３月 日︑桜が咲くころ
を見計らい入居者様５名の
参加で玉野方面にお花見ド
ライブに出かけました︒天
気予報は雨でしたが︑幸い
なことに曇り空で雨は降っ
ていませんでした︒車中か
ら見える桜はちょうど見頃
で︑どこまで行っても満開
の桜に﹁うわぁ〜︑満開じ
ゃ﹂と歓喜の声が何度も聞

ついても６月号に同封しています。議案をご

覧いただき、ご意見をおよせくださいますよ

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：６月28日㈪ 18時〜
場所：国清寺交差点

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。

日時：６月10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：６月25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）

予定が変更になる場合
もあります︒事前にお問
い合わせください︒

第69回行動 スタンディング

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。

03

50

こ だ ま

▼５月 日から一般高齢者
の新型コロナワクチン接種
の予約が始まりました︒﹁予
約のために電話をいくら掛
けても繋がらない﹂という
状況が一週間以上︑続きま
し た︒
▼岡山市は︑医 療 機 関
における個別接種が 万８
千人︑集団接種会場におけ
る接種が９千人と見込んで
いました︒予約コールセン
ターの回線は最初は 回線
が準備されました︒ 万７
千人の０・ ％の人が電話
をすれば︑回線は一杯にな
ってしまいます︒▼接種券
を一斉に送らずに年齢で分
けて分割送付した自治体や︑
自治体が接種の日時を割り
振ったところがあります︒
順番に苦情が出たとしても︑
電話機に齧り付いてリダイ
ヤルを続ける市民の負担は
減らせます︒今後︑ 歳以
下に接種を広げる際には改
善が必要です︒▼ワクチン
接種のために自治体の体制
確保とやり方の工夫は必要
ですが︑そもそもは政府の
対策が後手に回り︑感染が
広がり﹁いつ自分が感染す
るか分からない﹂という状
況になったことが﹁一刻も
早く接種を受けたい﹂と予
約が集中する事態を招いた
と言えます︒▼国内の感染
者の早期発見もワクチン接
種も体制が不十分なのに︑
オリンピックの感染対策だ
けが出来るはずもありませ
ん︒いのち最優先の政府に
変えないと危ういままです︒
︵Ｊ・Ｈ︶

12

13 40

64

集団的自衛権の行使に反対する中区の会

ゆとりの会

当事者交流会

あじさいの会

家族交流会

▲歌って食べて大満足♪
▲皆さん完食された大きな桜餅
うお願いします。

10

第 号 二〇二一年六月一日

とめと方針に加え、会計報告と予算・役員に

林 友 の 会

で確認しました。５月号に掲載した活動のま

岡山市中区浜四七二

告と意見集約とさせていただくことを幹事会

〒

する事項について、昨年と同じく文書での報

発 行

この日にも開催が困難な場合には、決議を要

最後は︑皆で貼った桜の木
の前で記念撮影をして会を
終了しました︒
︵グループホーム
ひだまりの家
介護福祉士
岡田扶由子︶
する予定です。なお、７月の感染状況により

八
―八一一㈹
二
―九五七直

で、20人程度の参加に規模を縮小して開催

電話︵〇八六︶二七二

12日（月）15時から林病院ひまわりホール

石 田 正 也

ため延期としました。今後については、７月

電話︵〇八六︶二七二

は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の

703−
8520

紙代一部 円︵郵送料 円︶

５月15日（土）に林病院中庭で開催を予定

発行責任者

していた「林友の会2021年度定期総会」

色の画用紙を桜の花の形に
切ったものを︑本物の桜が
開花した頃に合わせて入居
者様に毎日少しずつ貼って
いただきました︒レク当日
には完成した満開の桜の木
を見ながら春の歌を何曲も
歌いました︒﹁さくら﹂
﹁春の小川﹂﹁春が来た﹂
﹁春よ来い﹂など︑どの歌
も懐かしく︑よく知ってい
る歌ばかりです︒たくさん
歌った後は皆さんお楽しみ
のお茶の時間です︒おやつ
はもちろん桜餅︒とても一
口では食べられないという
ほどの大きな桜餅に皆さん
大変喜んでくださいました︒

