２０２１年１月 日︒被
爆者が︑多くの核兵器廃絶
を願う世界中の市民や国が︑
願いに願った核兵器禁止条
約が発効されました︒ニュ
ースや新聞でもたびたび報
じられ︑皆さんも耳にされ
たことと思います︒
私は︑同日行われた記念
行動とつどいに参加しまし

岡山市中区浜四七二

第 号 二〇二一年三月一日
〒

林 友 の 会
八
―八一一㈹
二
―九五七直

石 田 正 也

電話︵〇八六︶二七二

電話︵〇八六︶二七二

発 行
703−
8520

紙代一部 円︵郵送料 円︶

発行責任者

れ︑２世として活動されて
きた方は︑朝一番に天国の
お母さんへ発効の報告をし
たそうです︒
つどいでは︑被爆者の語
りや︑朗読劇などがありま
した︒朗読劇では︑子ども
を亡くした母の無念な思い
が伝わってきて︑悲しみで
いっぱいになりました︒も
し︑私の家族に同じことが
起こったら ︒
…核兵器禁止
条約が発効され︑核兵器が
違法であることが明文化さ
れました︒サーロー節子さ
んは言います﹁次の私たち
の目標は︑完全に核兵器を
廃絶する︑それが可能にな
る日︒それが夢ですね︒﹂
皆さんにとっても︑私にと
っても︑今日という日を忘

れずに歩み続けられますよ
う願っています︒
︵林病院
精神保健福祉士
金関秋音︶

日時：３月26日㈮ 15時〜16時半
場所：林友の会事務所
参加費：100円（お茶菓子代）

スタンディングでのアピール行動です。どな
たでもお気軽にご参加ください。

日時：３月11日㈭ 14時半〜16時半
場所：林友の会事務所
参加費：100円（お茶菓子代）

日時：３月16日㈫ 17時半〜
場所：中区役所前

病気、人間関係、将来のことなど、当事者
同士で交流しています。事前の申込等は必要
ありません。お気軽にご参加ください。

心の病気をもつ方のご家族であれば、どな
たでも参加していただけます。初めての方も
お気軽にご参加ください。

第67回行動 スタンディング

ゆとりの会

当事者交流会

あじさいの会

家族交流会

集団的自衛権の行使に反対する中区の会

▲中区役所前でのスタンディング
▲元気にシュプレヒコール
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た︒入職し２年で︑活動に
参加し始めたばかりです︒
ですが︑この日を迎えるま
でに繰り返された行動︑そ
れに込める思い︑流れた年
月を思うと言葉にできない
思いになりました︒また︑
この日を願い︑命を落とさ
れた皆さんを思うと︑残念
でなりません︒母を亡くさ

▲条約発効の喜びを参加者のみんなでアピール
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核兵器廃絶に向け歩む
条約発効記念のつどい

22

こ だ ま

▼女性蔑視発言で役職を追
われ︑その後任人事も混迷
している︒どうしてあのよ
うな発言を︑しかも公の場
所でしたのだろうか︒この
ような事案があるといつも
そんな風に考えてしまう︒
▼国の中で政府の最高位を
担った人なのに︒あんなと
ころであんなことを言って
はいけない事はわかりそう
なものだ︒話す時に焦り︑
いら立ち︑緊張︑苦手意識
や相手に何としてもこう伝
えないといけないなど︑
様々なストレスがあるとこ
のような発言になるのか︒
それとも自分に自信があっ
て何を言っても大丈夫だと
いう驕りがあることが原因
か︒いろいろ考えるがよく
わからない︒そういう場合
は合わせて謝罪が謝罪に聞
こえない事が多い︒自分が
正当だったと言い返し︑他
者の事を批判しているよう
に聞こえる︒自分の発言の
問題を明確に自覚しないま
ま話すからそうなるのだと
思う︒▼私も人に話しをす
ることが多い︒自分の思い
だけを話していた時はだい
たい後悔する︒どんな場合
でも話は会話なので︑話し
ている人の反応をきちんと
確認しながらすることが大
事︒話した内容を相手が理
解して自ら行動に移してく
れるような話しをこれから
も目指していきたい︒まず
相手の事を考えてその人の
話を素直に聴けないといけ
ないと思う︒難しいけど大
事な事︒
︵黒ひげ︶

