２０１４年に岡山市中区
の民主団体や労働組合︑地
域９条の会などで結成され
た﹁集団的自衛権の行使に
反対する中区の会﹂の第

〒

岡山市中区浜四七二

第 号 二〇二〇年四月一日
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石 田 正 也
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こ だ ま

▼３月 日から全国である
映画が封切られた︒タイト
ルは﹁ 世紀の資本﹂︒な
んと経済学書が原作の映画
なのだ︒著者のトマピケテ
ィによると﹁世界の〝財産
の成長〟は〝賃金の成長〟
を上回っている﹂︑つまり
﹁持てる者﹂はより豊かに︑
﹁持たざる者﹂はより貧し
くなっているという︒確か
に﹁世界で最も裕福な 人
が︑世界人口のうち下位半
分︵約 億人︶の総資産と
同額の富を握っている﹂と
いう︒▼問題は︑資本主義
は︑資本の〝効率的な配分〟
を志向するが︑〝公正な配
分〟を志向しているわけで
はない︑という点だ︒ピケ
ティは資本主義の結果生じ
た富の不均衡は再分配︑つ
まり富裕層への課税強化に
よって解決するしかないと
主張している︒▼昨秋︑厚
労省は医療費抑制のために
整理統合が必要な公的病院
名を公表した︒過疎地域に
立地し診療科の多い総合病
院は受診件数が少なく効率
的ではないから統合せよ︑
というのだ︒今後人口が減
少し効率性の観点からます
ます公的サービスが削減さ
れることは間違いない︒効
率は全否定するものではな
いが︑〝地域住民の健康を
守る〟という公正さの実現
についても併せて国会で議
論したうえで︑各地域での
具体的な検討としてほしい︒
︵Ｔ・Ｋ︶
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紙代一部 円︵郵送料 円︶

記念行事 14時半〜

トイピアノ演奏とお話

日時：４月21日㈫ 17時半〜
場所：東京靴流通センター倉田店前集合

発行責任者

林財団からも職員︑林友
の会会員など 名余りが参
加し︑全体で約 名が横断
幕やプラカードを持ちアピ
ールをおこないました︒
﹁憲法まもれ﹂﹁いのちを
まもれ﹂とシュプレヒコー
ルをおこなうと︑車から手
を振ってこたえてくれる方
もいました︒林病院からも
ＮＰＴ︵アメリカ・ニュー
ヨークの国連本部で４月下
旬におこなわれる核拡散防
止条約︶再検討会議でのア
ピール行動に参加者する職
員が平和への想いを訴えま
した︒残念ながら︑世界的
なコロナウイルス感染症流
行の影響でニューヨークへ
の派遣は中止となりました
が︑皆様にお願いしている
﹁ヒバクシャ国際署名﹂は
月の国連総会提出に向け
て集約しています︒引き続
きご協力をお願いします︒
また︑合わせて﹁安倍９条
改憲ＮＯ！改憲発議に反対
する全国緊急署名﹂にも取
り組んでいます︒署名用紙
や署名はがきは︑病院窓口
や林友の会事務所において
います︒今後も︑月１回の
アピール行動に︑ぜひ一緒
にご参加ください︒
︵林病院 事務部長
河本悟︶

非会員4,000円

10

２月と３月に予定し
ていた
﹁市民公開講座﹂
﹁ 街 頭 宣 伝 行 動 ﹂﹁ 当 事
者研究﹂は︑新型コロ
ナウイルス感染症対策
のため中止としました︒
ご了承ください︒

