暖かい日差しを浴びて２
０２０年新春交流会が開催
され︑約 人の参加があり
ました︒会場は新春らしい
雰囲気に包まれ︑和やかム
ードいっぱいでした︒
清らかな司会で始まり︑
石田会長と林理事長の挨拶
の中で︑昨今の国内外情勢
の厳しい状況と併せて日本
国憲法９条のすばらしさを
語られました︒平和を希求
するみんなと共に共同の輪
を広げ一人ひとりを大切に
して︑寄り添い精神医療に

岡山市中区浜四七二

第 号 二〇二〇年二月一日
〒

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︶

▲○×クイズの答えに一喜一憂

して︑みなさんといっしょ
に要求実現していきましょ
う﹂と語られました︒
交流会には︑初めて参加
の方も多数おられ︑心温ま
る和やかで笑いの絶えない
一年の始まりとなりました︒
毎年企画してくださるみな
さまには感謝の気持ちでい
っぱいです︒健康を維持し
て︑障害のある人に寄り添
い学ばせていただける事に
幸せを感じる一日でした︒
ありがとうございました︒
︵常任幹事 柚木康子︶
心のひろばは︑２０２０年
よりカラーで発行すること
になりました︒今後ともよ
ろしくお願い致します︒

50

こ だ ま

▼１月８日︑相模原事件初
公判がありました︒２０１
６年７月︑重度知的障害者
入所施設の元職員が﹁意思
疎通のできない人は有害﹂
だとして重度障害者を含む
人を殺傷した事件です︒
９日付の新聞に﹁裁判の中
で被害者を〝甲のＡさん〟
などと呼ぶことにも衝撃を
受けた︒遺族が本名を公表
することをためらわざるを
得ない社会だということ︒
障害者差別があるというこ
とでしょう﹂と被害者家族
の言葉が掲載されていまし
た︒人格を持った１人の人
間を表す﹁名前﹂を呼ばれな
い︑なんと悲しいことでし
ょう︒▼すべての国民に人
権が保障され︑個人として
尊重される憲法を持ちなが
ら︑格差が広がり︑今も偏見
や差別意識をうみだす土壌
が社会の中にあります︒﹁人
権感覚は磨かないとさびつ
く﹂と言われますが︑私た
ちは自分自身の中にある偏
見や差別の意識にもきちん
と向き合い︑なぜこのよう
な事件が起きたのかを真剣
に考えてゆく必要がありま
す︒▼裁判を前に犠牲にな
った娘の名を公表した遺族
がいます︒﹁美帆を覚えてい
て︒障害者が安心して暮ら
せる社会こそが健常者も幸
せな社会だと思います﹂こ
の事件が私たちに投げかけ
ている問いにこれからも向
き合ってゆきたい︑風化さ
せてはいけないと改めて思
いました︒
︵Ｍ・Ｙ︶

45

発行責任者

盛り上がり︑会場いっぱい
割れんばかりの賑やかさで
した︒景品もたくさん用意
されていて︑みんなは満面
の笑みでした︒○ ク
×イズ
も他のテーブルの人たちと
競い合い︑頭をひねる問題
もあり︑これもまた盛り上
がりました︒最後のギター
演奏は︑﹁みんな生きて愛
されているんだよ︑みんな
繋がっているんだよ﹂とい
う歌詞がとても良く︑心に
響く暖かい歌でした︒
荒木副会長の閉会挨拶で
は︑﹁みなさんが運動した
ＪＲの運賃割引助成が国会
を通過して認めてくれたも
ののＪＲ各社で検討中なの
で早く実施してほしい︒そ

日時：２月18日㈫ 12時50分〜
場所：OHKハウジングパーク前

日時：２月28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
たでもご参加ください。

日時：２月13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）

第55回行動 スタンディング

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。

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

15
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専念したいと話されていま
した︒心の繋がり︑絆︑心
温まるお話でした︒
栄養科で作っていただい
た豚汁は︑みなさん口々に
おいしいとの声が連発でし
た︒また︑ぜんざいをいた
だきながらの琴の演奏は︑
お正月らしくしっとりして
聴き入りました︒そして︑
流行中の﹁パプリカ﹂を弾
いてくださると︑口ずさん
だりリズムをとったりみん
なの顔もほころびだしまし
た︒ビンゴゲームも大いに