どこの病院の処方箋も受付致します

か強行採決により可決成立
しました︒﹁憲法に違反する
法律は無効﹂とされている
にも関わらず︑です︒国会
前を埋め尽くす 万人の市
民の﹁憲法守れ﹂の声︑つま
り市民が﹁法律を守れ﹂と
言い︑﹁政府が法律を破る﹂
というあり得ない事態を招
き︑多くの国民が落胆しま
した︒﹁日本の民主主義は終
わった﹂﹁憲法を捻じ曲げ︑
再び戦争する国になった﹂

国民の声を無視した安保関連法の強行採決︒
廃止めざして引き続き想いを共有しましょう︒

憲法９条︑
いまこそ守るとき
࠻ࠢ

実は私︑日本国憲法が大
好きなんです︒中でも９条
は︑かつて日本が引き起こ
した戦争で︑多くの日本人
を含むアジアの人々を殺す
など︑とても酷い事をした
その反省に立ち﹁もう二度
と戦争はしない﹂﹁武器も
持たない﹂と︑誓いを記し
た条文です︒
２０１５年９月 日︑集
団的自衛権を記した安保関
連法＝戦争法が︑あろう事

【処方箋受付FAX】

086-272-2713

〒703-8256 岡山市中区浜621-1

﹁子や孫達を戦争に巻き
込む訳にはいかない﹂﹁日
本をならず者国家にする訳
にはいかない﹂私はこの日
を機に安保違憲訴訟の原告
となり︑署名活動やデモに
参加するなどの活動をして
います︒皆さん︑﹁瀕死の
民主主義﹂を一緒に復活さ
せて行きませんか︒
︵林病院 介護士
松浦公彦︶

086-272-2710

２月５日︑全日本民医連
の﹁ヒバクシャ国際署名提
出＆新署名推進オンライン
集会﹂があり︑林病院でも
視聴しました︒

者も制度の対象に加えるこ
とに県内でも１市町村を除
いて賛成の採択がされてい
ます︒全国でも 都道府県
で実施されています︒県は
予算がないと言いますが︑
大企業の工場誘致に補助金
億円と８年間で３倍にな
っているのに福祉に関わる
費用は 億円も減らされて
いるのです︒命や福祉を大
切にする予算づくりをして
欲しいと思うと共に︑３障
害が力を合わせ県に働きか
けていかなければならない
と感じました︒
︵事務局 真田昌子︶

医療費公費負担の実現で
必要な受診できる安心を

１月 日︑岡山県精神障
がい者団体連合会の﹁心身
障害者医療費公費負担制度
を考える学習交流会﹂が開
催されました︒
障害者基本法では身体︑
知的︑精神を３障害一体と
して定義づけられています︒
しかし︑岡山県︵岡山市除
く︶では身体障害者と知的
障害者に対しては他科診療
と入院が１割負担ですが︑
精神障害者は対象外とされ
３割負担です︒そのため︑
医療費負担に苦しみ︑精神
科以外の診療科受診をため
らう人もいます︒精神障害

世界で最初に原爆が投下
された日本で生きる一人と
してできることは何か︒日
本は核兵器の災禍を後世に
語り継ぐ責任があります︒

31

さらに︑核兵器の廃
絶を訴え︑世界が二
度と核兵器を使用し
ないように努力する
歴史的宿命も背負っ
ていると思います︒
﹁核兵器なき世界﹂
の実現を目指す国際
的な取り組みに日本
が参加しないことは︑
その廃絶を願う﹁ヒ
バクシャ﹂の心情を
考えると到底納得で
きるものではありま
せん︒改めて核兵器
禁止条約発効の意義
を広げる努力をしたいと思
いました︒
︵林病院
社保委員会事務局
原田貴進︶
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核兵器禁止条約の
署名 批･准求める署名
﹁唯一の戦争被爆国 日
本政府に核兵器禁止条約の
署名・批准を求める署名﹂
です︒核兵器廃絶へと進む
世界の中で︑日本政府に被
爆者・国民の声に応え運動
の先頭に立つことを求めて
取り組みます︒署名用紙は︑
原水爆禁止日本協議会や全
日本民主医療機関連合会の
ホームページからもダウン
ロードできます︒