日時：４月24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）

日時：４月９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）

当事者以外1,000円

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。

参加費：会 員 当事者500円

定期総会 13時〜
スタンディング行動でアピールをおこない
ます。どなたでもお気軽にご参加ください。

15

433

回スタンディング行動︵毎
月１回中区でアピール行
動︶が︑２月 日の昼にＯ
ＨＫハウジングパーク前交
差点でおこなわれました︒

▲シュプレヒコールで元気にアピール

ゆとりの会

当事者交流会

あじさいの会

家族交流会

日時：６月６日㈯ 11時〜13時
場所：旭川河川敷（雨天中止）
内容：バーベキューで交流

日時：５月23日㈯ 13時〜16時
場所：林病院ひまわりホール

第57回行動 スタンディング

３月号でご案内していた４月11日の「花見交
流会」は、新型コロナウイルス感染症対策のた
め６月に延期して開催します。参加を予定され
ていたみなさまには急なお知らせとなってしま
い、申し訳ありません。参加者が安全・安心し
て楽しめる交流会を開催できるよう
準備を進めていきます。

2020年 定期総会
集団的自衛権の行使に反対する中区の会

花見交流会延期のお知らせ

（昭和59年３月19日第三種郵便物認可）第433号
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憲法活かしていのち守れ
平和な世界の実現めざす

55

笑顔を大切にする薬局です
どこの病院の処方箋も受付致します

ない事実︵加害の歴史︶を
確認したいと︑企画された
ものです︒まず︑その内容
に惹かれました︒チチハル
遺棄毒ガス被害者との交流︑
中国侵略日本軍７３１部隊
罪証陳列館見学があったか
らです︒旧日本軍の毒ガス
遺棄に関しては︑秘密裏に
毒ガスを製造していた広島
県大久野島での研修経験が
あり︑２００４年に海南友
子監督﹁にがい涙の大地か
ら﹂︵毒ガス被害者のドキ
ュメンタリー映画︶を観て
一定内容を知っていた事で︑
被害者自身に会って話を聞
きたいと思いました︒また︑
７３１部隊は森村誠一著﹁悪
魔の飽食﹂で衝撃を受けた
ことがあり︑実際の遺跡や
証拠となる事実をこの目で
確かめたいと思い︑応募が
始まるとすぐさま手挙げを
したのでした︒︵つづく︶
︵看護師 安岡満利子︶

086-272-2710

【処方箋受付FAX】

〒703-8256 岡山市中区浜621-1

憲法９条︑
いまこそ守るとき

﹁学習ブックレット 民医
連の綱領と歴史﹂の学習企
画として︑安倍９条改憲・
戦争する国づくりがすすめ
られる今︑改めて過去の侵
略の歴史を振り返り︑その
爪痕と未だに清算されてい

作用があり︑細胞や血管を
ダメージから守る効果が期
待されています︒
食物繊維には水に溶ける
性質をもつペクチンが含ま
れています︒ペクチンには
便をやわらかくする働きが
あり︑便の量を増やして腸
を刺激し便通を良くしてく
れます︒スムーズな排便を
促し便秘を解消するととも
に︑善玉菌の餌となって腸
内環境を整える効果があり
ます︒
この春は苺を食べて︑体
の中からキレイを目指しま
しょう︒
︵管理栄養士 岡部舞︶

【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】

﹁平和と医療を学ぶ
中国の旅﹂に参加して①
18

今回から︑職員の安岡満利子さんが参加した
全日本民医連の﹁平和と医療を学ぶ中国の旅﹂
を連載でお届けします︒

リレートーク

２０１９年９月 日〜
日︑全日本民医連の﹁平和
と医療を学ぶ中国の旅﹂に
参加してきました︒これは
13

国会請願署名を力に
精神医療改善求める

く︑果物の中でもトップク
ラス︒ビタミンＣはメラニ
ン色素の生成を抑えたり︑
コラーゲンの生成に必要で
肌に効果的なのはもちろん
のこと︑ストレスや風邪に
対しても抵抗力をつけてく
れます︒また︑ 個程度食
べれば１日分のビタミンＣ
量を摂取することができ︑
しかも低カロリーです︒
ほかにも︑苺にはアント
シアニンや食物繊維も含ま
れています︒アントシアニ
ンはポリフェノールの１種
で︑視力回復や眼精疲労の
解消に効果があるといわれ
ています︒そして︑抗酸化

