﹁コミュニティスペー
ス・阿津ひだまりの里﹂は︑
元小串学区連合町内会長の
故市場昭三郎さんより林財
団に寄贈頂いた住宅です︒
児島半島の北岸にあり︑岡
山ひだまりの里病院からは
車で 分程のところです︒
離れの建屋解体︑駐車場の
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が温まったところで開会で
す︒阿津町内会・中川会長
のご挨拶と︑地元ゆかりの
議員さんよりお祝いのメッ
セージを頂きました︒次い
で始まった認知症講座では︑
﹁認知症のはじまりと予防
について﹂を藤田院長より︑
﹁認知症とまちづくり﹂に
ついて加嶋地域生活支援部
長よりお話をさせて頂きま
した︒早めの受診が大切で
あることと︑また認知症に
なっても前向きに生きてい
けるよう人と人が集うまち
づくりの大切さをお話させ
て頂きました︒
当日は町内の皆さん中心
に 名の方々にお集まりい
ただきました︒感染が収ま
れば︑ここを拠点に〝認知
症にやさしいまちづくり〟
を地域の皆さんと共に行っ
ていきたいと思います︒
︵岡山ひだまりの里病院
事務長 黒瀬健弘︶

日時：２月26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
たでもお気軽にご参加ください。

日時：２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：２月18日㈭ 12時30分〜
場所：岡山協立病院前

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66回行動 スタンディング

50

12

13

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

▲藤田医師の認知症講座
▲心も体も温まったぜんざい
▲町内のみなさんが持ちよってくださったお花

15

441

整備工事を行ったのち２０
２０年 月より阿津町内会
で使って頂くこととなりま
した︒
開所式当日の 月 日の
朝︑少し冷える中ではあり
ましたが︑地域の方が作っ
て下さったホカホカのぜん
ざいとコーヒーを頂き︑体

▲町内の皆さんが準備してくださり迎えた開所式

（昭和59年３月19日第三種郵便物認可）第443号
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地域と共に進めるまちづくり
阿津ひだまりの里開所式
10

12

49

こ だ ま

▼コンピュータや通信技術
の発展に伴い︑ＩＴ革命〜
社会全体のデジタル化が進
められています︒コロナ禍
のもとでは︑非接触・非対
面型サービスを可能にする
デジタル技術として﹁オン
ライン﹂や﹁テレワーク﹂
なども推奨されています︒
▼菅首相は１月の通常国会
にデジタル庁設置と関連法
案を提出しました︒その内
容は︑国と自治体のシステ
ムの統一・標準化︑マイナ
ンバーカードの普及促進に
よる各種給付の迅速化︑ス
マートフォンを使った行政
手続き︑オンライン診療や
デジタル教育に関する規制
緩和などとなっています︒
▼先端技術の活用は必要で
すが︑社会全体のデジタル
化・ＤＸ︵デジタルトラン
スフォーメーション︶が営
利追求の﹁成長戦略﹂とし
て位置付けられ︑前のめり
に進められることには注意
が必要です︒特に︑﹁マイ
ナンバーカード﹂を利用し
ての国と戸籍・税・健康保
険など自治体の行う事務の
統一・標準化は︑政府がマ
イナンバーカード１枚で膨
大な個人情報を握ることに
なります︒また︑集約され
た個人情報は﹁ビッグデー
タ﹂として営利企業に活用
される仕組みも検討されて
います︒個人情報の漏洩や
目的外利用に加え︑権力に
よって監視対象や選別対象
にされることを許してはな
りません︒
︵Ｈ・Ｗ︶

昨年︑心のひろば紙面で
皆様にお願いと署名用紙の
同封をさせていただいてい
た様々な署名に︑多くの方
からのご協力をいただきま
した︒この場をお借りして
お礼を申し上げます︒コロ
ナ禍の昨年は︑街頭での宣
伝活動などもできず︑各事
業所の受付や林友の会にお
よせいただいた皆様の署名
が大きな力となりました︒
すでに提出が済んでいる署
名について︑以下にご報告
をさせていただきます︒

検索
つばさ薬局

精神医療改善署名
﹁精神保健医療福祉の改
善を求める国会請願署名﹂
は︑林友の会におよせいた
だいた１２５５筆を含む約
１１０００筆が日本医労連
から 月の臨時国会に提出
されました︒

