４月 日︑３階病棟で調
理レクをしました︒患者さ
んからホットケーキが好評
のため計画していましたが︑
コロナウイルスで粉が欠品
しているため︑今回はフル
ーチェを作りました︒
当日は病棟ディルームの
部屋で︑換気をしながら４
グループに分かれて密にな
らないように行いました︒
味も４種類用意し︑患者さ
んに選んでもらいました︒
参加されたほぼ全員の患者

岡山市中区浜四七二

第 号 二〇二〇年六月一日
〒

林 友 の 会
八
―八一一㈹
二
―九五七直

15

発 行

電話︵〇八六︶二七二

石 田 正 也

電話︵〇八六︶二七二

紙代一部 円︵郵送料 円︶
50

こ だ ま

▼﹁戦争とは︑人が人であ
ること︑人の人生︑命︑全
てを失ってしまう︒こんな
理不尽な無益な恐ろしいも
のは決してあっちゃならな
い︑たった 年前までここ
にあったんですよ︑戦争が︑
何の不思議もなく︒しかし︑
そのことを私達が今忘れて
しまっている︒この忘れて
しまっていることが︑今の
時代の大変な悲劇になって
いると思います︒﹂これは︑
先日 歳でこの世を去った
大林宣彦映画監督が︑若い
映画制作者に向けて語った
スピーチの一部である︒末
期がんでありながらも︑命
がけで壇上に立ち︑自身の
戦争体験を織り交ぜつつ︑
平和を守る存在としての映
画の価値について語ったこ
のスピーチで︑黒澤明監督
の遺言でもあった反戦への
思いに触れ︑戦争とは︑正
義とは︑表現の自由とは︑
憲法９条︑そして︑今私た
ちが見失いそうになってい
るものについても言及して
いる︒多くの戦争体験者が
この世を去っていく︒戦争
体験を自分事として捉えた
うえで︑私たちが未来をど
う変えていけるのか︑真剣
に考えるべき時が来ている︒
﹁表現で過去は変わらない
が︑未来を変える力はある
んじゃないか︒変えてごら
んよ︑変えて見せようよ︑
人間である俺たちを︒それ
が生きているってことだ
よ︒﹂大林監督が力を振り
絞り語った言葉が今も私の
胸に突き刺さっている︒
︵Ｎ・Ｋ︶
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発行責任者

総会について、林友の会会則第６条には「総

会員の過半数の同意をもって決定します。」と

あります。2020年定期総会は５月23日に開催
する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症

への対策として延期を決定しました。今後につ

いても、例年通りの形式での開催は困難である

と考えられます。したがって、2020年定期総
会は現在の状況を鑑みて開催をせず、決議を要

する事項について文書での報告と意見集約とす

コロナ禍の中でも
ほっとする便りを

会は年に一回５月に開催します。議事は、出席

ることを幹事会として確認しました。なお、次

年度以降については、会員のご意見も聞きなが

ら幹事会で論議をおこなっていきます。議案は

３−５面に掲載しています。皆様のご意見をお

寄せください。

岡山ひだまりの里病院で してお送りさせて頂きまし
は︑新型コロナウイルスの た︒また︑﹁ご家族に会い
市中感染の可能性を踏まえ︑ たい﹂と言われる方には作
２月 日より入院患者さま 業療法士がお手伝いし手紙
のご家族に面会の自粛をお を書いてお送りしました︒
願いしております︒そのよ ご家族の皆様からは︑﹁写
うな中︑ご家族の皆様から 真を見て安心しました﹂と
﹁顔が見たい﹂﹁元気にし 来院時にお声掛け頂いたり︑
ているかどうか ……
﹂とい 感謝のお手紙を下さる方も
うお声を多く頂戴しており おられ︑職員の励みにもな
っています︒
ました︒
面会制限が長期にわたり
４月に２階病棟にて受け
持ち職員が郵送物の空白欄 ご家族の方には大変ご不便
に最近のご様子を一言記載 をおかけしております︒当
してお送りする取り組みを 院では﹁ウイルスを院内に
したところ大変好評でした 持ち込まない﹂ことを目指
ので︑５月には全病棟での して感染対策に取り組んで
取り組みとしました︒日頃 参りました︒今後もご不便
の様子や病棟内での日々過 をおかけする状況があるか
ごされる様子に加え︑レク と思いますが︑出来る限り
などで写真がある方は貼付 ご家族のお気持ちに寄り添
えるよう取り組んで参りた
いと思います︒
︵岡山ひだまりの里病院
事務長 黒瀬健弘︶

82

703−
8520

り付けて︑コーヒーと
一緒にいただきました︒
とても美味しそうに召
し上がっていました︒
コロナウイルス感染
症で面会制限の為︑ご
家族の方も患者さんも
とても寂しい思いをさ
れていることと思いま
す︒今回は紙面
をお借りして︑
少しでも病棟の
活動を紹介でき
たらと思い記事
にさせて頂きま
した︒１日も早
くコロナウイル
ス感染症が収束
してくれること
を祈るばかりで
す︒
︵岡山ひだまり
の里病院
３階病棟
平塚剛士︶

日時：６月26日㈮ 15時〜16時
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11日㈭ 14時半〜16時
場所：林友の会事務所
参加費：100円（お茶菓子代）

日時：６月16日㈫ 17時半〜18時
場所：OHKハウジングパーク前

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59回行動 スタンディング

2020年定期総会について
27

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

▲イチゴ味の完成

435

▲これからみんなで作ります

さんが︑フルーチェを混ぜ
る調理の過程に参加してく
ださいました︒みなさんと
ても手慣れた手つきで︑和
気あいあいと作ることが出
来ました︒調理後は器に盛

▲一生懸命かき混ぜました

（昭和59年３月19日第三種郵便物認可）第435号
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調理レクで和気あいあい
安心して会える日を待つ