▲お正月気分を堪能した琴の演奏

（昭和59年３月19日第三種郵便物認可）第431号
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琴の音色に心も和む
笑顔あふれる新春交流会
80

100床あたりの職員数

薬剤師

看護師・准看護師
142.2人

15.3人

3.3人

62.4人

（52.6％）
（47.7％） （23.5％） （36.4％）

67.9人

3.6人

1.2人

「病院報告」2014年

林精神医学研究所︑林精神
医学研究所労働組合と共に︑
毎年﹁精神医療保健福祉の
改善を求める国会請願署
名﹂に取り組んでいます︒
この署名は︑日本医療労働
組合連合会が呼びかけ︑全
国でとりくみが進められて
います︒昨年は︑会員のみ
なさんや関係団体のご協力
や︑外来・街頭での宣伝行
動などにより︑財団・労
組・友の会の３者で３６５
１筆の署名を集約しました︒
精神科医療の現状を広く
国民に知らせ︑当事者・家
族が望む精神科医療と職員
が元気に働ける職場を実現
するために︑会員のみなさ
んの力をお貸しください︒
署名用紙が追加で必要な場
合は︑林友の会事務局まで
ご連絡いただければお送り
します︒日本医療労働組合
連合会のホームページから
も署名用紙のダウンロード
ができます︒

笑顔を大切にする薬局です

核兵器廃絶に向けて

つばさ薬局
どこの病院の処方箋も受付致します

はバザーをはじめ︑両病院
の社保委員会を中心に工夫
しながら活動を進めていま
す︒職員向けではあります
が︑この季節にうれしいぜ
んざいや手作りのパウンド
ケーキ販売も行います︒
それとあわせて﹁なぜ核
兵器廃絶なのか﹂の学習も
重要です︒代表が講師とし
てその意義を職場内で伝え
る活動をし︑さらにこの運
動をアピールしていければ
と考えています︒

１人でも多くの声を届ける
本紙 月号でお知らせし
たように︑今年の４月に開
催される国連ＮＰＴ再検討
会議にむけて法人代表であ
る金関秋音さん︑中川俊彦
さんの派遣を成功させよう
と各病院で取り組みを進め
ています︒署名は︑金関さ
んが友人知人に声をかけ現
在２００筆余り集め大奮闘
していますが︑法人でもも
う一回り声掛けを広げる活
動をしていきたいと考えて
います︒また︑カンパ活動

086-272-2710

086-272-2713

検索
つばさ薬局

日時 ２月 日︵木︶ 時〜

﹁認知症カフェ﹂

家族介護教室第６回講座

お知らせ

署名集約数 ２０４９筆

出発まで約３ヶ月︑友の
会・労組・法人で目標達成
に向け活動を前進させてい
きます︒友の会会員の皆さ
まも引き続きのご協力をお
願いいたします︒
︵財団本部 岩﨑ゆう子︶

〒703-8256 岡山市中区浜621-1

けんせいれん 周年記念講演

℡０８６ ２
‐７２ ８
‐８１１

支援センター

連絡先 みさお山在宅介護

事前の申し込みは不要です

岡山県支部副代表︶

︵認知症の人と家族の会

講師 景山富久子さん

場所 林病院ひまわりホール

10

これからの精神保健福祉﹂

﹁これまでと︑

日時 ３月８日︵日︶ 時〜

岡山県障がい者団体連合会

℡ ０９０ ６
‐４０２ ８
‐０６７

主催

事前にお申し込みください

︵楯築診療所所長︶

講師 藤田健三医師

場所 きらめきプラザ７０５

13

映画「ありがとう３」上映と
出演者のトーク

日 時：２月29日(土)14時〜16時
場 所：林病院ひまわりホール
参加費：無料

林友の会市民公開講座

突然ですが︑皆さんは寒
い時にはどんな飲み物が飲
みたくなりますか？少し前
のテレビ番組で︑最も身体
を温める飲み物はココアだ
と紹介されていました︒今
回は︑この時期におすすめ
のココアについてお話しし
ます︒
ココアの原料はチョコレ
ートと同じカカオ豆︒カカ
オ豆を粉砕し︑分離したカ
カオマスから脂肪分を取り