086-272-2710
【処方箋受付FAX】

086-272-2713

〒703-8256 岡山市中区浜621-1

食の
豆知識

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

憲法活かしいのちを守れ
中区行動スタンディング

▲シュプレヒコールでアピール

ゆきとどいた
教育署名
﹁すべての子どもたちに
ゆきとどいた教育を求める
署名﹂は︑およせいただい
た３６３筆を含む１６１８
３筆の署名が 月 日に岡
山県に請願と合わせて提出
されました︒

ヒバクシャ国際署名
２０１６年４月から始ま
った﹁ヒバクシャ国際署
名﹂は︑２０２０年 月ま
で集約され︑およせいただ
いた１６５筆を含む１３７
０万２３４５筆が１月８日
に日本被団協を通じて国連
本部に提出されました︒

国保署名
﹁高すぎる国民保険料の
引き下げを求める請願﹂
は︑およせいただいた１９
６筆を含む約１００００筆
が１月 日に岡山市に提出
されました︒

20

憲法９条︑
いまこそ守るとき

コロナ禍で日本中が悲鳴
をあげる中︑政府の支援策
は︑家賃支援給付金の再支
給なし︑医師︑看護師不足
の解決策なし︑医療機関へ
の減収補填もなし︑社会保
障費の自然増の１３００億
円削減とコロナ対策は足踏
み状態︒一方で軍事費を見
ると︑Ｆ２戦闘機の後継機
開発︑イージス・アショア
代替艦建造の調査費︑新た
なるミサイルの開発費︑米
軍への思いやり予算などを
含み︑５兆３２３５億円と
年々上がっています︒
今年１月 日に核兵器禁

★第３回幹事会
︵ 月 日︶
１． 月
月の共同組織
拡大強化月間のとりくみ
を確認しました︒
２．各兵器禁止条約批准国
が ヶ国に達したことか
ら︑１月 日に条約発効
となることと︑記念のつ
どいが開催されることが
報告されました︒今後は︑
新署名﹁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﹂にとりくむこと
を確認しました︒
３．２０２１年度定期総会
を５月 日に開催するこ
とを確認しました︒

幹事会報告

止条約が発効されました︒
ところが︑被爆国である
日本は米国の﹁核の傘﹂に
依存しており︑不参加とな
っています︒戦後︑武器を
持たない︑他国に行って戦
わないと決めたのに︑戦争
をする国作りへと進んでい
ます︒
今こそ憲法９条を守り︑
次世代の子供達に住みやす
い日本を残せるようにみん
なで声をあげ︑再び戦争を
する事が無いようにしたい
と思います︒
︵岡山ひだまりの里病院
調理師 三宅敏広︶

国民の声を無視した安保関連法の強行採決︒
廃止めざして引き続き想いを共有しましょう︒

࠻ࠢ

22

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︶

21

30

12

【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】

ココア
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
のココアについてです︒
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
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︑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

12

65

19

11

つばさ薬局
岡山市中区の民
主団体や労働組合︑
地域９条の会など
でつくる﹁集団的
自衛権の行使に反
対する中区の会﹂
の第 回スタンデ
ィング行動が︑１
月 日に中区倉田
の靴の流通センタ
ー前の交差点でお
こなわれました︒
雪が散らつく寒
さでしたが︑ 名
余りが横断幕やプ
ラカードを手にア
ピールをおこない
ました︒﹁憲法ま
もれ﹂﹁いのちを
まもれ﹂﹁政治を
変えよう﹂とシュ
プレヒコールをお
こないました︒
中区の会では︑
毎月１回︑中区の
各地域で行動をお
こなっています︒皆さんも︑ ください︒
アピール行動にぜひご参加
︵事務局 頭師裕貴︶

10

50

−
11

22

15

子どもの医療費署名
﹁子どもの医療費無料化
を 歳まで拡大してくださ
い﹂の要請署名は︑１０３
０７筆が 月８日に岡山市
に提出されました︒
11

11

28

署名へのご協力
ありがとうございました
18
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院長がナレーション︑研修
紹介動画は︑当院で研修し
た原紘志先生が自らの経験
も交えて話しています︒動
画は︑下記Ｑ Ｒコードから
も見ることができます︒ぜ
ひ一度ご覧になってみて下

林病院の魅力伝える
病院・研修紹介動画

林病院
林病院の取り組みや医師
研修のことを皆さんに知っ
てもらおうと︑病院紹介と
研修紹介の２つの動画を作
成し︑昨年 月に病院ホー
ムページにアップしまし
た︒病院紹介動画は林英樹