笑顔を大切にする薬局です

と︑海外メディアから
も揶揄されました︒
憲法上の戦争放棄と
はいえ︑自国が攻撃を
受けた場合︑応戦する
権利＝個別的自衛権は︑
国際法でも認められて
います︒ところが自国
が攻撃を受けていない
にも関わらず︑海外へ
出かけて行って戦争を
するとなると︑憲法違
反に加え︑国際法違反
です︒

10

検索
つばさ薬局

民医連オンライン集会開催

12

精神医療改善署名
﹁精神保健医療福祉の改善
を求める国会請願署名﹂で
す︒これまで要請してきた
精神科医療と地域支援体制
の充実に加え︑新型コロナ
ウイルス感染症拡大により
増加しているメンタルヘル
ス対策の構築を求めて取り
組みます︒集約は５月末ま
でとなります︒署名用紙は︑
日本医療労働組合連合会の
ホームページからもダウン
ロードできます︒

歳以上医療費負担
２割化反対署名

19

25

▲民医連の署名集約数は746,326筆

【営業時間】
月水木金 ９：００〜１７：３０
火曜
９：００〜１７：００
土曜
９：００〜１３：００
休み
日・祝日
【電話】

禁止条約の意義広げ
核なき世界の実現めざす

つばさ薬局
▲核兵器禁止条約発効記念のつどい（左端が松浦さん）

署名へのご協力
おねがいします
75

心のひろば３月号に３種
類の署名﹁唯一の戦争被爆
国 日本政府に核兵器禁止
条約の署名・批准を求める
署名﹂﹁精神保健医療福祉
の改善を求める署名﹂﹁
歳以上医療費窓口負担２割
化に反対する請願署名﹂を
同封しています︒署名の要
請項目である国民のいのち
と暮らしに関わる切実な要
求の実現に向けて︑皆様の
お力をお貸しください︒ご
協力いただける方は︑署名
にご記入の上︑同封の返信
用封筒で林友の会事務局ま
でお送りください︒また︑
追加で署名用紙が必要な場
合は︑ご連絡いただければ
お送りします︒よろしくお
願いします︒
﹁ 歳以上医療費窓口負
担２割化に反対する請願署
名﹂です︒高齢者の命と健
康を脅かす窓口負担増をお
こなわないよう求めて取り
組みます︒署名用紙は︑中
央社会保障推進協議会のホ
ームページからもダウンロ
ードできます︒

75

75
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南３病棟では︑週に１回
水曜日にグループワーク﹁ロ

ロマンの会で俳句を詠む

人とつながる交流の場

りを大切に︑交流や共有︑
自己表現の場になるよう︑
そして﹁居心地のよい居場
所﹂となるように皆さんと
一緒に作っている会です︒
﹁ロマンの会﹂という名前も
マンの会﹂をしています︒ 意見を出し合っていただき
患者さん同士の横のつなが ました︒﹁好きな食べ物はメ
ロン！﹂という方
がおられ
﹁私も！﹂
と手が挙がり︑メ
ロン・メロン・ロ
マンと素敵な名前
に変わっていきま
した︒会の内容も︑
音楽鑑賞︑カレン
ダー作り︑俳句等︑
皆さんに意見を出
していただきます︒
俳句の会では︑
季語を入れて自分
にとっての最高の