28

▲被害者の方達と（後列左端が安岡さん）

44

▲ドラム缶が掘り起こされた現場

♪パプリカ
花が咲いたら♪

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

このフレーズを聞くと大
人も子供も楽しそうに歌っ
たり︑踊ったり♪
︻パプリカ︼は昨年最も脚

つばさ薬局

なっていました︒日本から
も︑日本被団協や日本原水
協から代表者が参加して発
言をおこないました︒毎年︑
広島・長崎で開催されてい
る﹁原水爆禁止世界大会﹂
も２０２０年はオンライン
での開催が決定しています︒
街頭での宣伝や集会など︑
多数の人が集まっての行動
はまだまだ制限があります

核兵器廃絶めざし
思いはひとつ
５月末を締め切りに集約
をおこなっていた﹁精神保
健医療福祉の改善を求める
４月 日に世界各地から
国会請願署名﹂は︑秋の臨 約 １ ０ ０ ０ 人 が 参 加 し て
時国会への提出に向けて引 ﹁原水爆禁止世界大会ニュ
き続き取り組むことになり ーヨーク﹂がオンラインで
ました︒目標の３７００筆 開催されました︒当初は︑
の達成をめざして︑今後も ４月下旬のＮＰＴ︵核不拡
運動を進めていきますので︑ 散条約︶再検討会議の開催
ご協力をお願いします︒
に合わせてニューヨークで
の開催が予定されていまし
署名集約数 １２８３筆
たが︑新型コロナウイルス
感染症拡大の影響で中止と

検索

086-272-2710

【処方箋受付FAX】

086-272-2713

〒703-8256 岡山市中区浜621-1

が︑私たち一人ひとりがで
きる形で思いをアピールし︑
運動を継続していきましょ
う︒なお︑﹁ヒバクシャ国
際署名﹂については︑秋の

光を浴びた野菜と言えるの
ではないでしょうか︒
色鮮やかで料理の彩りを
よくしてくれるパプリカ
は︑栄養面でも相当な実力
者です︒
ビタミンＣ・Ｅの含有量
が高く︑とりわけ赤パプリ
カでの含有量は野菜の中で
もトップクラスです︒また
ビタミンＣ・Ｅと同じく︑
強い抗酸化作用のあるカロ
チノイド色素も多く含んで
いるため︑健康美容効果の
高い野菜としても注目を集
めています︒さらに︑だる

つばさ薬局

憲法９条︑
いまこそ守るとき

10

どもの頃被害にあった若い
女性２名を含む 名の被害
者が参加されました︒﹁病
状が理解されず︑深刻な差
別にさらされた﹂﹁職を失
い︑友人を失い︑家族を失
い︑名前も変えた﹂﹁経済
的に困窮している︑支援が
欲しい﹂との訴えに︑戦後
年経っても戦争が終わっ
ていない現状に驚きました︒
被害者の方たちと直接お話
しもでき︑貴重な体験とな
りました︒
︵つづく︶
︵看護師 安岡満利子︶
75

精神保健医療福祉の
改善求める請願署名

【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】
▲パプリカの花

リレートーク

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﹂の報告を
連載でお届けしています︒
９４４年にかけて︑国際法
﹁平和と医療を学ぶ
で禁止されていた化学兵器
中国の旅﹂に参加して③
︵毒ガス︶を秘密裏に製造
チチハル旧日本軍
し地図から消された島です︒
遺棄ガス被害者との懇談
敗戦と同時に旧日本軍は︑
広島の大久野島を御存知 大量の毒ガスを中国の土地
ですか？１９２９年から１ に埋め川に捨てて逃げまし
た︒そして
２００３年
８月４日︑
中国黒竜江
省チチハル
市の建設現
場から掘り
起こされた
５つのドラ
ム缶の中身
がこの猛
毒・マスタ
ードガスだ
ったのです︒
ドラム缶と︑
缶から染み
出た毒ガス
で汚染され
た土で︑死
者１人を含
む 人もの
中国人が被
害を受けま
した︒そし
て未だに激
しい倦怠感︑
咳︑全身痛
などで苦し
んでいます︒
懇談には子

食の
豆知識
25
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さを解消してくれるのもパ
プリカの優れている点︒
その理由はビタミンＡ・
Ｃ・Ｅ︒この三種のビタミ
ンはビタミンエースとも呼
ばれ︑美容面はもちろん︑
ストレス耐性も高めます︒

︻料理のポイント︼
パプリカは脂溶性ビタミ
ンを多く含んでいるので油
と一緒に摂ることで吸収率
が高まります︒野菜炒めな
どがお勧めです︒苦みが少
なく肉厚で甘味もあり美味
しいですよ︒

新型コロナウイルスの影
響でストレスの多い日々を
送っている方が多いと思い
ます︒色鮮やかで栄養豊富
なパプリカを食べてストレ
スに打ち勝ちましょう︒
パプリカの花︑小さくて
かわいらしいですね︒
︵管理栄養士
三熊あゆみ︶