な変更を余儀なく
さ れ︑
心理劇・Ｏ Ｂ
による体験発表・
会食等︑楽しみに
していたことが出
来ませんでした︒
それでも︑会場
のひまわりホール
にみんなで作成し
た飾りを付けて︑
忘年会の始まりで
す︒自分の頭を飾
った患者様もいま
した︒感染防止の
ためマスクを着用
し︑テーブルの人数は例年
の半分︒お絵描き伝達ゲー
ム・〇 ゲ
×ーム・ビンゴゲ
ームとみんなで楽しいひと
時を過ごしました︒例年の
ように心理劇で大爆笑とは
いきませんでしたが︑童心
に帰りゲームを楽しむ姿や
笑顔を見ることができ︑ス
タッフもほっと胸をなでお
ろしました︒コロナ禍のた
め︑開催の是非も迷いまし
たが︑アルコール病棟伝統
の﹁酒なし忘年会﹂を途切
れさせることなく開催出来
てよかったです︒
︵林病院 北２病棟
主任 牧いずみ︶

さい︒
︵林病院 医局事務課
事務 中川俊彦︶

▲難しかったお絵描き伝言ゲーム

手作りデイケア神社参拝

いものです︒
当日︑午前中は絵
馬作り︒メンバーさ
んが熱心に作った絵
馬が︑絵馬掛け所い
っぱいに並びました︒
午後はデイケア神社
にておさい銭ゲーム︒
手作りのコインを滑
らせて大大吉を目指します︒
その後は千本引き︒紐を引
いて豪華賞品をゲットしま
す︒メンバーさんが一句詠
んでくれました︒
﹁冬の午後 デイレクで引
く 千本引き﹂
最後はお茶とお菓子でほ
っこりティータイム︒どの
場面も密にならないよう工
夫し︑みんなしっかり協力
してくれました︒
もうしばらく窮屈な日々
が続きそうですが︑これか
らもみんなで工夫を凝らし
て楽しめることをやってい
きたいです︒
︵林病院 デイケア
公認心理師
田渕琴美︶

月 日︑北２病棟では
毎年恒例の﹁酒
なし忘年会﹂を
開催しました︒
例年は入院患者
様に加え︑ＯＢ
やデイケア利用
者︑家族の方々
も参加して盛大
に開催するので
すが︑今年は新
型コロナウイル
ス感染症の感染
予防のため︑入
院患者様とスタ
ッフでの開催と
なりました︒プ
ログラムも大幅

17

▲スタッフに関する問題が出題された○×ゲーム

工夫凝らしたお疲れさま会

岡山ひだまりの里病院

▲立派な大鳥居のデイケア神社
▲すてきな景品の千本引き

策の面会室を新設いたしま
した︒患者様が車いすやベ
ッドのままでも︑アクリル
ボード越しではあります
が︑直接対面して頂けるよ
うに設計いたしました︒面
会室は︑アクリルとガラス
使用となっているため︑開
放感のある空間となってい
ます︒また︑ご面会の方
は︑玄関を通らず直接面会
室に入れるようにしており
ます︒予約制となります
が︑是非ご利用頂ければと
思います︒
︵岡山ひだまりの里病院
看護総師長
國分祐子︶

↑
研修紹介はこちら

▲みんな真剣おさい銭ゲーム

染対策にご理
解︑ご協力頂き
ありがとうござ
います︒また︑
昨年から年間を
通じて面会を制
限させて頂いて
いることが多
く︑ご迷惑と不
自由さ︑ご心労
をお掛けしてい
ます︒
岡山ひだまり
の里病院では︑
少しでもご家族
様の不安なお気
持ちにより添えればと思
い︑このたびコロナ感染対

↑
病院紹介はこちら

笑顔で楽しいひと時
酒なし忘年会開催
12

コロナ禍の２０２０年︑
デイケアでも様々なことが
難しくなりました︒年末恒

顔を見て話せる安心を
安全な面会室で届ける

林病院

例の餅つき大会もそのひと
つ︒代わりに︑大変だった
１年を﹁お疲れさま﹂とね
ぎらう会を
することに
なりました︒
準備はみん
なでアイデ
アを出しあ
い︑必要な
ものをすべ
て手作り︒
部屋の入口
には大鳥居
ができ︑デ
イケア神社
の完成です︒
わいわい準
備する時間
もまた楽し
▲色とりどりのカラフルな絵馬