2021年度定期総会について

15

447

かれました︒帰りには鯛焼
きを購入︒車中でアツアツ
を食べました︒帰路に着く
頃に小雨が降り始めました
が︑見事な桜を堪能するこ
とができ︑入居者様からは
﹁良かったよ〜﹂と喜びの
声をいただきました︒
月が替わって４月７日︑
この日はお花見の室内レク
をおこないました︒ピンク

▲本物の桜に負けない出来映えに笑顔の花が咲きました

（昭和59年３月19日第三種郵便物認可）第447号
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季節の歌と味覚と共に楽しむ
みんなで咲かせた満開の桜
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林病院 社保委員会

その人らしく
生きられるこ
とを目指し︑
治療・支援を
行っています︒
新型コロナ
ウィルス感染
症により︑業
務縮小︑雇い
止めなどの社
会的・経済的
影響が身近に
感じられるよ
うになってき
ました︒診察
場面や面談等の中で不安に
思うことなどを伺っていま
すが︑患者様やご家族の抱
える困難を把握できている
とは言えません︒声が上げ
にくい患者様がおられるこ
と︑私たちがその声を拾え
ていないことを鑑み︑社保

の署名・批准を求める署
名﹂へのご協力ありがとう
ございます︒この運動をさ

核兵器廃絶めざし
声をあげよう

林病院では︑患者様の疾
病だけに着目するのではな
く︑生活背景や社会情勢な
どにも目を向け︑その中で

生活背景に目を向け
困りごとつかむアンケート
心のひろば３月号に同封
した﹁唯一の戦争被爆国
日本政府に核兵器禁止条約

委員会では林病院受付と︑
けやき外来にアンケート用
紙を置いて﹁緊急アンケー
ト﹂を行い︑必要な方には
相談を受ける環境を整えま
した︒
︵林病院 社保委員会
事務局 原田貴進︶

▲林病院受付のアンケート設置コーナー

らに大きく広げるため︑原
水爆禁止日本協議会が新聞
への意見広告掲載のとりく
みを進めています︒ご賛同
いただける方は︑同封のチ
ラシを利用してご協力くだ
さい︒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ま
しょう︒なお︑署名につい
ては引き続き集約しますの
で︑お手元に残っていまし
たら林友の会事務局までお
届けください︒よろしくお
願いします︒

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

で︑書かれた保存方法を守
って保存していた場合に︑
この年月日まで﹁品質が変
わらずにおいしく食べられ
る期限﹂のことです︒スナ
ック菓子︑カップ麺︑チー
ズ︑缶詰︑ペットボトル飲
料など︑保存のきく食品に
付けられる表示です︒

また︑仕事ができるよう
になって生活保護を中止で
きたのに︑再受給している
という方があります︒理由
を聞くと︑﹁体調を崩して
内科にかかったら医療費が
高くて生活ができなくなっ
たから﹂とおっしゃいまし
た︒精神科外来以外でも医
療費助成があれば︑引き続
き自立生活ができたのにと
思いました︒
身体障害や知的障害と同
様に︑精神障害にも医療費
助成が実施されることを願

【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】
介しますと︑しばらくたっ
て行かなくなってしまい︑
﹁内科も先生に診てもらえ
ませんか﹂と頼まれること
があります︒その理由は︑
﹁内科では１回５０００円
以上かかり高くて続かない
から﹂と言われます︒どう
したらよいものか悩みます︒

どこの病院の処方箋も受付致します

期限を過ぎたらすぐ食べ
られなくなるというわけで
はありま
せん︒こ
の期間が
１番おい
しいです
よ！とい

笑顔を大切にする薬局です

︻消費期限︼
袋や容
器を開け
ないまま
で︑書か
れた保存
方法を守
って保存
していた場合に︑この年月
日まで﹁安全に食べられる
期限﹂のことです︒ お弁
当・サンドイッチ・ケーキ
など劣化の激しい食品に表
示されているので︑消費期
限を過ぎた食品は安全では
ないということです︒
︻賞味期限︼
袋や容器を開けないまま