国連総会に提出される予定
です︒引き続きのご協力を
よろしくお願いします︒

署名集約数 ３２０４筆

業所をはじめとする関係機
２０１９年度
関につなげることも含め︑
活動のまとめ
相談しやすい環境づくりを
めざしてきました︒また︑
﹁ゆとりの会﹂﹁あじさい
はじめに
年間を通じて︑﹁ゆとりの の会﹂が︑患者さん・ご家
会︵当事者会︶
﹂︑﹁あじさい 族がお互いに悩みを相談し
の会︵家族会︶
﹂を継続して 合える場となっています︒
開催してきました︒また︑ 他の家族会や地域包括セン
ヘルスチャレンジや新春交 ターなどと連携した見守り
流会︑日帰りバス旅行など︑ 活動などもおこないました︒
幅広い会員に参加をしても 当事者 家･族会活動
﹁ゆとりの会﹂︑﹁あじさ
らえる活動や会員同士が交
流できる活動もおこなって いの会﹂を毎月１回開催し
きました︒２０２０年に入 てきました︒同じ立場の参
っての新型コロナウイルス 加者同士︑悩みを相談した
感染症の全国的な拡大を受 り︑経験をもとにアドバイ
けて︑年度後半の２月〜５ スをしあうことが会の中で
月に予定していた市民公開 自然におこなわれました︒
講座や花見交流会などのい また︑学びの場としての役
くつかの行事が開催できな 割も持ち︑林財団職員や研
修医などが会への参加を通
い状況となりました︒
して当事者・家族との交流
１．心の健康を守り会員の を深めました︒ 月に開催
された﹁みんなねっと愛知
交流を深める活動
や︑
３ 月に開催された
機関紙﹁心のひろば﹂発行 大会﹂
毎月発行している機関紙 ﹁みんなねっとフォーラム﹂
﹁心のひろば﹂は︑会員と に参加し︑日本や外国の進
林友の会や林財団をつなぐ んだとりくみを学びました︒
大きな役割を果たしていま 薬だけに頼らない治療とし
す︒幹事や林財団職員も執 て︑川崎医療福祉大学の長
筆をおこない︑紙面づくり 崎和則先生をコーディネー
に参加してきました︒また︑ ターに﹁当事者研究﹂を不
掲載した記事への感想も寄 定期で開催してきました︒
せられ︑関心を持って読ま 幅広い会員の参加をめざし
れていることがわかります︒ た活動
幅広い会員が交流できる
２０２０年１月からは︑こ
れまでも要望が多かった紙 場として︑ 月に日帰りバ
面の全面カラー化をおこな ス旅行︵ 人参加︶︑１月
い︑読者から好評の声が多 に新春交流会︵ 人参加︶
などをおこないました︒４
数届いています︒
月に予定していた花見交流
相談活動の充実
電話や来所による相談な 会は延期としました︒新春
ど︑会員から寄せられる悩 交流会は︑林病院共同組織
み 不
･ 安 な ど を ︑ 林 財 団 事 委員会を中心に企画を考え︑
11

25

11

78

当日の運営にも共に取り組
みました︒また︑健康づく
りにつなげるとりくみとし
てヘルスチャレンジを企画
し︑１０６人がエントリー
して 人が達成しました︒
春と秋には︑林病院やけや
き外来の花壇の手入れをお
こなう園芸ボランティアも
おこないました︒
地域に向けた活動
独自の映画上映会は開催
できませんでしたが︑﹁ぼ
けますから︑よろしくお願
いします︒﹂や﹁夜明け
前﹂など︑他団体が主催す
る上映会の共催や参加費補
助などをおこない会員への
周知に努めました︒また︑
地域に向けた市民公開講座
は３回の開催を予定してい
ましたが︑新型コロナウイ
ルス感染症の影響で中止と
なりました︒

会で︑活動やとりくみにつ らの協力と激励の言葉が寄
いて話し合い︑職員の活動 せられました︒その後の新
への参加をよびかけてきま 型コロナウイルス感染症の
した︒拡大強化月間のとり 世界的拡大の影響で︑残念
くみをはじめ︑林病院での ながらニューヨーク行動へ
新春交流会やひだまりの里 の派遣は中止となりました︒
病院や地域の人々と岡山市 しかし︑ＮＰＴ再検討会議
南区郡地域で開催した認知 は延期して開催される可能
症カフェ﹁こおり銀座カフ 性が高いことから︑次の派
ェ﹂など︑共同したとりく 遣行動にも代表者を送り出
みをおこないました︒
すことを確認し︑引き続き
林財団との定期協議会
﹁ヒバクシャ国際署名﹂へ
林財団との定期協議会を のとりくみを進めます︒ま
９月と３月に開催しました︒ た︑﹁原水爆禁止世界大会
日常活動の報告や︑林友の ニューヨーク﹂がオンライ
会に寄せられた意見や要望︑ ンで開催され世界各地から
活動への協力などについて １０００人が参加するなど︑
意見交換をおこないました︒ 核兵器廃絶の運動は継続さ
併せて︑共同組織拡大強化 れています︒
月間をはじめとする様々な
社
会
保障の充実
課題に協力してとりくむこ
生活保護引き下げ処分取
とを確認しました︒
り消しを求める訴訟︵人間
裁判︶や︑年金の引き下げ
の違憲性を訴えた訴訟︵年
金裁判︶などを支える運動
として︑署名などの協力を
おこなってきました︒
地域生活を支える精神科医
療・福祉の充実
林財団 林
･ 精研労組と共
に︑﹁精神保健医療福祉の
改善を求める国会請願署
名﹂に取り組みました︒心
のひろばでよびかけた署名
では︑多くの会員からの協
力と励ましの声に力づけら
れました︒他団体やご家族
からなどを合わせると５月
時点で１２８３筆の集約と
なりました︒新型コロナウ
イルス感染症の影響で︑学
習会や街頭での宣伝行動な
ど︑市民に広く知ってもら
うとりくみができませんで
した︒また︑映画﹁夜明け
３．憲法・平和︑社会保障
充実で安心して住み続け
られるまちづくりの活動
平和のとりくみ
林財団 林
･ 精研労組と共
に︑原水爆禁止国民平和大
行進や集団的自衛権の行使
に反対する中区の会のアピ
ール行動への参加をよびか
けました︒また︑５年に１
度の国連ＮＰＴ︵核不拡散
条約︶再検討会議に合わせ
たニューヨーク行動に向け
て︑林財団がおこなう代表
派遣のとりくみを共同して
進めてきました︒心のひろ
ば紙面や幹事会 新
･ 春交流
会などの場で︑代表者の職
員２人を中心に核兵器廃絶
を求める﹁ヒバクシャ国際
署名﹂とカンパの訴えをお
こない︑幅広い会員の方か

