイ：トレーの⼩物⼊れ作り
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⾼喜苑：⾳楽療法
⾼喜苑
⾳楽療法
ＧＨ５丁⽬ ：⾳楽療法
武デイ：⾵船バレー
武デイ：⽩⽟団⼦作り
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武デイ：トレーの⼩物⼊れ作り
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なでしこの杜：喫茶
武デイ：ティッシュ外しゲーム

武デイ：ポテトパンケーキ作り
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なでしこの杜：歌声喫茶
ケアハウス 美術芸倶楽部
ケアハウス：美術芸倶楽部
武デイ：陣取りゲーム
武デイ：シュシュ作り
⾼喜苑 ：誕⽣会
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ケアハウス：フラワーアレンジメント

なでしこの杜：誕⽣会
武デイ：⾵船バレー
武デイ：どんぐりアート作り
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ケアハウス：美術芸倶楽部
武デイ：テーブル卓球
武デイ：ペン⽴て作り

⾼喜苑 ：訪問美容
なでしこの杜：移動販売⾞
（ＪＡ 笑味ちゃん号）
武デイ：陣取りゲーム
武デイ：カレンダー作り

☆ 武岡台デイサービスセンター

パワーリハビリ・カラオケ・⽣活リハビリ等
レクリェーションを毎⽇、⽇替わりで⾏っています！
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「済生会なでしこの杜」３周年
サービス付き高齢者向け住宅「済生会 なでしこの杜」は、平成 26 年 11 月 1
日に開設して、3 周年を迎えることができました。
これまで特に大きな事故もなく、概ね順調に運営することができましたことは、
ひとえに、ご利用者やご家族の皆様をはじめ、地域や関係者の方々のご支援、ご
協力の賜物と深く感謝致しております。
「なでしこの杜」は私共 済生会グループで、初めて開設したサービス付き高齢
者向け住宅です。立ち上げの段階では、入居者様・職員共に落ち着かない時期も
ありました。
「石の上にも三年」という言葉がありますが、一つひとつの積み重
ねが実を結び、少しずつではありますが済生会らしさが見え始めてきたのではな
いかと思っております。
今後とも皆様のお力添えを頂きますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
済生会なでしこの杜

秋を満喫
11 月に入り、今年も残り２カ月ほどとなりました。虫の鳴き声もいつしか消え、
晩秋の冷気を感じる季節になりました。
グループホーム武岡五丁目では、10 月に武岡小学校運動会の見学に出掛けま
した。11 月には校区文化祭への出展や見学を実施予定で、“運動の秋 ” “文化の秋 ”
を満喫しています。
グループホーム武岡五丁目は街中に立地しており、今後とも地域行事への参加
を積極的に行い、地域に根差したグループホームを目指していきたいと思います。
秋から冬への季節の変わり目で、朝夕の寒暖の差や急に冷え込みが強くなった
りする時期です。体調管理には十分に気を付けてお過ごし下さい。
グループホーム武岡五丁目
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