デイケアでは︑２月 日
に利用者さん 名と職員３
名の計 名の一行で午後か

〒

岡山市中区浜四七二

第 号 二〇二一年四月一日
発 行

八
―八一一㈹
二
―九五七直

林 友 の 会

電話︵〇八六︶二七二

石 田 正 也

電話︵〇八六︶二七二

日時：５月15日㈯ 午後
場所：林病院内

日時：４月８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：４月30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）

１年の活動を振り返り、今後の活動方針を
確認します。昨年は開催中止となりました
が、今年は感染症対策をおこない開催を予定
しています。詳細は次号でご案内します。

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。

2021年 定期総会

ゆとりの会

当事者交流会

あじさいの会

家族交流会

703−
8520

紙代一部 円︵郵送料 円︶

▲満開の梅林の向こうは岡山城

▲この光景に癒されます

日時：４月21日㈬ 12時半〜
場所：天満屋ハピーズ国府市場店前

50

発行責任者

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。

15

445

ら散歩に出掛けました︒今
回の目的は梅見！目指すは
岡山後楽園内の梅林です︒

第68回行動 スタンディング

からは﹁あのカメは本物か︑
偽物か﹂で盛り上がり和む
場面もありました︒
梅林に到着すると見事に
咲き誇る紅白梅が見頃を迎
えています︒現在の慣習で
ある密を避けた集合写真を
撮り︑各自で散策の開始で
す︒皆さんが魅了された梅
林には紅白合わせ１００本
の梅があるそうです︒全員
で梅林を満喫した後︑隣に
ある桜林を眺め﹁次はサク
ラだな〜﹂とつぶやき帰路
につきました︒
︵林病院 デイケア
介護福祉士
力石勝輝︶

集団的自衛権の行使に反対する中区の会

当日は︑散歩日
和の好天で︑道中
は事故の無いよう
にのんびり︑ゆっ
くり︑安全に 分
掛けて到着しまし
た︒コロナ禍で外
国人観光客の姿は
ありませんが︑園
内には観光を楽しむ方がち
らほらとおられました︒入
園後は鶴舎に向かいタンチ
ョウを見学︒後楽園といえ
ばタンチョウの散策が有名
です︒後楽園には８羽のタ
ンチョウがいますが今年は
コロナ対策に加え鳥インフ
ルエンザ対策で散策が中止
になっているそうです︒そ
の後︑梅林へ移動︒途中に
ある池の置石にカメが甲羅
干しをする姿に利用者さん

▲梅の香りに包まれての散策に春の訪れを感じます
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好天の下のんびり散歩
満開の紅白梅を満喫
13

10

24

30

こ だ ま

コロナと障害者

▼コロナの感染者数は︑岡
山県内ではここ数日
︵３月︶
︑
１桁を推移しています︒県
内障害者の感染状況はわか
りませんが︑私たち障害者
の多くは︑感染症や病気に
対する抵抗力が弱いとされ
ています︒▼私は左肺の３
分の２を癌により失ってい
ることから︑肺活量が２０
００㏄ もなく︑いったん風
邪など感染症を患うとすぐ
に呼吸困難を伴う恐れが強
くインフルエンザ︑コロナ
感染を特に恐れています︒
そのためもあって︑自ら引
きこもり生活を強いていま
す︒▼障害者は︑元々外界
とのかかわりがしにくく孤
立化しやすい状況にありま
す︒コロナ禍は︑この状況
に拍車をかけています︒▼
感染することの恐怖はとり
わけ一人で頑張って生活し
ている障害者に大きな不安
を与えています︒この不安
を解消するのは︑ワクチン
接種です︒▼全国でワクチ
ン接種がはじまりました︒
一日も早く国民の６割以上
が接種できる日を一日千秋
の思いで待っています︒▼
コロナとの闘いは︑文字通
り人類と自然界がもたらす
禍との闘いです︒人類の勝
利なくして︑幸せな生活が
保障されません︒岡山県で
ワクチン接種が一日も早く
完全実施されますことを願
っています︒ ︵Ｋ・Ｙ︶