前﹂の上映も他団体や財団
事業所などでおこない︑合
計で約１４０人に観てもら
うことができました︒精神
障害を持つ人が安心して暮
らせるまちづくりをめざし
て﹁障害者の暮らしの場を
考える岡山の会﹂に参加し︑
障害種別を超えた他団体・
個人と連携した運動をおこ
なってきました︒
障害福祉分野の活動
岡山市の重度心身障害者
医療費助成制度において︑
これまで助成対象外であっ
た精神障害者が２０１９年
月より新たに助成の対象
となりました︒精神障害者
保健福祉手帳１級と自立支
援医療受給者証の所持者は︑
他科への通院や入院費の自
己負担が原則１割となりま
す︒しかし︑入院中は自立
支援医療受給者証が取得で
きないため基準を満たすこ
とができないことや︑精神
疾患での入院のみ助成期間
が１年までと限定されるこ
となど問題点も残されてい
ます︒また︑県内の他の市
町村でも当事者や家族から
陳情や請願が出され︑採択
されてきました︒２０２０
年１月には県内の市町村長
会の議題になり︑県知事に
対して精神障害者も制度の
対象とするよう要請があり
ました︒引き続き︑制度の
改善と対象者の拡大をめざ
した運動が必要です︒
認知症分野の活動
２０１９年５月に開催し
た定期総会では︑﹁認知症
の人と家族の想い﹂をテー
マに認知症と家族の会岡山

県支部の景山副代表のお話
を聞きました︒だれでも訪
れることができて安心して
過ごせる居場所として︑岡
山ひだまりの里病院や地域
の方と共に︑５月から﹁こ
おり銀座カフェ﹂を開催し
てきました︒毎月︑ 〜
人でコーヒーとおしゃべり
を楽しみ︑ 月にはクリス
マスケーキを食べたり︑１
月にはランチを用意した新
年会も開催しました︒９月
に開催された全日本民医連
の認知症懇話会や︑映画
﹁ぼけますから︑よろしく
お願いします︒﹂の上映会
への参加をよびかけ︑多く
の会員の参加がありました︒

20

30

４．組織の拡大と強化をめ
ざす活動
組織現勢
年間を通じての入会は
人︑退会は 人で︑年度当
初に３５９９人だった会員
数は３月末時点で３５９０
人となっています︒死亡や
高齢︑退院︑職員の退職な
どの理由による自然退会が
あり︑それを上回る拡大が
できませんでした︒
共同組織拡大強化月間
月・ 月の拡大強化月
間に︑①林友の会の位置づ
けや役割について考え︑認
識を共有する︑②職員と共
に患者さん・ご家族に入会
を呼びかける︑③憲法・社
会保障などについて学習し︑
法人・事業所と共にその運
動に取り組む︑を重点課題
としてとりくみを進めまし
た︒目標と到達は以下の通
りです︒

12

95

11

74

２．林財団事業所の充実・
発展のために協力・共同
する活動
利用者の声を事業所運営に
反映
林病院の患者中心の病院
づくり委員会と院内ラウン
ドに幹事が外部委員として
参加しています︒投書箱に
寄せられた意見やラウンド
で気付いたことなどを委員
会に伝え︑改善にむけた方
法を共に考えてきました︒
協同基金
共同組織拡大強化月間な
どの機会に︑幹事や職員が
共に︑協同基金への協力を
呼びかけました︒
事業所と共同した活動
各事業所の共同組織委員

10
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目標 会員拡大 人︑協
同基金協力 人︑いつでも ２０２０年度
活動方針 ︵案︶
元気購読５部
到達 会員拡大 ９人︑
協同基金協力 人︑いつで はじめに
も元気購読１部
林友の会は︑民医連法人
林財団各事業所では︑共 の共同組織として林財団の
同組織委員会と協力して
あらゆる活動のパートナー
月から 月を中心に独自の となり︑安心して住み続け
目標を掲げて拡大に取り組 られるまちづくりに向けた
みました︒林病院けやき外 とりくみや︑地域に根ざし
来では患者さんやご家族に た活動を職員や地域の人々
向けての入会呼びかけ︑ひ と共に進めます︒心の健康
だまりの里病院では健康ま 問題について会員や地域の
つりでご家族や地域に向け ニーズを把握し︑それに応
た呼びかけに取り組み︑職 える活動や運動に取り組み
員に向けては職場での呼び ます︒また︑市民組織とし
かけをおこないました︒各 て幅広い会員の要望を具体
事業所の到達は以下の通り 化し運動へと発展させるた
です︒
めに︑組織の拡大と活動の
・林病院 会員 人目標で 強化をめざします︒
到達 人
・ひだまりの里病院 会員 １．心の健康を守る・会員
人目標で到達 人
の交流を深める活動
組織の強化
機関紙﹁心のひろば﹂発行
幹事会では︑﹁民医連の
機関紙﹁心のひろば﹂の
綱領と歴史﹂学習ブックレ 紙面の充実をめざします︒
ットについての紹介や︑そ 幹事や林財団職員など︑紙
の時々の情勢についての学 面づくりの協力者を増やし
習をおこないました︒
ます︒林友の会や林財団の
職員の関わりの強化を
活動を掲載し︑会員と林友
幅広い活動に向けて︑林 の会や林財団をつなぐ役割
財団職員の関わりを強める を果たすことをめざします︒
ことをめざして︑各事業所 相談活動の充実
共同組織委員会を中心に︑
電話や来所により受けた
学習やとりくみを進めてき 相談を︑林財団事業所をは
ました︒
また︑財団の制度教 じめとする関係機関につな
育として︑共同組織につい ぐことを含め︑会員が相談
て学んだり︑その活動に参 しやすい環境づくりや相談
加する機会を持つなどのと 機能の充実をめざします︒
りくみもおこなわれました︒ また︑﹁ゆとりの会﹂︑﹁あじ
さいの会﹂など︑お互いが
相談し合える場を広く知ら
せ︑同じ立場の参加者同士
の関係づくりを進めます︒
12