いました︒
できた作品
を他の皆さ
んにも見て
もらうこと
になり︑合
作をデイル
ームの壁に
貼っていま
す︒毎回︑
私たちスタ
ッフもとて
も楽しい時
間を過ごし
ています︒
これからも
患者さんと
共に︑より
一句を仕上げられました︒ よい会にしていきたいです︒
俳号をお持ちの方もおられ︑ ︵林病院
精神保健福祉士
会の最後に皆さんキラキラ
石田里美︶
した笑顔で発表してくださ

す︒﹁楽しむこ
と﹂は健康維持
に欠かすことが
できない要素で
す︒また︑上記
の活動に集団の
要素を取り入れ
ることで︑人と
のつながりや安
心感を提供する
ことができれば
と思っています︒
今後も︑入院
患者様の生活が
少しでも豊かに
なるような活動
を提供していき
たいと思います︒

▲個性豊かな作品揃い

︵岡山ひだまりの里病院
作業療法士
宮城健一︶

▲筆を持つと姿勢が良くなります

林病院

▲季節の飾りで彩りを

今回は︑ひだまりの里病 健康や幸福に寄与している
院の病棟で行っている認知 と言われています︒人は生
症の作業療法を紹介します︒ 活行為なしでは健康的に生
認知症になると物忘れだ きていくことはできません︒
けではなく︑今まで習慣的 これは入院している認知症
に行っていた日常生活︵食 の患者様にも当てはまるこ
事・入浴など︶や趣味活動 とです︒この生活行為を︑
が徐々に一人ではできなく 各入院患者様の状態や興味
なってしまいます︒これら 関心に合わせて作業療法と
は生活行為と呼ばれ︑人の して提供しています︒その
為︑活動内容
は︑歌会・ピ
アノ演奏・体
操・ＤＶＤ鑑
賞・カラオ
ケ・頭の体
操・絵画・生
け花・麻雀・
裁縫・歩行訓
練・季節行事 ては︑不安の軽減・意欲の
など様々です︒ 向上・社会性の維持・認知
治療効果とし 症の進行予防などがありま
▲花を見ると自然と笑顔になります

節分の豆まきと鬼に
子どもの頃を懐かしむ
岡山ひだまりの里病院

▲あたっていると評判だった干支占い

２月３日︑ひだまりの里 レクが始まり︑赤鬼・青鬼
デイケアで節分レクをしま に扮したスタッフも加わっ
した︒朝の会で日付けを確 て ︑ 昔 懐 か し ﹁ 射 的 ゲ ー
認した後︑今年の年男︑年 ム﹂をしました︒的は鬼や
女に福豆︵甘納豆︶を皆さ 恵方巻ですが︑お福さんも
んに配っていただきました︒ 混じっており︑お福さんを
ある方が︑﹁節分には父親 打ち抜いてしまうとマイナ
が子供を集め︑豆をまき︑ ス 点となります︒皆さん
それを子供が拾って食べて 真剣に狙っておられました︒
いた︒昔はおやつもなく︑
午後からは︑お福さん役
その炒った豆が楽しみだっ の ス タ ッ フ か ら ﹁ 干 支 占
た﹂と教えてくださいまし い﹂を配らせていただきま
た︒今日は甘納豆でしたが︑ した︒生まれ年の基本性格
皆さん﹁おいしい﹂と喜ん などが書かれていて︑ある
で食べてくださいました︒ 子年生まれの方は﹁よ〜あ
たっとるわ！﹂と良
い表情で占いを見せ
てくださいました︒
至らない点もありま
したが︑良い話︑良
い表情が見られて︑
スタッフは胸をなで
おろしました︒
︵岡山ひだまりの
里病院
介護福祉士
角野いづみ︶
50

▲射的ゲームは的に狙いを定めて
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岡山ひだまりの里病院

午後

金

認知症デイケア
（月）〜（土）
9：30〜15：30

相談員

声

木

北 山

ナイトケア

廣 中

●要介護４で今年 歳の祖
父を介護している伯母に感
謝しています︒このご時世︑
施設や病院は面会出来なか
ったり︑ｗｅ ｂなど画面越
しなので︑在宅介護で良か
ったと思います︒
︵Ｙ・Ｏ︶