086-272-2713
春の人気フルーツのひと
つである﹁苺﹂について︑
ご紹介します︒
苺はビタミンＣの量が多

10

広く伝わるよ
うにしてきま
した︒また︑
職員にワンコ
インカンパ袋
を配布したり︑
ヒバクシャ署
名はご家族に
もお願いして
たくさんのご協力を頂きま
した︒さらに︑全体学習会
で代表者の職員にＮＰＴに
対する思いや決意表明をし
てもらいました︒
核兵器廃絶︑そして平和
は人類の願いです︒その実
現の歩みであるＮＰＴ世界
大会へ︒代表者が無事に参
加できるように当日まで応
援を続けていきたいと思い
ます︒
︵岡山ひだまりの里病院
社保委員会 日髙衛︶

署名集約数 ２９５７筆

日時：４月25日㈯ 13時〜14時
場所：岡山表町商店街天満屋付近

つばさ薬局

食の
豆知識

５月末の締め切りに向け
とりくみを進めている﹁精
神保健医療福祉の改善を求
める国会請願署名﹂の街頭
宣伝行動をおこないます︒
３月にも宣伝行動を予定し
ていましたが︑新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響
で中止としました︒４月の
宣伝行動についても︑状況
をみながら判断をしたいと
思います︒

街頭で精神医療の現状を知らせ、署名
への協力を訴えます。

署名集約数 １１３６筆

「精神保健医療福祉の改善を求める
国会請願署名」街頭宣伝行動

▲手作りのカンパ袋

お知らせ
新型コロナウイルス
感 染症の世界的広がり
を受けて︑ニューヨー
クで開催が予定されて
いた原水爆禁止世界大
会 や パ レ ード な ど の 中
止 が 決 定 さ れ まし た ︒
ＮＰＴ再検討会議につ
いてはまだ発表があり
ませんが︑参加に向け
て準備を進めていた代
表派遣についても中止
と な り ま し た︒なお︑核
兵器廃絶は変わること
のない重要な課題です︒
今後も︑﹁ヒバクシャ
国際署名﹂を大きく広
げていきたいと考えて
い ます の で ︑ 引 き 続 き
ご協力をお願いします︒

幹事会報告
19

★第５回幹事会︵３月 日︶
１．ＮＰＴ代表派遣と精神
医療改善署名のとりくみ
報告があり︑花見交流会
の延期を確認しました︒
２．５月 日に開催の２０
２０年定期総会の議案討
議をおこないました︒
３．全日本民医連共同組織
活動交流集会の案内があ
りました︒
23

被爆者署名を広げ
核兵器廃絶を実現
岡山ひだまりの里病院

ＮＰＴ代表者をニューヨ
ークへ︒どのような形で応
援ができるのか？岡山ひだ
まりの里病院では社保委員
会を中心に話し合い︑﹁Ｎ
ＰＴのことを知
ってもらう﹂
﹁ヒバクシャ署
名に取り組む﹂
﹁財政活動をす
る﹂の３つを掲
げてとりくみを
進めてきました︒
毎月１回の栄
養科の特製手作
りパウンドケー
キ︑いわさきち
ひろカレンダー︑
駄菓子などの販
売を行いました︒
それぞれの案内
や注文票︑社保
ニュースなどに
ＮＰＴのことを
掲載して発行し︑
▲横断幕も作成中

2020年４月１日（発行 毎月１回１日発行）（２）
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検索