食の
豆知識

【処方箋受付FAX】

20

10

精神保健医療福祉の改善を求める
国会請願署名にご協力ください
精神科を受診する人が年
間３２０万人を超えるいま︑
誰でも安心してかかれる精
神科医療の充実は国民的課
題となっています︒しかし︑
日本の精神科医療は一般病
院に比べて低医療費に抑え
られ︑医療スタッフの配置
も極めて少ない状況にあり
ます︒こうした現状を変え
るためには︑当事者・利用
者本位の精神医療への改革
が必要です︒林友の会は︑

12

32.8人

医師

精神科病院

職員総数
一般病院

【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】
▲手作りグッズで署名とカンパをお願い

2020年２月１日（発行 毎月１回１日発行）（２）
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参加を希望される方は、林友の会事務局までご
連絡ください。

連絡先：林友の会事務局TEL086-272-2957
共催：林道倫精神科神経科病院

除いたものがココアです︒
その主成分であるカカオポ
リフェノールは血行促進の
作用を持ち︑ココアを飲ん
で１時間が経過しても身体
を温める効果が持続すると
の研究結果が出ているそう
です︒市販のココアの中で
も特に純︵ピュア︶ココア
がおすすめ︒２月にはバレ
ンタインデーがありますね︒
チョコレートも良いですが︑
今年は自分で美味しいココ
アを作ってみてはいかがで
しょうか︒
★美味しいココアの作り方
︵１杯分︶
①小鍋に純ココアと砂糖を
各小さじ２杯入れ︑冷たい
牛乳を大さじ１〜２杯加え
て滑らかなペースト状にな
るまで混ぜる︒
②鍋を中火にかけ︑１４０
㎖の牛乳を少しずつ加えな
がらよく混ぜる︒沸騰直前
で火を止めたらできあがり︒
︵管理栄養士 今村怜依︶

映画「ありがとう３」
こころの病を体験した当事者が、自らの人生に
影響を与えた人達に感謝の気持ちを伝える姿を映
したドキュメンタリー映画のシリーズ第３弾。

25

つきたてを味わう
活気あふれる餅つき
ました︒今年は大きな臼の
形の看板が登場！この看板
なんと顔はめ式になってい

根おろしやきなこと共に皆
の元へ︒お餅はどんどんつ
きあがり︑お腹いっぱい食
べられました︒
閉会式は︑がんばった皆
へ︑また他の部署から応援
に来てくれたたくさんのス

タッフへ︑感謝の拍手を送
りました︒最後に２０２０
年がよい年となるよう皆で
万歳三唱をしてお開きとな
りました︒
︵林病院 デイケア
公認心理士 田渕琴美︶

▲顔はめ式の看板も登場

る女性患者さん︒
出来上がりまでには様々
なドラマがあります︒男結
びを何回も納得いくまで結
び続ける姿︒梅や葉牡丹の
挿し様を眺めては直し︑眺
めては直す姿︒毎年の光景
でありながら︑患者さん達
の経験とエネルギーを身を
もって感じられる時間です︒
そして︑たくさんの意見
と〝手〟の入った門松と共
に︑感謝と翌年の幸せを願
いながら写真を撮り１年の
活動を締めくくることがで
きました︒今年も１年良い
年になりますように ︒
…
︵岡山ひだまりの里病院
作業療法士 中浜暢子︶

おこないますが、通常通り外来診療はおこないます。工事

2020年度 入学試験

林道倫精神科神経科病院 院長 林英樹

２月25日(火)〜３月10日(火)【必着】

２０１９年 月 日︑デ
イケアの年末恒例イベント
﹁もちつき大会﹂が始まり

て︑小道具の杵を持って素
敵な写真が撮れる逸品です︒
来年の干支ねずみの毛糸ア
ートも飾られ華を添えてく
れています︒
司会やあいさつ︑お餅の
つき手︑ちぎり手などはや
りたいと希望したメンバー
さんが張りきってやってく
れます︒お餅のつき
手代表が高らかにつ
き手宣誓を行い︑そ
の後﹁メリー餅つき
まーす！﹂のかけ声で
お餅つきスタート！
つき手の面々が順
番に杵を取りお餅を
ついていきます︒見
守る皆からは﹁よい
しょ！﹂とかけ声︒
すごい活気です︒つ
きあがったお餅はち
ぎり手が食べやすい
大きさにちぎり︑大

クに竹を切る男性患者さん
と︑食い入るように見つめ

◇ホームページ http://www.soigner-nc.jp

いたします。

３月14日(土) ３月17日(火)