吉 井

●ひだまりの里病院でお世
話になっています︒コロナ
感染対策の面会室新設の記
事を読みました︒いつも患
者や家族のことを考えて寄
り添っていただき感謝して
います︒次会えるのが嬉し
いです︒
︵Ｋ・Ｈ︶

北 山

●シトラスリボンの記事に
感銘を受け︑緑の画用紙で
作ってみました︒勤務先の
子どもたちにも見せながら︑
ただいま︑おかえりとあた
たかい言葉を大切にしよう
と話をしました︒
︵ずんこ︶

吉 井

●コロナ禍に﹁夜の銀座を
飲み歩く﹂国会議員の感覚

林

クロスワードパズル
二
※重ワクに入った文字を並べて
できる言葉は何でしょう？

林

●﹁お疲れさま会﹂や﹁酒
なし忘年会﹂︑とても楽しそ
うですね︒病院ならではの
大イベントは︑想像するだ
けでわくわく元気が出ると
思います︒皆さん笑顔が何
よりですね︒
︵吉倉外喜子︶

前 田

（月）〜（土）
9：30〜15：30

初診の方は、あらかじめ電話でご予約ください。

水

清 光

休診

岡 崎

火

岡 本

9：00〜12：30

※１土曜日の医師体制は、隔週毎になります。
※２月曜日の廣中医師は、第１・第３・第５週になります。

月

田 中

●ひだまりの里病院をあて
にしてくらしています︒
︵長谷川洋子︶

前 田

●ゆとりの会に久しぶりに
参加しました︒初対面の方
と話が出来て良かったです︒
紙面の楽しそうな写真を見
ると私も頑張りたいと思え
ます︒デイケア楽しそうで
すね♪参加してみたいと思
いました︒ ︵光実愛美︶
●一年前はグループホーム
で﹁イチゴ狩り﹂に行きま
したが︑残念ながら今年は
計画されていません︒新型
コロナ禍がおさまり︑みず
みずしくて美味しくイチゴ
を味わえるよう願っていま
す︒
︵井原誠司︶

尾 原

午前

吉 井

90

●英検準一級の試験を受け
ました︒難しすぎて落ちた
ものと思っていましたが︑
まさかの一次試験通過︒今︑
二次試験に向けて頑張って
ます︒ここまで来たら︑や
るしかない︒ ︵Ｇａ ｔｏ ︶

原

●今年の冬は例年にない寒 はどうなっているのでしょ
さで︑一月半ばには備前平 うか︒国民の思いを感じな
野にも雪が舞いました︒県 いような人が国政を動かし
北︵湯原︶の友人に聞いた ている︒なんと悲しいこと
ら積雪 センチだとか︒で かと実感します︒将来を担
も︑春の足音は近づいてい う子供たちにどう話せばい
︵山﨑晶弘︶
ます︒コロナ禍で大変です いのでしょう︒
が︑この世の春を皆んなで
待ちましょう︒
︵中山芳樹︶ ●コロナ禍に自宅待機中の
方が急変し亡くなっている︒
●デイケア神社の発想には 国は自身の給与やボーナス
感動致しました︒皆様の努 を削減することなく国民へ
力の賜物︑すばらしい事を の補償は他国に比べ手薄い︒
お考えですね︒
︵新谷建紀︶ 物価が上がり給与は上がら
ず年金は削減︒この国の未
来はどうなってしまうのか
不安が残る︒
︵コピちゃん︶
●今年もコロナで前途が明
るく見通せないスタートの
中︑核兵器禁止条約発効は
希望のもてる出来事です︒
しかし︑１月 日発表の
﹁終末時計﹂の時刻は︑維
持されたままの残り１分
秒︒より一層の世論と運動
が必要です︒ ︵禰屋祐司︶
●今の政治を考察する本を
読みました︒﹁もの言えぬ時
代﹂﹁止めよう市民監視﹂
﹁戦争する国のつくり方﹂
︒
とても不安になりました︒
同年代の政治家は戦争反対
の環境下で育ったはずなの
に︑どうなっているんだろ
う︒この声も監視されてい
るかな︒ ︵山崎名誉次︶
●左手人差し指の骨折が治
りましたが︑指が曲がりに
くくなりました︒ケガはす
るものではないと新ためて
思いました︒ ︵上原泰彦︶