18

３．憲法・平和︑社会保障
充実で安心して住み続け
られるまちづくりの活動
平和のとりくみ
林財団・林精研労組と共
に︑戦争する国づくりに反
対し︑憲法改悪を許さない
運動に取り組みます︒改憲
に反対する運動の前進のた
めに︑署名や集会︑アピー

林病院では︑患者中心の ル行動などを広く会員によ
当事者・家族会活動
ゆとりの会︵当事者会︶︑ 病院づくり委員会のメンバ びかけます︒平和と憲法を
あじさいの会︵家族会︶を ーとして︑委員会とラウン まもることをめざし︑集団
毎月開催し︑交流の場とし ド へ の 参 加 を 通 じ て 当 事 的自衛権の行使に反対する
て会の充実をめざします︒ 者・家族の声を反映した事 中区の会のアピール行動に
けんかれんや市家連︑けん 業所運営や問題解決の一端 積極的に参加します︒例年
せいれんなどの団体と連携 を担う役割を果たします︒ とは違った形での開催とな
る原水爆禁止国民平和大行
して制度の充実などをめざ 協同基金
共同組織拡大強化月間な 進や︑オンラインでの開催
す運動に取り組み︑会議や
学習会にも積極的に参加し どを中心に︑幹事や職員が となる広島・長崎の原水爆
ます︒みんなねっと大会や 共に協同基金への協力を広 禁止世界大会にむけて︑こ
みんなねっとフォーラムに く呼びかけ︑林財団の事業を のとりくみを多くの会員に
参加者を送り出し︑進んだ 支えるとりくみを進めます︒ 知らせます︒
社会保障の充実
とりくみを学んで日常の活 事業所と共同した活動
現在おこなわれている生
各事業所の共同組織委員
動に活かします︒
幅広い会員の参加をめざし 会と協力して︑活動やとり 活保護引き下げ処分取り消
くみについての継続した論 し を 求 め る 訴 訟 ︵ 人 間 裁
た活動
日帰りバス旅行や新春交 議と︑職員の活動への参加 判︶や年金引き下げの違憲
流会︑花見交流会などの交 を広げます︒共同組織拡大 性 を 訴 え た 訴 訟 ︵ 年 金 裁
流企画を開催し︑会員同士 強化月間のとりくみをはじ 判︶などの闘いを支える運
や会員と職員の交流やつな め︑市民公開講座やこおり 動に取り組みます︒県・市
がりを深めます︒また︑健 銀座カフェなど︑地域住民 社会保障推進協議会や生活
康づくりにつなげるとりく の参加をめざしたとりくみ と健康を守る会などと連携
して︑その活動に参加しま
みとしてヘルスチャレンジ を共同して進めます︒
す︒
を企画し︑幅広い会員の参 林財団との定期協議会
林財団との定期協議会を 地域生活を支える精神科医
加をめざします︒
年間２回を目標に開催しま 療・福祉の充実
地域に向けた活動
精神障害を持つ人が地域
地域住民や幅広い会員の す︒双方の日常の活動につ
参加をめざして映画上映会 いての共有や︑林友の会に で安心して暮らせるまちづ
などを開催します︒地域で 寄せられた意見や要望等を くりをめざして︑他団体と
活動している団体とも連携 事業所運営に反映させるこ 連携した運動をおこないま
し︑共同したとりくみをお とを求める働きかけや︑共同 す︒林財団・林精研労組と
こないます︒林財団各事業 したとりくみについての話 共に︑精神医療の改善を求
所と協力しながら︑地域に し合いなどをおこないます︒ める運動にとりくみます︒
﹁精神保健医療福祉の改善
向けて市民公開講座を開催
を求める国会請願署名﹂で
します︒心の健康問題や︑
は︑外来・街頭での宣伝行
関心の高いテーマを取り上
動をおこない︑広く市民に
げると共に︑事業所の医療
精神医療の現状を伝え︑運
活動を知らせる機会として
動を前進させます︒併せて︑
も位置付けます︒
精神科医療の歴史を多くの
会員や市民に知らせ︑今後
の精神科医療を考える機会
として︑映画﹁夜明け前﹂
や映画﹁夜明け前のうた﹂
２．林財団事業所の充実・
発展のための協力・共同
利用者の声を事業所運営に
反映