つばさ薬局

医療費助成で守れる
精神障害者の生活と健康
林友の会では︑岡山県に
﹁精神障害者にも全診療科
の医療費助成﹂を求める運
動に協同しています︒この
医療費助成は︑すでに全国
都道府県で実施されてい
ます︒
私の患者さんで内科疾患
がある方を専門の先生に紹

食の
豆知識
食品の期限には︑﹃消費
期限﹄と﹃賞味期限﹄の２
種類あることを知っていま
すか？
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います︒皆さんのご理解と
ご協力をお願い申し上げま
す︒
︵林病院 院長 林英樹︶

ご意見募集

林友の会では︑精神障害
者の全診療科での医療費助
成について︑様々な立場の
方からのご意見・メッセー
ジを募集します︒お寄せい
ただいたご意見やメッセー
ジは心のひろば紙面でご紹
介し︑制度の実現に向けた
運動の前進につなげていき
たいと考えています︒皆様
のご協力をよろしくお願い
します︒

う目安として考えればいい
と思います︒ただし︑明記
されている期限だけではな
く人間の感覚︑﹁目﹂﹁臭
い﹂﹁味﹂で判断すること
も大事です︒
どちらにせよ︑食べ物で
ある以上出来るだけ早く食
べるに越したことはありま
せん︒繰り返しになります
が︑消費期限も賞味期限も
正しい保存方法で未開封の
場合の期限です︒一度開け
てしまった食品は︑期限に
関係なく早めに食べるよう
にしましょう︒
︵管理栄養士 江草真美︶

▲青空と白い雲になびく鯉のぼり

▲本物と見間違えるほどの出来映え

参加されたみなさんから
は︑﹁作品に心打たれた﹂
﹁助け合い成功できた﹂
﹁箏の音色に癒さ
れた﹂などの感想
が寄せられコロナ
感染対策で制限の
多い中でも心がい
きいき温かくなる
ような一日になり
ました︒
︵林病院
デイケア
看護師
山口美幸︶
▲手作りの会場に響く箏の音にうっとり

ただくことになりました藤
本直樹といいます︒
精神科の道に進もうと以
前より考えておりましたが︑
昨年１年間は内科疾患の管
理を学ぶため︑内科医とし
て経験を積んでおりました︒
精神科医としては﹁１年
生﹂でまだまだ分からない
ことだらけのため︑皆様か
らご指導いただけると助か
ります︒よろしくお願いい
たします︒

現場で働く基礎を学ぶ
新人看護師集合研修

法人看護部
法人看護部では︑２０１
８年度から林病院と岡山ひ
だまりの里病院合同で新人

看護師を対象に集合研修を
行っています︒
４月の研修は４日間です
が︑﹁看護部理念・方針﹂
﹁業務基準﹂﹁民医連の看
護﹂﹁他職種の役割﹂﹁記
録の重要性﹂﹁認知症の理

解と看護﹂
﹁ストレング
スモデル﹂
﹁コミュニケ
ーション技
術﹂﹁排泄援
助﹂﹁与薬の
技術﹂等々内
容の濃い研修
となっていま
す︒﹁他職種
の役割﹂で
は︑精神保健
福祉士︑薬剤
師︑作業療法
士︑公認心理
師等︑看護師以外の専門職
からの講義があります︒今
後現場で働いていく上で︑
共に働く専門職の役割を知
るということはとても重要
なことであり︑欠かせない
研修のひとつになっていま
す︒
今年度入職の新人看護師
は︑学生時代にコロナ禍で
病院実習が思うように行え
ず大変な１年を送ってきま
した︒そのような状況の
中︑看護師となり入職して
きてくれたことを大変嬉し
く思います︒４月の研修を
終えた新人看護師は︑現在
配属先の病棟で各々頑張っ
ています︒今後どのような
看護師に成長していくかと
ても楽しみです︒
︵林病院
研修責任者
眞柄弘美︶