2020年

一般四次入試

の外部修繕工事は、外壁の補修・塗装、屋根の塗装などを

ページまたは電話でご連絡ください。

外部修繕工事を２月上旬〜３月下旬におこないます。今回

合いの看護師志望の方へぜひ勧めてください。資料請求や願書請求は、ホーム

林病院の外来部門として使用しています けやき棟 の

ソワニエ看護専門学校の入学試験を下記の日程で行います。ご家族やお知り

けやき外来 修繕工事のお知らせ

ソワニエ看護専門学校の入学試験のご案内

員までお声かけください。工事は安全を優先しておこない

ます。皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願い

１月27日(月)〜２月18日(火)【必着】

２月22日(土) ２月26日(水)

2020年

一般三次入試

時代は令和となり︑オリ
ンピックも 年ぶりに今年
東京で開催されます︒
そんな中︑ひだまりの里
病院では気が付けばもう
年以上︑年末の活動として
患者さんと共に門松を作っ
ています︒今年は︑竹を切
るところから患者さんにし

▲「よいしょ」のかけ声に合わせて

ていただきました︒顔を真
っ赤にしながらダイナミッ

▲3病棟3様の門松

に伴い入口のスロープが使用できなくなります。スロープ

をご利用される方はお手伝いいたしますので、遠慮なく職

合格発表

試験日

願書受付期間

試験区分

予定しています。工事中は建物の周りに足場を組み工事を

086-274-6455（担当：福田･石原）

◇電話

12

経験とエネルギーを感じた
新年を迎える門松作り
岡山ひだまりの里病院

林病院
10
▲汗がしたたる本気の竹切り

（昭和59年３月19日第三種郵便物認可）第431号
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声

午前

火

水

木

午後

金

認知症デイケア
（月）〜（土）
9：30〜15：30

（月）〜（土）
9：30〜15：30

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）

A

B

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？

清 光

相談者

9：00〜12：30

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

月

田 中

ナイトケア

北 山

北 山

休診

廣 中

※

岡 崎

原

尾 原

●昨年末に︑映画﹁男はつ ●﹁桜をみる会﹂等への怒
らいよ お帰り寅さん﹂を りがおさまらない年末です︒
観ました︒寅さんが出演す 友人から届いた真白なシク
●昨年末︑約１年ぶりに入 る過去の映像が回想として︑ ラメンが次々咲いて小春日
︵花田千春︶
院しましたが︑先生方︑看 今のストーリーと違和感な 和の縁側です︒
護師︑介護士の方々の言葉 く使われ︑初めて観る方で
薬︑笑顔薬︑肌薬のお陰で もわかりやすいものでした︒ ●昨年のヘルスチャレンジ
無事 日間で退院できまし 私は︑最初の回想シーンか は︑少し低く目標を設定し
た︒薬はもちろんですが︑ ら涙が止まらずタオルを握 達成賞に可愛いらしい紅茶
人薬の大切さを改めて感じ りしめていました︒渥美清 を頂きました︒家族で美味
ました︒入院時のＨ先生︑ さんが亡くなられて 年︒ しく頂き体も心もほっこり
作目で止まったストーリ 温まりました︒有り難うご
Ｎ看護師さん︑グループホ
︵動物好き女︶
ームの世話人さん︑有難う ーを完結させ︑追悼のよう ざいました︒
︵井原誠司︶
ございました︒
︵中山芳樹︶ に感じました︒
●去年は体調を崩しイベン
●新春座談会の感想ですが︑ ●カラーの紙面でとてもよ ト参加もできませんでした
私も介護保険制度導入の年 かったです︒一面の﹁日帰 が︑今年はいろいろなイベ
に資格取得し︑数年前に認 りバス旅行﹂参加者の表情 ントに参加したいです︒悩
知症サポーター講座を受講 も伝わります︒ぜひ︑各号と みがつきませんが︑よろし
︵Ｓ・Ｔ︶
してオレンジリングを持っ もカラー印刷での発行をお くお願いします︒
ています︒カフェの取り組 願いします︒ ︵禰屋祐司︶
●新しい年が始まりました︒
みはとても良いと思います︒
デイケアのスマイル喫茶も ●新しい年の始まり︑誰も 仕事という枠を超えて︑会
当事者とおしゃべり出来て︑ が社会の一員として主人公 員の一人として友の会活動
とても有意義な時間が過ご として行動し大事にされる に参加させていただきたい
せています︒コ・プロダク あたたかい社会を望みます︒ と思っています︒新春交流
ションの心を大切にしてい 住みよい街づくり︑くらし 会もとても楽しく︑お琴や
きたいです︒ ︵福島浩一︶ には地域での交流︑かかわ 歌に感動しました︒今年が
り合いが大事と云う︑﹁コ 皆さんにとって良い１年に
なりますように︒
︵れもん︶