の上映会開催を企画します︒ 亡や高齢︑退院︑職員の退
職などの理由による自然退
障害福祉分野の活動
岡山市が精神障害者保健 会を上回る拡大をめざしま
福祉手帳１級取得者を重度 す︒また︑２０１９年度末
心身障害者医療費助成制度 時点で ％となっている林
の対象者に加えました︒そ 財団職員の１００％入会に
の制度を１級以外にも拡大 向けて︑林財団や各事業所
する運動を︑広範な団体・ 共同組織委員会でも会員拡
市民と共に取り組みます︒ 大のとりくみを位置づけ︑
特に︑全国に比べると遅れ 入会率の引き上げをめざし
ている中四国の制度の充実 て協力した運動を進めます︒
をめざすとりくみを地域住 共同組織拡大強化月間
月・ 月の共同組織拡
民と共に進めます︒きょう
されん岡山支部と共に映画 大強化月間に︑林財団各事
﹁星に語りて﹂の上映会の 業所の共同組織委員会と協
開催に取り組みます︒肢体 力して積極的によびかけを
障害者の会が主催する障害 おこない︑会員拡大︑協同基
者の人権を考える学習講座 金協力︑いつでも元気の購
を後援し︑会員に参加を呼 読者増などに取り組みます︒
びかけます︒２０２０年秋 組織の強化
幹事会・常任幹事会で︑
におこなわれる予定の岡山
県知事選挙に向けて︑立候 その時々の情勢や課題につ
補予定者への公開質問状の いての学習や︑組織のあり
提出などをおこない︑私た 方について継続した論議を
ちの望む県政の実現に向け おこないます︒また︑職員に
向けても活動の参加を通じ
たとりくみを進めます︒
て共同組織への理解を深め
認知症分野の活動
認知症当事者や家族の生 る働きかけをおこないます︒
活を支えるとりくみや︑認 職員の関わりの強化
知症をめぐる様々な課題に︑ 幅広い活動に向けて︑職
関連する団体や地域と連携 員の関わりを強めることを
した運動を進めます︒岡山 めざします︒また︑学習の位
ひだまりの里病院や地域の 置づけでの活動への参加も
方と共に開催する﹁こおり 広げます︒各事業所共同組
銀座カフェ﹂を継続し︑だ 織委員会と協力し︑市民公
れもが安心して過ごせる居 開講座や認知症カフェの開
場所としての定着をめざし 催などに取り組みます︒年
金や生活保護の引き下げ︑
ます︒
消費税増税などにより︑障
害者の生活は厳しさを増し
ています︒職員が︑職場や
地域で林友の会会員として
力を発揮することが求めら
れます︒

４．組織の拡大と強化をめ
ざす活動
会員拡大
年間を通じておこなうす
べての活動において︑会員
の拡大に取り組みます︒死
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2020年度役員体制（案）

2020年度予算(案)
収入の部
科

目

会費

20年度予算 19年度実績

増減

ひ

ば

2020.4.1～2021.3.31

備

1,911,000

1,901,000

入会金

100,000

63,000

広告料

120,000

120,000

いつでも元気

148,500

156,204

その他収入

1,020,000

1,161,677

-141,677 寄付金ほか

合

3,299,500

3,401,881

-102,381

計

ろ

考

10,000
37,000 100名で試算
0 心のひろば広告
-7,704 135部で試算、6月号休刊

目

20年度予算 19年度実績

通信費

245,000

232,107

会議費

340,000

244,000

総会費

45,000

56,638

活動費

970,000

875,611

機関紙

2,300,000

2,410,727

広告宣伝費

20,000

2,770

新聞図書費

増減

備

考

12,893 切手、後納郵便
96,000 幹事会ほか
-11,638 総会記録印刷費ほか
94,389 バーベキュー、旅行、公開講座
-110,727 心のひろば印刷費ほか
17,230

125,000

117,903

7,097

諸会費

80,000

78,000

2,000

支払手数料

70,000

62,730

7,270 取り扱い手数料ほか

225,000

222,863

2,137

20,000

7,000

13,000
129,651

事務費
雑費
合

2019年度収支報告
収入の部
科
会費
入会金
広告料

目

いつでも元気
その他収入
合
計

19年度実績 19年度予算
1,901,000 1,900,000
63,000
100,000
120,000
120,000
156,204
162,000
1,161,677 1,000,000
3,401,881 3,282,000

2019.4.1～2020.3.31

差額
備
考
1,000
-37,000 100名で試算
0 「心のひろば」広告
-5,796
161,677 寄付金ほか
119,881

支出の部

支出の部
科

（昭和59年３月19日第三種郵便物認可）第435号

計

4,440,000

4,310,349

当期剰余金

-1,140,500

-908,468

前期繰越金

12,992,474 13,900,942

次期繰越金

11,851,974 12,992,474

目

支払手数料
事務費
雑費
合
計

19年度実績 19年度予算
232,107
200,000
244,000
420,000
56,638
100,000
875,611 1,300,000
2,410,727 2,400,000
2,770
20,000
117,903
120,000
78,000
70,000
62,730
55,000
222,863
234,000
7,000
30,000
4,310,349 4,949,000

当期剰余金
前期繰越金
次期繰越金

-908,468 -1,667,000
13,900,942 13,900,942
12,992,474 12,233,942

活動費
機関紙
広告宣伝費
新聞図書費
諸会費

[流動資産]
現金
預金
未収入金

考

幹事会ほか
議案書印刷費ほか
花見、旅行
心のひろば印刷･送料ほか
名刺広告

取り扱い手数料ほか

負債の部

12,992,474 負債の部合計
資本の部
39,543
12,910,699 [剰余金]
42,232
当期未処分利益
（うち当期利益）
資本の部合計
12,992,474 負債･資本合計