▲既卒の看護師も一緒に

Ϸعʾʴ৩ʊʒϞ˕ˑ
̄ˡˮ˟ʴᕵᜍቘ
ラムや自宅で取り組み作成
した折り紙やちぎり絵︑ロ
ールアートなどの作品の展
示と発表です︒どの作品も
作者の表現力がすばらしく︑
発表では工夫したところや
苦労した部分などのエピソ 問や楽曲についての会話も
ードが語られ観覧している あり︑楽しく穏やかな時間
みんなにもその人の大切に を共有できました︒
しているものへの優しい思
いが伝わりました︒
午後は︑ひまわりホール
で職員の吉田幸奈さんの箏
の演奏会を開きました︒リ
クエスト曲﹁紅連華﹂では︑
箏の美しい音色と弦から弾
き出される躍動感なども加
わり︑自然と体がリズムを
とり引き込まれます︒演奏
の合間には箏についての質

新任医師紹介
藤本直樹医師

初めまして︑今年の４月
から医師として働かせてい

▲岡山ひだまりの里病院での「与薬の技術」の指導

林病院デイケアでは４月
日︑レクレーションとし
て﹁春の芸術祭﹂を行いま
した︒午前中は日頃プログ
28

林病院
▲こんな可愛い作品ができました
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清 光

尾 原

前 田

林

林

岡 崎

吉 井

北 山

吉 井

金

北 山

認知症デイケア
（月）〜（土）
9：30〜15：30

（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。

木

廣 中

声

岡 本

A
E

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？

田 中

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）

水

前 田

ナイトケア

岡 崎

火

吉 井

相談員

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

吉 井

休診

尾 原

休診

●昨年にひき続き︑今年の ●コロナ感染爆発で︑医療
大型連休もコロナ禍で自粛 がひっ迫の大阪の様子がテ
生活の日々です︒早くワク レビで流れている毎日です︒
●新入職員の皆さん︑医療 チン接種をしてほしいです 国も自治体も本来人の生命
︵さっちゃん︶ が最優先でなければならな
現場でのお仕事大変かと思 ね︒
い︒コロナ災害です︒いざ
いますが︑先輩の皆さんと
ご一緒に頑張っていただき ●春は花が咲き誇り心和ま の備えが医療や福祉分野の
たいと思います︒﹁定期総会 せてくれますね︒患者さん あるべき姿であってほしい︒
議案﹂読ませていただきま が見れてよかったです︒ま そんな社会こそと切実に思
した︒コロナ禍での大切な た︑手作りのしだれ桜や患 います︒ ︵吉倉外喜子︶
取り組みをされてこられま 者さんの生け花はとても素
したね︒ 年度の活動計画︑ 敵で温かい気持にさせてく ●感染者が非常に多くなっ
皆さんとご一緒に進めてい れます︒みんなが笑顔にな て心配です︒高齢者のワク
︵原田恵子︶ チン接種が早くできないか
きましょう︒ ︵住寄善志︶ ると思います︒
なぁと思ってます︒
︵ちりめんじゃこ︶
●紙細工でかすみ草を作り ●水稲のもみまきをしまし
かけましたが︑何だか不格 た︒悪天候で何度かあった
好になってしまい花屋さん 雷雨の間をぬうように作業 ●中学・高校と同級だった
で本物を買って観察︒その を行いました︒へとへと︒ 女性が郷里で町議に当選さ
︵上原泰彦︶ れました︒共にバレーボー
後︑花瓶に生けました︒花
ル部で︑彼女はキャプテン
を観ていると気分がホッと
します︒なんとか仕上げた ●四つ葉のクローバ四本も としてチームを引っ張り上
いと思います︒
︵井原誠司︶ 見つけました︒幸運の女神 手にまとめていました︒当
選祝いのメールをしようと
様がいるのでしょう︒
︵石原行子︶ したら︑先方の方が先にメ
●コロナ禍ではのアイデア
ールを送っていただいてい
に感心しています︒職員の
皆様︑患者さんの気持を汲 ●色々なお花見に行って楽 ました︒しっかり者で︑と
み取られケアに励んでいる しみたいです︒栄養科特製 ても期待できる今後の彼女
︵牧野登︶
事を目の当たりにしました︒ のお花見弁当︑とってもご です︒
尊敬です︒ ︵新谷建紀︶ うかでうらやましいな︒
︵やよい︶ ●野点でお茶とお花︑患者
さんの特技を生かしたレク
レーション素晴しいですね︒
患者さんにとって︑何より
自分を取り戻す時間になっ
たと思います︒ ︵ずんこ︶