相談を受けていますが︑常
に電話がかかっている状態
です︒１人の相談の方に対
して平均 分から 分程度
お話をお聞きしています︒
２月度の利用者は１００
人を超えました︒利用され
る方の年齢は 代から 代
の方が多いように感じまし
た︒
自殺対策で始まった事業
ではありますが︑﹁家庭内
の人間関係﹂や﹁話を聞い
てほしい﹂等の心理・情緒
的相談などの問題が全体の
半数以上を占めています︒
また︑コロナ禍で表面に
出てこない個々の抱えてい
る生活のしづらさが限界に
きつつあることを感じさせ
る切迫した電話も有ります︒
厚生労働省は来年度以降
も事業を継続することを決
定しました︒３団体で相談
スキルを高め︑相談者に寄
り添い︑一人でも多くの相

幹事会報告

談者のお力になれるように
頑張っていきたいと思いま
す︒
︵林病院 地域医療部長
精神保健福祉士
星昌子︶
こころの健康相談
統一ダイヤル
草花の開花と共に訪れる
０５７０ ‐
０６４ ‐
５５６ 春︒この時期は穏やかな気
・詳しくは︑厚生労働省ホ 候で過ごしやすく感じる一
ームページをご覧ください︒
院内で見つけた桜

★第４回幹事会︵３月 日︶
１．２０２１年定期総会の
開催と議案について論議
しました︒
２．﹁唯一の戦争被爆国日
本政府に核兵器禁止条約
の批准・署名を求める署
名﹂と﹁精神保健医療福
祉の改善を求める署名﹂
のとりくみと映画﹁夜明
け前﹂と﹁夜明け前のう
た﹂の上映について論議
しました︒

086-272-2710

【処方箋受付FAX】

086-272-2713

〒703-8256 岡山市中区浜621-1

検索

つばさ薬局

連合会︶﹂では︑この問題
について昨年から今年にか
けて３回の学習交流会を議
員さんも招いて行ってきま
した︒また︑昨年は自民党
県議団長と懇談し︑３月
日には環境文化保健福祉委
員会委員長を招いて意見交
換会も行いました︒これら

精神障害者への医療費助成

一刻も早い実現願う

が特徴︒水分を多く含み︑
甘みのある味わいが魅力的︒
美容効果のあるビタミンＣ
は野菜の中でもトップクラ
ス︒さらに︑胃腸の調子を
整えてくれるビタミンＵが
豊富︒ビタミンＣ︑Ｕは熱
に弱く水に溶けやすいので︑
サラダや千切
りキャベツと
してそのまま
食べるのがお
すすめです︒

【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】
方︑体内のバランスを調整
する自律神経が不安定にな
りやすく︑ちょっとした事
で体調を崩してしまいがち︒
そんな時は旬の食材からパ
ワーをもらうのが一番︒特
に春は︑寒い冬を乗り越え
た植物が持つ高い栄養素を
得るチャンス︒そんな栄養
満点な春野菜の中からスー
パーでよく見かけるものを
ご紹介
します︒

どこの病院の処方箋も受付致します

︻アスパラガス︼
みずみずしくシャキシャキ
とした食感とほのかな甘み
が特徴︒アスパラギン酸を

笑顔を大切にする薬局です

︻春キャベツ︼
ふんわりと巻がゆるいの

つばさ薬局

令和３年２月現在︑県内
１町議会を除いて精神障害
者への医療費助成の意見書
が県に上がっています︒こ
れは︑ほとんどの県民の声
といっても過言ではないの
ではないでしょうか︒
私たち﹁けんせいれん
︵岡山県精神障がい者団体

21

食の
豆知識
18

こころの健康電話相談
12

平成 年９月 日より︑
都道府県・政令指定都市が
実施している﹁こころの健
康電話相談﹂等の公的な電
話相談事業に︑全国共通電
話番号を設定する﹁こころ
の健康相談統一ダイヤル﹂
事業の運用が２０２０年
月末より東京都が先行しス
タートしました︒この事業
は︑厚生労働省から日本精
神保健福祉士協会と日本精
神科看護協会︑公認心理師
会が委託された事業です︒
全国７カ所︵北海道・宮城
県・東京都・愛知県・大阪
府・岡山県・福岡県︶に拠
点を置き︑月曜日から金曜
日の 時半から 時半まで
３団体の構成員が電話相談
にあたっています︒
岡山でも︑２０２１年２
月１日から岡山駅前のレン
タルオフィスで活動を開始
しました︒２回線の電話で
10