つばさ薬局

方々の事情も重なり︑残念
なことに参加者が３人まで
減ってしまいました︒さら
に︑到着したバスは 人乗
りで︑そこに参加者と世話
人を合わせた５人が乗車す
るという︑かなり珍しい光
景となりました︒Ａさんは
参加人数が５人と知ると︑
﹁寂しいのぉ﹂と話してい
て︑仕方ないとことはいえ︑
思わず﹁すみません﹂と苦
笑いしたのを覚えています︒
しかし︑いざイチゴ狩り
止するなか︑ソワ
ニエ看護専門学校
では規模縮小とい
う形で卒業式を行
いました︒
卒業式は儀式的
行事という意味が
あり︑礼儀︑マナ
ーの学習だけでな
く︑生活の振り返
りと新たな生活へ
の希望や意欲に繋
げる意味がありま
す︒ただ卒業証書
を配布すれば良い
わけではなく︑形
式は整えられても
参加者の参加意欲
がなく︑何の感動
もなければ︑その
卒業式は失敗と言
えます︒
今回の卒業式は卒業生・
在校生・保護者・教職員の

が始まると人数は関係あり
ません︒ＡさんもＢさんも
色々なハウスを回ってイチ
ゴを食べ歩いていました︒
一方︑Ｃさんは休憩を入れ︑
自分のペースでゆっくり楽
しんでいました︒三者三様
の楽しみ方をされていまし
たが︑共通していたのは笑

みでしたが︑参加してくだ
さった方々を楽しませた
い︑感謝を伝えたいという
気持ちのこもった退場や歌
でした︒卒業生お礼の言葉
の中に︑来てくださった
方々への感謝や︑参加でき
なかった方々への謝辞が盛
り込まれ︑伝えたい人のい
る方に体を向けて伝えてい
た姿が印象的でした︒言葉
だけでなく感謝の気持ちを
伝えたい姿に︑卒業生・在
校生・教員ともに多くの感
動を受けました︒
例年にない形の卒業式︑
そして１・２年生が行う卒
業お祝い会にあたり変更も
多くありましたが︑その中
で精一杯の事を出し切るた
めに頑張った学生達を誇り
に思います︒
︵ソワニエ看護専門学校
教員 正渡靖士︶

顔です︒穏やかで
生き生きとしてい
て︑見ている私も
思わず笑顔になり
ました︒終わりの
時間が近づくと︑
Ａさんが﹁あんた
と写真撮らんとい
けんじゃろ﹂と言
い︑２人で写真を
撮りました︒楽し
いことをしている時の人の
魅力や温かさを実感したの
と同時に︑その時間を共有
することの大切さを改めて
感じた一日でした︒また来
年も企画したいと思います︒
︵グループホーム
精神保健福祉士
小松原航︶

岡山ひだまりの里病院
１９９９年 月に立ち上
げた当病院は︑昨年 月で
周年を迎えることができ
ました︒昨年９月には︑全
日本民医連の﹁認知症懇話

当事者の思いを支え
伴走した20年
20

10

10

スローガンに︑患
者さんのペースで
患者さんの目線で
の医療︑ケアを目
指して取り組んで
きました︒開院当
日︑林病院から大
型バスでこの地に
患者さんを無事移
動できた時の安堵
感は︑これからみ
んなで患者さんを
大切にケアしよう
との決意のはじま
りでもありました︒
また思い出すのは︑
会﹂の運営に当院職員が携 患者さんと職員が総出で︑
わり︑多数の発表もおこな 地域のみなさんを巻き込ん
いました︒岡山ひだまりの での夏祭りを開催したこと
里病院のこれまでの医療活 です︒職員の力を誇らしく
動の集大成となる会でした︒ 感じた出来事でした︒国の
開設当初から︑〝ゆっくり︑ 施策に翻弄されながらの病
ゆったり︑あたたかく〟を 院経営は大変なものでした︒
ここまで来られたのは︑全
職員の力で乗り越えてきた
からと言えるでしょう︒
﹁痴呆﹂から﹁認知症﹂へ︑
認知症治療薬の開発など︑
認知症は世界の課題となり
ました︒そして︑認知症を
取り巻く情勢は激変しまし
た︒なにより︑当事者からの
発信が届くようになってき
ました︒その思いを支え︑
伴走していくのが私たちの
活動だと思います︒
今後も︑さまざまな荒波
が寄せてくることでしょう︒
その都度︑職員やご家族︑
地域に依拠して乗り越えて
いけたらと思います︒岡山
ひだまりの里病院をこれか
らもよろしくお願いします︒
︵岡山ひだまりの里病院
看護総師長 前田幸子︶