林病院

イレが新設されました︒こ
れまでは車いすで使用でき

林病院

るトイレは病棟に１つで︑
時にはトイレ待ちで並ぶ時
も …
︒そうした状況が改善
されるようにとトイレが新
設されました︒この新しい
トイレには特徴的な所が２
つあります︒１つはトイレ

重度認知症デイケアわた ひょろひょろと伸
ぼうしの部屋に春の日差し びている芽を見つ
が届くようになったある日︑ けました︒皆でさ
チューリップやフリージア っそく植え替えに
の鉢の中から太陽を求めて 取り掛かりました︒
鉢に昨年
植えた向日葵が種
を落とし︑その土
にチューリップな
どを植えてそこか
ら出てきた芽で︑
見事に復活してく
れました︒
利用者さんが
﹁そこに植えるん
じゃないよ﹂﹁私は
ここがええ思うけ
ど﹂など︑日頃に

▲ちょうどいい高さと場所にある手摺り

0
12,992,474
12,992,474
-908,468
12,992,474
12,992,474

車いすでも使いやすい
トイレ新設で快適に

この春︑南２病棟に新し
く車いすでも使用できるト

色とりどりの花々に
心癒されるひととき

の中に簡易ベッドが
あり︑おむつ交換や
汚れた服の更衣が︑
患者さま・職員共に
負担が少なくできる
ようになった事︒も
う１つは︑トイレか
ら立ち上がる時につ
かまる手摺りが右斜
め前にあり︑とても
立ち上がりがしやす
い事です︒この手摺
りは病棟の構造上取
り除くことが出来な
い円柱がトイレの中
に顔を出しており︑
設計時には﹁じゃま
だな〜﹂と思ってい
た円柱でしたが︑そ
の円柱のおかげで立ち上が
りがとてもしやすくなる場
所に手摺りを設置すること
が出来ました︒
︵林病院
南２病棟師長
武田大介︶

は見られないやり取りもあ
った１日でした︒それぞれ
過去の体験の事柄が垣間見
えるようで楽しいひととき
を過ごすことができました︒
夏になったら沢山の花を
咲かせ楽しませてくれるで
しょう︒次は夏野菜を植え
たいと計画しています︒
︵林病院
重度認知症デイケア
看護師 横山万喜子︶

▲開閉式の簡易ベッドを開いても広々

▲色鮮やかな花

備

切手、後納郵便利用料

2020.3.31現在
資産の部

資産の部合計

▲慣れた手つきで植え替え

差額
32,107
-176,000
-43,362
-424,389
10,727
-17,230
-2,097
8,000
7,730
-11,137
-23,000
-638,651

１．収入について
その他収入(寄付金ほか)が予算を161,677円超過したので、全体で119,881円の
予算を上回る3,401,881円となりました。
２．支出について
新型コロナウイルス感染症の影響により年度後半に予定していた市民公開講座
をはじめとする複数の行事が開催できなかったため、活動費が424,389円予算を
下回っています。また、会議費については幹事会への参加や関連団体の会議の開
催が予定よりも少なかったため176,000円予算を下回りました。全体で638,651円
予算を下回る4,310,349円となりました。

貸借対照表

１．収入について
年度当初から一定期間は、新型コロナウイルス感染症の影響により行事や集ま
りが開催できずその他収入が減少することが見込まれることから、2019年度実績
を141,677円下回る予算としています。全体では、2019年度実績を102,381円下回
る3,299,500円の予算となっています。
２．支出について
年度の前半は新型コロナウイルス感染症の影響で活動等が制限されますが、開
催が可能な時期になれば例年と同様の幹事会や行事などをおこなう予定としてい
るため、2019年度実績よりも会議費を96,000円、活動費を94,389円上回る予算と
しています。また、機関紙については送付枚数･印刷枚数共に200部/月ほど少な
くしたため2019年度実績を110,727円下回る予算とました。全体では2019年度実
績を129,651円上回る4,440,000円となっています。

科
通信費
会議費
総会費

２０１９年度会計

会
長 石田 正也
副 会 長 荒木 潤子
平井 昭夫
事 務 局 長 頭師 裕貴
事務局次長 真田 昌子
常 任 幹 事 高橋 陽子
柚木 康子
岩﨑ゆう子
黒瀬 健弘
河本
悟
安岡満利子
幹
事 安藤 光徳（新任）
遠藤 晃市
川上 雅士
加戸 英正
木口 盛雄
國府 睦子
多田 美佳
中島 純男
中島 守明
中山 芳樹
南雲千代子
野上 千裕
萩原早百合（新任）
林
潤
早瀬 文香
松本ちどり
吉野 一正
吉村
洋
鷲尾
裕
加嶋 夏代
佐藤
修
星
昌子
監
事 今岡 清廣
榎
崇行
顧
問 宇野 武夫
武田 英夫

の

岡 崎

午前

金

廣 中

３診

原

午後

認知症デイケア
（月）〜（土）
9：30〜15：30

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。

木

休診

北 山

廣 中

２診

声

北 山

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？

尾 原

岡 崎

●林病院北棟の﹁ツバメの
巣﹂をわざわざ見に来て︑
ついでに差し入れしてくれ
た友人がいました︒﹁平和
と医療を学ぶ中国の旅﹂私
の祖父も満鉄で︑父もＳ
年当時︑旧制の新京︵現長
春︶１中生徒でした︒引き
揚げはＳ 年秋︒ 年前に
父母と一緒に︑当地を訪問
したことを思い出しました︒
︵Ｄ・Ｋ︶