岡 本

休診

（月）〜（土）
9：00〜15：00

岡 崎

デイケア

林

林

前 田

前 田

尾 原

ウ

吉 井

２診

ク

原

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

※初診の方は、あらかじめ電話でご予約ください。

田

吉 井

重度認知症患者
デイケア

藤

吉 井

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

北 山

（月）〜（土）
16：00〜20：00

藤

事前にお話を伺い、

田

相談者へお取次ぎします。

藤

各相談は、林友の会事務局員が

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。

電話：086-272-2957（林友の会）

外来診療表

金

前 田
岡 崎
太 田

入院担当看護師へ
おつなぎします。

田

２診

（敬称略）
◆れ も ん

本

１診

ゴ

◆羽原 八重

林
清 光
北 山

３診

ン
ソ

◆花田 千春

電話相談

木

１診

●新春交流会に家族と参加
しました︒琴の演奏が印象
的でビンゴや○ ゲ
×ームも
楽しくて勉強になりました︒
運営してくれた皆さん︑本
当にありがとうございまし
た︒毎日毎日を大切に生き
ていける人生に少しずつで
もしたいです！
︵光実愛美︶
●くるみボタン私も買いた
いです！友の会で販売して
いただけると嬉しいです︒
︵クリームパン︶

◆光実 愛美

へお電話ください。

水

F
F

◆福島 浩一

48

23

●今年も元気で楽しいこと ・プロダクション﹂はそう
を考えていこうと思ってい 思います︒ ︵吉倉外喜子︶
ます︒昨年は︑医療生協で
吹き矢班をつくりました︒ ●年の幕開けは最高でした︒
誰でもできて的に矢が当た Ａ型支援事業所つむぎコッ
ると楽しい︒そして健康に︒ ペというパン屋さんに採用
お勧めですよ︒
︵住寄善志︶ 合格した為︑丸善さんまで
御越しになる時はお寄りく
ださい︒おやつコッペ︑惣
菜コッペ︑スープ︑飲み物︑
サンドイッチは 種類︒明
るい店員が接客します︒笑
顔でにこにこパンに社会貢
献したいです︒実習最後の
日は感激し嬉し涙！皆様に
も感謝します︒
︵羽原八重︶

パズル当選おめでとう

土※

火

16
15

D
D

20
19

14
13

18

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

E
E

12
11

17

７
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430号
の答

けやき外来診療表（2020.2.1〜）

林病院

C
A

10
８

９

C

６
５

４
３
２
１

①着古したセーターにボロボロ
③虫入りもある、樹脂の化石
⑤百○○あって一利なしだね
⑥仕事で大きなミスして○○○書を
提出
⑦夢中になると奪われてしまう
⑨ウマに乗りながらする球技
⑪○○○を阻まれ、前に進めません
⑫利益が出ましたよ
⑬○○抜きでは、ジョーカーは邪魔
者
⑭二人でワンセット
⑮遠足の案内書。旅の○○○
⑰あまり目立たないね
⑲二階はないお家
⑳「塗りたて」のベンチには座りた
くない
①○○の巧妙で良い結果に
②パパは一家の……
③すごろくで進めるもの
④誰に対しても愛想が良すぎる
のもねえ
⑥無罪や勝利の色
⑧ヘアアイロンのこと
⑩スタジオでなく外で撮影
⑪豆乳を煮るとできる食材
⑫弟子入りの際に叩きます
⑭肩の○○がひどいので叩いて
よ
⑯カードゲームのリーダー
⑱木の太い部分
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：２月14日

11

●今年は東京オリンピック︑
パラリンピックが開催され
ます︒世界中から人種やこ
とばの違いを越えて様々な
考えをもつ人達が︑スポー
ツの祭典に集います︒世界
中が平和一色になることを
願っています︒
︵山﨑晶弘︶

30

2020年２月１日（発行 毎月１回１日発行）（４）
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