22

▲電話相談を受ける星さん
▲林病院は早咲きで満開
▲ひだまりの里病院は咲き始め

電話でつなぐ言葉と心
相手に寄り添い話を聞く
20

18

2021年４月１日（発行 毎月１回１日発行）（２）
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多く含み︑疲労回復・スタ
ミナ増強の効果があります︒
水溶性ビタミンを含んでい
るので︑茹でるよりも炒め
る方が栄養はたくさん摂れ
ますよ︒

︻タケノコ︼
ずんぐりむっくりとして
いるものが良品︒食物繊維
や︑むくみを改善するカリ
ウムが豊富︒また︑疲労回
復に役立つアミノ酸も多く
含んでいます︒タケノコ独
特の食感を楽しむ為に︑
さっと煮るだけで出来
る土佐煮や若竹煮がお
すすめです︒

春野菜の力を借りて︑新
年度のスタートにふさわし
い快活な身体になりますよ
うに！
︵管理栄養士 江草真美︶

を突破口にして是非とも自
民党の議員の方々にも理解
と協力をして頂ければと思
っています︒
自分の懐をみて︑精神障
害者で身体に悪い所があっ
ても受診を控えて益々悪化
する︒そうなりたくはない︒
その為にも一刻も早く︑精
神障害者への医療費助成を
行って下さることを切に念
じます︒
︵岡山県精神障がい者
団体連合会
事務局長 中山芳樹︶

・南２病棟での地域移行の取り組みの実績と今後（林）
相 談 室

医

・クライシスカウンセリング（緊急支援）からEAPの
役割を考える

グループホーム

E A P

作業療法

・作業機能障害の視点から意欲の向上にアプローチ
した症例（ひだまり）

・みんなの力があれば希望に変わる（ひだまり）
地域生活サポートセンター

・安全で美味しく美しい食事をめざして（ひだまり）

栄 養 科

表情で過ごしてお
られました︒
コロナ禍で行動
が制限され︑コミ
ュニケーションの
希薄化を感じます
が︑人と人が繋が
れるカフェは地域
の方にとって安心
できる居場所にな
っているように感
じました︒今後も
カフェ﹁こおり銀
座﹂が多くの人に
とって︑ホッと出
来る場所であるよ
う︑地域の方と共
に協力をしながら続けてい
きたいと思います︒
︵岡山ひだまりの里病院
相談室 藤井若菜︶

ログラムはどれも充実した
内容で︑活発な質疑応答も
あり︑このような形で法人
内の交流ができることも自
信となりました︒
︵財団本部 岩﨑ゆう子︶

・急性の脱抑制症状で発症し、確定診断に難渋した
前頭側頭型認知症の１例（林）

局

れなため当初は接続等でメ
イン会場のひまわりホール
はドタバタだったようです
が︑徐々にスムーズな運営
ができるようになりました︒
半日で 演題に絞ってのプ

・身体器具を通して回復の実感を体験できた事例（林）
作業療法

り 分縮小しての開催とい
うこともあり︑あっという
間に時間が経ったように感
じましたが︑みなさん良い

行動制限最小化委員会

・苦痛の少ない医療を目指して（林）

᮪ʴʮːʕ˅˘ᆃ
˧̰̦ˡ̰ʭໄՠΦ

となりました︒コロナ禍で
これまでのような多人数で
の開催ができず頭
を捻った結果︑Ｚ
ＯＯＭの会議シス
テムを利用するこ
とになりました︒
林病院ひまわりホ
ールと岡山ひだま
りの里病院図書室
からそれぞれの職
員が演題発表をお
こない︑その他の
５箇所ともウェブ
でつなぎ計 人が
参加しました︒
スタッフも不慣
72

に会って話が出来て良かっ
た﹂﹁いろんな会が中止に
なってしまい退屈で︑今日
を楽しみにしていた﹂と話
されていました︒いつもよ

▲７箇所から約70人が参加

薬 剤 科

・医薬品の副作用報告について（林）

10

・地域での生活を取り戻したＨさん

▲屋外にもテーブルとイスを用意

２月13日 財団活動交流集会 演題一覧

30

隔年で行っている財団活
動交流集会も今回が３度目

新型コロナウイル
スに伴い休止をして
いた︑カフェ﹁こお
り銀座﹂を︑感染対
策を行った上で２月
より再開することと
なりました︒今回は
密を避けるため︑テ
イクアウトや屋外で
も過ごすことができ
るよう準備しました︒
当日は 人の方が
参加︒久しぶりに顔
を合わせ︑距離をと
りながら﹁元気にし
とった？﹂と挽きた
てコーヒーを飲み︑お互い
の近況報告で盛り上がって
いました︒実際に来られた
方は︑﹁人に会う機会が減
ったから︑こうしてみんな
20