▲病院駐車場で開催していた夏祭り

▲完成当時の岡山ひだまりの里病院

グループホーム
25

３月７日︑コロナウイル
スの影響で多くの行事が中

▲卒業生から卒業生への言葉

笑顔で楽しんだ
おいしいイチゴ

感謝の気持ちを胸に
卒業式で新たな門出

グループホームのレク活
動で︑西大寺にある﹁岡山
フルーツ農園﹂にイチゴ狩
りへ行きました︒事前に︑
７人ほどの方が参加を希望
され︑バスも予約して準備
万端な状態で当日を迎えま
した︒ですが︑希望者の

▲どれも食べ頃

ソワニエ看護専門学校

（昭和59年３月19日第三種郵便物認可）第433号

ば
ろ
ひ
の
心
（３） 2020年４月１日（発行 毎月１回１日発行）

▲赤くなったのを選んで

声
●定期総会の記念行事に
﹁トイピアノ﹂の演奏が予
定されていること︑いい企
画ですね︒できれば参加さ
せていただこうと思ってい
ます︒
︵住寄善志︶

●こおり銀座カフェ︑ラン
チで新年会楽しそうでよか
った︒これからもよろしく
お願いします︒ ︵ケン坊︶
●民医連の原点を学んで
﹁民医連の職員でよかっ
た﹂という職員さん︒頼も
しいです︒﹁働く人々の病
院﹂としてしっかりとした
人権感覚をもってご活躍下
さることを心から期待して
います︒
︵崎本敏子︶

●久しぶりに応募します︒
編集部の皆さん頑張って下
さい︒
︵中塚揚子︶
●最近テレビをつけたらコ
ロナの話題ばかりで予定し
ていたイベントも中止にな
って元気がでません︒早く
終息してほしいものです︒
︵Ｙ・Ｍ︶
●グループホームの行事と
して﹁イチゴ狩り﹂に参加
しました︒もぎたてのイチ
ゴはとても甘く美味しくて︑
数種類のイチゴの味の違い

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？

月

午前

火

水

木

午後

金

※

認知症デイケア
（月）〜（土）
9：30〜15：30

相談者

9：00〜12：30

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

ナイトケア

北 山

北 山

廣 中

廣 中

●紙面で色々なイベントが
掲載されていて参加したい
なあと思いつつ︑コロナが
終息してくれるのを祈るば
かりです
︵Ｓ・Ｎ︶

●初めて花見交流会に参加
予定です︒妻も︑職場の休
みを調整してまで︑参加す
ると楽しみにしています︒
以前︑入院していた時に同
室だった知人を誘おうかな
とも思ってます︒楽しくて
美味しい︑交流会になるこ
とを期待します︒
︵羽原亮︶

●主治医の先生とは長いお
付き合いになりますが︑心
の病の色々な背景まで含め︑
理解し診察して下さいます︒
ダメな所は﹁いけない﹂と
言って下さり︑私の少しず
つの成長をみてきて下さっ
た先生です︒本当に良い先
生と出逢え︑心から良かっ
たと思います︒
︵動物好き女︶

田 中

●﹁コロナ﹂で政権の無能
ぶりが明らか！専門家の意

●一面の﹁トイピアノ﹂の
記事が印象に残りました︒
演奏活動をされている方が
いるとはまったく知りませ
んでした︒ぜひ聴いてみた
いです︒
︵禰屋祐司︶

●畑泰枝さんの著書﹁いつ
かの涙を光にかえて〜統合
失調症の兄とトイピアノ
〜﹂を読んですごく感動し
ました︒総会で演奏とお話
が聞けるとのこと楽しみに
しています︒ ︵原野正子︶