原

午後

吉 井

午前

吉 井

重度認知症患者
デイケア

田

北 山

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）

藤

金

（月）〜（土）
9：00〜15：00

木

（月）〜（土）
16：00〜20：00

田

事前にお話を伺い、

藤

相談員へお取次ぎします。

田

各相談は、林友の会事務局員が

藤

デイケア

田

生活相談・法律相談・家族相談

本

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

水

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

へお電話ください。

田

廣 中

（敬称略）
▼三宅 淑美

信子
▼林
▼練尾 興治

●心のひろば︑充実してい
ます︒特に医療費公費負担 ●お花見の写真が綺麗で素
制度の記事︑為になります︒ 敵ですね︒私はお花見はで
︵大島元︶ きませんでした︒買い物途
中に少しは見る事が出来ま
したが︒ ︵由井佳代子︶

●とうとう岡山県に緊急事
態宣言が発令されました︒
昨年からずっと自粛生活︒
今度の自粛は︑今までとは
全く異なるでしょう︒早く
皆がワクチンを接種して︑
自由な往来が出来る日が来
ますように ︒
… ︵原康子︶

パズル当選おめでとう

本

※2

オ ム ラ イ ス

土 ※1

火

B
E

▼やよい
元
▼大島

●いつも楽しく読ませても
らっています︒声が聞えて
いいです︒ ︵練尾興治︶

●温かい励ましの言葉を掛
けていただき感謝の気持ち
でいっぱいです︒カメの歩
みですが︑ゆっくり少しず
つ頑張ってます︒良い知ら
せがあればまたシェアさせ
て下さいね︒ ︵Ｇａ ｔｏ ︶

林友の会「心のひろば」編集部

認知症専門病院
岡山ひだまり
の 里 病 院

月

10
宛先：〒703-8520 岡山市中区浜472

●入院のご相談は
代表（086）272-8811

B

第446号
の答

けやき外来診療表 （2021.6.1〜）

林病院

F
F

21
20

19
18
17

C
D

16
15
C

14
13
12
11

D
A

９
８
７

６
５
４
３
２
１

①福沢諭吉の著書といえば『学問の
○○○』
④大人になれていません
⑦七夕の願いごとを書く紙
⑨唖然、あんぐりだ
⑩相撲で勝利した印
⑪桃太郎の成敗対象
⑬落語など、さまざまな演芸を見て
楽しめるスポット
⑮「うしとら」の方角で、南西とは
正反対です
⑰大福や饅頭の中身
⑱「おから」や「きらず」とも呼ば
れる食品
⑳食事代は僕の○○○で、君の分も
全部出すよ
㉑車の運転前にはバック○○○の角
度も確認
①ロケではなく、ここにセット
を組んで撮影
②「尺」より細かい単位
③イワシを連ねて干したもの。
ちょっと残酷？
⑤夏休みの宿題として、○○○
○感想文を提出
⑥網の上で焼いてプックリ
⑧褐色のシュガーで、塊をその
まま食べたりも
⑫ひらがな、カタカナ、漢字を
合わせて使う
⑭社会人のための研修会
⑯真偽も確かめず、そのまま内
容を受け入れる
⑰進行可能な信号の色
⑲タヌキが太鼓にする？
hamawww@po.harenet.ne.jp

クロスワードパズル
➡ 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：６月15日

21

●６月から障害年金等級が
三級に格下げになり︑年間
約１２０万円から約 万円
になります︒辛いですが仕
方ないです︒ ︵西本良広︶
50

2021年６月１日（発行 毎月１回１日発行）（４）
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