林

ナイトケア

水

林

１診

休診

火

前 田

尾 原

※2

月

前 田

３診

清 光

●コロナの影響で我が子も
保育園に通わすか家で面倒
をもう少しみるか︑迷って
います︒次の心のひろばが
届けられるころには︑収束
していますように︒
︵虹光︶

田 中

20

●お花見交流会の中止は残
念です︒猛暑が過ぎてから
の納涼会でもしたいですね︒
︵井本明︶

岡 本

２診

20

●﹁心のひろば﹂は紙も変
わりましたネ︒カラー写真
の映えがとても自然な感じ
でとてもいいです︒一面の
桜の花の写真などはとても
素敵です︒心穏やかになり
ます︒コロナ問題が見通せ
れば︑さらに心穏やかにな
ると思います︒
︵禰屋祐司︶

●コロナウイルスが流行し ●今年はコロナでお花見も
て外出自粛要請され︑遠方 できず︑ＧＷも大人しく過
に居る従姉が家族分の可愛 ごしています︒少しずつで
い手作りマスクを送ってく も落ち着いてほしいもので
れました︒思ってもみなか す︒
︵Ｙ・Ｏ︶
った贈り物に嬉しくて︑外
に着けていきたい気分にな ●﹁精神科病院における虐
りました︒気持ちとは裏腹 待事件﹂ビックリ！信じら
に︑スティホームです︒
れません︒どうしてあんな
︵動物好き女︶ ことができるのか！この記
事を見て﹁津久井やまゆり
●﹁おいしい食事﹂の記事 園﹂の事件が頭をかすめま
をみさせてもらいました︒ した︒今の社会に人権侵害
ひとり暮らしなので自分で のあるまじき行為をうみ出
手作りしていますが︑確か す状況があるのでしょうね︒
にのどにつまったり︑咳が
︵三宅淑美︶
出たりする時もあり﹁粥寿
司﹂は発想転換になりまし ●トイピアノの演奏楽しみ
た︒３度の食事の時間は大 にしていました︒コロナウ
事です︒外出の少ないコロ イルスの影響で延期との事︒
ナ自粛の中で元気をとり戻 早く終息をと願います︒自
す食事︑には大いに参考に 宅で過ごすことが多くなり︑
なりました︒
︵吉倉外喜子︶ 手芸や春野菜の植え付け種
まきと今は︑ゆったりと過
●﹁心のひろば﹂がカラー ごしています︒皆と会えな
で︑春の桜の花や緑がきれ い寂しさは有りますが ︒
…
いですね︒いいなあ と
︵原康子︶
…思
います︒写真のコーナーを
つくって募集するといいか ●デイケアの職員さんに電
も知れません︒
︵崎本敏子︶ 話しました︒自分を大事に
することや現状を維持しま
●スナップ豌豆が大好きで しょうと言われました︒
︵こととめ︶
みつけるたびに求めて塩ゆ
でをして食べます︒歯触り
とちょっと青くさいのが好 ●麻の布が手に入ったので︑
みです︒
︵光本令子︶ ミシンを引っ張り出してマ
スクを手作りしました︒白
●昨日︑もみまきをしまし ・ベビーピンク・薄紫・ラ
た︒苗代作業が年々しんど イトグレーと四種類作り︑
く感じます︒うまくはえて 両親や兄弟にプレゼントし
くるかドキドキものです︒ たところ︑大変喜ばれまし
︵上原泰彦︶ た︒麻素材は丈夫で熱がこ
もりにくく︑これからの季
節に重宝しそうです︒
︵Ｙａｙ ｏ ｉ︶
●中国の旅の連載楽しみに
しています︒ ︵石原行子︶

吉 井

21

●コロナ禍で世界中が大変
な中︑本当に国民の事を考
えている政治家︑そうでな
い政治家などいろいろ考え
させられます︒しっかり見
ていかなければと思う日々
です︒
︵さっちゃん︶

田

原

（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。

藤

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

吉 井

重度認知症患者
デイケア

藤

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）

田

デイケア

金

（月）〜（土）
9：00〜15：00

木

（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。

林
清 光
北 山

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。

水

前 田
岡 崎
太 田

火

１診

E

14
13

19

⑲商品を販売する人

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（2020.6.1〜）

林病院

Ｆ

19

⑱本店の下に属している

Ｃ

⑬張ったり、登ったり
⑭クリ、フランス語では？

Ｂ

（敬称略）
▼原 康子

⑪交差点に立ち、人の会話をも

18

⑰魚との駆け引きを楽しむ趣味

▼三宅淑美

D

▼光本令子

⑨ともに○○○の生えるまで

C

12
11

⑩ミルクと肉を生産する家畜

17

⑯胸にある骨

▼井本 明

⑤食いしん坊が張っている

16

⑮川に架かる

▼Ｄ・Ｋ

③俗に「お釜を掘る」という事

15

パズル当選おめでとう

④真相はこの中？

B

Ｅ
A

⑦ドクター
hamawww@po.harenet.ne.jp

とにして占う
⑫⇔天然

Ｄ

⑥ラブラブの二人
故
宛先：〒703-8520 岡山市中区浜472

林友の会「心のひろば」編集部

⑧脂の類

テ イ カ カ ク

Ｆ

①ウマのひづめに装着

②英語でリスト

A

５

①学校が変わります

10

４
３
２
１

９
８
７
６

④美女の相手

第434号
の答

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

2020年６月１日（発行 毎月１回１日発行）（６）
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