田

岡 本

（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）

藤

吉 井

休診

岡 崎

原

尾 原

岡 崎

休診

２診

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

（月）〜（土）
9：00〜15：00

１診

デイケア

林

林

前 田

前 田

尾 原

３診

北 山

林
清 光
北 山

金

（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。

本

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

入院担当看護師へ
おつなぎします。

木

前 田
岡 崎
太 田

清 光

電話相談

へお電話ください。

水

土※

火

２診

●友の会で︑くるみボタン 見も聞かず現場の意見も聞 を楽しみながら︑お腹いっ
購入しました︒とってもか かず︑対応策もださず全国 ぱいいただきました︒毎年
わいいです︒子どもも喜び への一斉休校命令には怒り の行事として開催してほし
︵井原誠司︶
︵Ｈ・Ｔ︶ いです︒
ました︒また買いに行こう しかありません︒
かな︒ ︵クリームパン︶
●児島湾の花回廊を通ると︑ ●次男が︑沖縄でレストラ
●心のひろばのクロスワ ― 河津桜と菜の花が立派に咲 ン開業に春から脱サラして
ドを毎回解いています︒頭 き誇っていました︒自然に 移 住 で す が ︑ ﹁ 新 型 コ ロ
癒やされるありがたい時間 ナ﹂騒動で大変です︒﹁開店
の運動になっています︒
︵コピちゃん︶ でした︒春はもう︑すぐそ 前で助かった﹂と言ってい
こです︒
︵れもん︶ ますが︑来年だってどうな
るかわかりません︒﹁収束﹂
●コロナウィルスのせいで
はしても﹁終息﹂は難しい
花見交流会がなくなりませ
かなと思います︒しかしウ
んように︒ ︵髙田史朗︶
ィルスより︑騒いでる人達
のほうが怖いんじゃないか
なと思います︒ ︵井本明︶

●本州唯一のナベツルの越
冬地八代に久しぶりにコク
マルカラスが中国から渡っ
てきています︒珍しいもの
で︑同じく渡り鳥のミヤマ
カラスの群のなかにいます︒
︵渡辺健太郎︶

▼Ｙ ・ Ｍ

●入院のご相談は
代表（086）272-8811

けやき外来診療表（2020.4.1〜）

林病院

19

▼コピちゃん

認知症専門病院
岡山ひだまり
の 里 病 院

月

１診

（敬称略）
▼中塚 揚子

F

▼羽原

る

Ｅ
E

⑱のどにからむ

亮

⑯家や店が密集した区域

⑰韓国料理で鍋物のこと

パズル当選おめでとう

18

⑲ここに触れると激しく怒られ

17
16

⑮電車は上りと○○○がある

▼住寄 善志

D
B

⑭分度器で測ります

D

15
14

⑬明るい日と書く

12

⑧肉を串に刺した和食

11

⑦英語で男性の俳優のこと

⑦棚田と陶器が有名な佐賀県の

A

⑤海産食品、英語では？

F

⑬野球のヒット

C

県の「○○○焼き」
③⇔善

13

⑪ケガに巻く

⑫干すとスルメ

A

③タコ焼きとは違います。兵庫
との四字熟語

つの単位
②本来は仏教語、他人に頼るこ

C

⑨○○○○下暗し

オ ー ク シ ョ ン

①寝起きと生計をともにする一
①クリスマスの前夜

B

第432号
の答

10

林友の会「心のひろば」編集部

⑩善意の金品贈呈
町

７
６

５
４
３
２
１

９
８

⑥○○口、○○江、大○○満員
宛先：〒703-8520 岡山市中区浜472

④にっくき親の○○○！

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：４月16日

2020年４月１日（発行 毎月１回１日発行）（４）
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