吉 井

岡 崎

尾 原

休診

※2

●林病院の動画をみました︒
患者さんに寄り添う姿勢を
忘れず︑頑張ろうと感じま
した︒
︵いちご大福︶
●デイケア神社はとても良
いアイデアです︒宗派に問
わずお参りできます︒応援
しております︒
︵西本良広︶

吉 井

氏平みほ子（県 議）
林
潤（市 議）
石田 正也（弁護士）
則武
透（弁護士）
家 族 会 役 員

TEL086-272-8570（けやき外来直通） 林財団ホームページ
http://www.hayashi-dorin.or.jp/
TEL086-272-8811（林病院代表）

田

北 山

重度認知症患者
デイケア

藤

金

電話で予約して
ご来院下さい
☎
（086）
267-2011

午前診療時間 ９：00〜12：30（受付時間 ８：30〜12：00）
午後診療時間 14：00〜17：00（受付時間14：00〜16：30）

田

木

（月）〜（土）
9：00〜15：00

水

（月）〜（土）
16：00〜20：00

藤

事前にお話を伺い、

田

相談員へお取次ぎします。

藤

各相談は、林友の会事務局員が

田

デイケア

本

生活相談・法律相談・家族相談

田

平日８：30〜17：00

夜間・休日も
対応しております。

林
清 光
北 山

電話：086-272-2957（林友の会）

外来診療表

火

前 田
岡 崎
太 田

入院担当看護師へ
おつなぎします。

電話相談

月

土 ※1

へお電話ください。

認知症専門病院
岡山ひだまり
の 里 病 院

●入院のご相談は
代表（086）272-8811

けやき外来診療表 （2021.3.1〜）

林病院

本

廣 中

（敬称略）

⑲日本三大名瀑のひとつ、和歌山県

E

▼前田 里美

⑯相撲の最高位の力士が締める

▼いちご大福

のは？

⑳無線操縦

▼髙田 史朗

20

「○○の滝」

19

⑱坂本竜馬の出身地

D

⑯通弁・通詞といわれたことも

⑮両親の兄弟の子ども

▼長谷川洋子

⑰馬に乗る時、人が座るのは？

D
17

18
16
C

15

⑫役者の控室

▼新谷 建紀

⑨南極・北極で見られる光のカーテ

14

⑭「西の瓜」と書く

パズル当選おめでとう

④⇔前

13
B

⑩パラシュート

10

⑦精米する時に出る粉

12
11

４
３
２
１

９
８
７

③おすすめのナンバーワン

A
C
A

⑬大○○、上○○、○○軍
ること

ペ ン ペ ン グ サ
第443号
の答

E

ン
⑥合唱
hamawww@po.harenet.ne.jp

60

６
５

⑤大相撲。８番以上勝つこと

林友の会「心のひろば」編集部

④ネズミの次に来てトラの前に来る
県の○○○○産

①五月のハエは？
①コシヒカリ、最高級品は新潟

⑪横綱三役力士を除いた幕内力士
⑧仇を討つつもりが逆に討たれ

B

②上りも下りもある道

宛先：〒703-8520 岡山市中区浜472

40

➡ ヨコのカギ
●
⬇ タテのカギ
●

クロスワードを解き、二重枠に入った文
字を並べてできる言葉をハガキかメールで
お送りください。住所、氏名、紙面や友の
会活動に対するご意見・ご感想をお書きく
ださい。お名前の掲載ができない方はペン
ネームか匿名希望とご記入ください。抽選
で５名の方に図書カードを差し上げます。
応募締切：３月15日

27

2021年３月１日（発行 毎月１回１日発行）（４）
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