林財団
▲手作りのパーティションで感染対策

かしんでおられまし
た︒ひなまつりと言
えば︑の質問には︑
﹁春﹂﹁甘酒﹂﹁ひ
し餅﹂﹁桃の花﹂
﹁あられ﹂などの声
が上がりました︒そ
の後︑職員手作りの
顔出しパネルで︑女
性はお雛様︑男性は
お殿様に扮して記念
撮影︒カメラを向け
ると皆さん︑自然と笑顔に
なります︒定番の﹁あかり
をつけましょ ﹂
…を歌い︑
甘酒を飲んでいただきまし
た︒甘酒は︑久しぶりと好
評でした︒
現在︑コロナウイルス感
染拡大防止の観点から面会

こおり銀座カフェ

▲これから記念撮影です

制限もあり︑患者さんもな
かなかご家族に会えないさ
みしさもあると思います︒
これからも︑患者さんの思
いを聞きながら︑季節を感
じることができるレクリエ
ーションを企画していきた
いと思っています︒
︵岡山ひだまりの里病院
４階病棟 介護福祉士
大塚節子︶

ͥÙ÷ෝì÷ެЙü
ࠇùõûÝĜѽ߈ݨ

岡山ひだまりの里病院

２月 日︑ひだまりの里
病院４階病棟で一足早いひ
なまつりのレクをおこない
ました︒まずは︑ひなまつ
りに関しての思い出をたず
ねると︑﹁女の子供さんが
主役の日じゃな﹂﹁子供が
小さい時は飾っとったよ﹂
﹁うちは男の子ばっかりじ
ゃったから﹂など︑昔を懐
▲甘酒をいただきました
▲仲のいいお二人です

昔を思い出し懐かしむ
季節の行事ひなまつり
25
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▼三宅 克己

▼原

▼住寄 善志

康子

⬇ タテのカギ
●
①二枚舌とは○○つきのこと

①サナギから成虫へ

②疲れすぎてグッタリ

③キムチといえば、この国

③ビンとともに資源ゴミ

⑥寺子屋で教えた、読み、書き、○

⑤災いのもと

⑧鬼は外、福は？

⑦生で食べる馬肉のスライス

⑨晴らしてスッキリ

⑩聞いて○○○○、見て地獄

⑩分別して捨てます

⑪儲かりそうな所へお金を投ず

⑰ピエロ、ミルク、冠

⑭占いで見る

⑱収まること

⑯トップ

⑳シーズン最初の○○○○投手

⑲仲良しとは○○が合うこと

㉑⇔答え

６

けやき外来診療表 （2021.4.1〜）
金

北 山

吉 井

吉 井

原

吉 井

吉 井

前 田
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入院担当看護師へ
おつなぎします。
林
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※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。

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）

初診の方は、あらかじめ電話でご予約ください。

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）
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デイケア
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16：00〜20：00
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認知症専門病院
岡山ひだまり
の 里 病 院

夜間・休日も
対応しております。
（月）〜（土）
9：00〜15：00
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へお電話ください。
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●入院のご相談は
代表（086）272-8811
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⑫借りたら書く。「○○○○○書」

⑬指切りでするもの

２

１

A

⑮ミルクや肉を提供する家畜

る人

月

※2

○○○

④怪我の○○○○○

クロスワードパズル

（敬称略）

林病院

廣 中

➡ ヨコのカギ
●

●林病院のグループワーク
﹁ロマンの会﹂の俳句です
が︑皆さんのとても素敵な
俳句を詠ませていただき︑
心が和みました︒みんなで
温かくほっこりとした時間
を過ごされている様子が目
に浮かぶようです︒
︵瑠璃唐草︶

▼花房由美子

●岡山県の自民党県議団が︑
選択的夫婦別姓の導入に反
対する意見書を国に提出す
るという︒選択できるので
すから個人の判断を尊重し
ているわけです︒時代錯誤
もはなはだしい自民党の感
覚︒こんなのでこれからの
時代をリードして行くつも
りなのでしょうか︒
︵山﨑晶弘︶

▼福島 浩一
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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？

パズル当選おめでとう

●女性蔑視発言問題には考
えさせられました︒私もし
ょっちゅう口に出している
と妻に言われました︒口に
出す前にちょっと考えるこ
とにします︒ ︵上原泰彦︶

ツ ウ ガ ク ロ

●﹁署名へのご協力お願い
します﹂の記事を読んで︑
私の職場も事業体であり運
動体でありましたので幾度
となく署名を行ってきまし
た︒医療と介護の社会保障
費については当事者として
改革が必要だと思います︒
ムダムリムラを省いて必要
な人への保障を充実させる
必要があると感じます︒こ
れからも署名活動ガンバっ
て下さい︒ ︵福島浩一︶

第444号
の答

●朝のテレビで飛ぶ鳥がプ
ラチックゴミを沢山食べて
いたというのを見ました︒
魚も食べ鳥も食べ地球はど
うなるのだろうと暗澹とし
ました︒
︵石原行子︶

hamawww@po.harenet.ne.jp

●児島で長い間︑演劇を鑑
賞してきましたが︑３月
日の﹁しあわせの雨傘﹂の
鑑賞で会を解散します︒コ
ロナも追い打ちをかけ会員
減少となり︑解散せざるを
得なくなりました︒最後の
鑑賞会に向けて︑運営委員
さんを中心に心に残る会に
しようと︑企画し準備を進
めてきました︒児島から文
化の灯が消える事は残念で
すが色々なお芝居を見せて
貰ったことは︑私の心の中
に灯をともし続けてくれる
でしょう︒
︵原康子︶

●英検準一級二次試験︑力
が及ばず不合格でした︒そ
れが今の私の実力だと受け
止めています︒近い将来︑
必ず達成できると信じて︑
これからも学び続けます︒
︵Ｇａ ｔｏ ︶
林友の会「心のひろば」編集部

2021年４月１日（発行 毎月１回１日発行）（４）

●体力の減退を日々感じる
ようになりました︒ 歳を
過ぎてからの落ち込みは激
しいものです︒この先は︑
どうなるんだろうと不安ば
かりです︒ ︵山崎名誉次︶

●花粉症でマスクと目薬と
ティッシュが手ばなされま
せん︒コロナ同様早くおち
ついて欲しいです︒
︵原田貴進︶

●核兵器廃絶賛成です︒署 ●精神障害者には他科診療
名も三部送らせてもらいま と入院ともに３割負担が続
した︒地道な活動こそ︑つ く自治体がありますが︑お
ぼみから花になります︒微 かしいです︒長期の病気離
力ながら応援させていただ 職で︑実収入はわずかな障
きます︒
︵西本良広︶ 害年金と少しの貯蓄しかな
かった私の娘の場合も︑２
●今月はゆとりの会に参加 年６ケ月︑肺ガン治療で
回入退院をくり返しました︒
しようと思います︒
︵Ｙ・Ｈ︶ ３割負担はとてつもなく大
変でした︒黙っていられな
いです︒力をあわせ︑全国
どこでも実現にむけて︑一
緒にすすめていきましょう︒
︵吉倉外喜子︶

●﹁ロマンの会で俳句を詠
む﹂林病院では︑週に一回
﹁ロマンの会﹂をされて︑
交流や共有︑自己表現の場
になるようにと︒写真で︑
皆さんが詠まれた俳句︑ど
れもいい句になっています
ね︒俳句を考えること︑す
ごくいい頭の体操になりま
すね︒
︵住寄善志︶
宛先：〒703-8520 岡山市中区浜472
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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：４月15日

ろ
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心

第445号 （昭和59年３月19日第三種郵便物認可）
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9：00〜12：30

電話で予約して
ご来院下さい
☎
（086）
267-2011
認知症デイケア
（月）〜（土）
9：30〜15：30

電話相談
電話：086-272-2957（林友の会）
平日８：30〜17：00

生活相談・法律相談・家族相談
各相談は、林友の会事務局員が
事前にお話を伺い、
相談員へお取次ぎします。

相談員
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