ご家族の皆様には︑平素
より新型コロナウイルス感

▲広々として開放的な面会室（２月中旬より使用開始予定です）
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木

金

廣 中

北 山

午後

認知症デイケア
（月）〜（土）
9：30〜15：30

相談員

声

吉 井

●コロナ禍になって夜のウ
ォーキングを楽しんでいま
す︒星や月をみながら歩い

北 山

●マスクを沢山作りました︒
友人に︑素敵なのを作った
ねと言われ︑また︑やる気
になって頑張っています︒
良い一年になりますよう願
っています︒ ︵中山房子︶

吉 井

●上原さんありがとう︒指
のケガは治りましたか︒わ
たしもだんだんよくなると
思っています︒
︵石原行子︶

林

●コロナで心の傷ついた方 ているといやされます︒
︵古川久美子︶
を応援するシトラスリボン
運動を知り︑早速リボンを
作ってみました︒医療生協 ●１月１日号﹁心のひろば﹂
の班会でも作ろうと思いま が１月１日に届き感動しま
す︒コロナで今の日本があ した︒新春インタビューを
ぶり出されたと言われます 早速読みました︒おしつけ
が︑弱者を大切に出来る国 ﹁共助﹂が言われる中︑真
の意味での
﹁共助﹂
が必要な
であって欲しいですね︒
︵原康子︶ 時と思います︒まさに﹁思
いを伝える言葉が人の心と

林

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？

前 田

（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。

水

清 光

ナイトケア

岡 崎

火

岡 本

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

田 中

●妻の様子が心配でひだま 社会をつなぐ﹂ことになる
りの里を受診しました︒ワ と思います︒ ︵禰屋祐司︶
ーカーさんも先生もよく話
を聞いてくださりありがた ●コロナで何時どうなるか
かったです︒毎日妻と一緒 分からない気持です︒﹁人
に夕ご飯を作っていますが︑ 類も自然の中の生物の一つ
ふたりで仲よくやっていけ であり︑これからは自然や
そうです︒ ︵はせけん︶ 生物が持続可能な環境でな
ければならない﹂なるほど
と思いました︒ ︵大島元︶

前 田

午前

尾 原

●民間のケアハウスに入っ
ています︒外へ出れず幽閉
された毎日です︒林先生の
文章の中に︑道倫先生が日
本脳炎のワクチンの接種ま
でに 年かかったとありま
した︒毎日の感染者を報道
する現在に比べ︑過去の人
たちはもっと大変な苦労が
あったはず︑それを思うと
わがままはいえません︒人
類の歴史の新しい一歩に協
力しなければ︑といいきか
せています︒ ︵原野正子︶
●﹁文化国家の基準は弱者
に接する態度である﹂とい
う言葉が心に残りました︒
いのちが１番大切にされる
社会にしたいです︒今年は
必ずある総選挙で︑まちが
いない選択をしましょう︒
︵崎本敏子︶
●大切な人への愛情と考え︑
コロナ禍で友人等と会って
話す事を我慢しています︒
コロナを風邪の様に考える
若者も多く︑死に至らしめ
る病気と認識出来ないのが
怖いです︒健康は︑害して
初めてどんなに有難いかが
分かります︒
︵動物好き女︶

吉 井

休診

尾 原

休診

※2

●岡山でもおなじみの松元
ヒロさんのドキュメンタリ
ー番組がありました︒彼は
思うことが言えない空気の
中で﹁言いたいことをはっ
きり言おう﹂という信念を
もって舞台に立っている︒
笑いの奥にとても重いもの
を感じました︒これからも
大いに笑い応援していきた
いです︒
︵三宅淑美︶
●﹁思いを伝える言葉が人
の心と社会をつなぐ﹂を読
んで︑言葉って大切だとあ
らためて思いました︒今年
も差別や偏見を無くし︑暮
らしやすい毎日を過ごせた
らと思います︒皆さんも良
い一年を︒ ︵福島浩一︶

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

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

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）
9：00〜15：00

金

（月）〜（土）
16：00〜20：00

藤

事前にお話を伺い、

田

相談員へお取次ぎします。

藤

各相談は、林友の会事務局員が

田

デイケア

本

生活相談・法律相談・家族相談

田

平日８：30〜17：00

夜間・休日も
対応しております。

林
清 光
北 山

木

F

⑮砂漠はこれでいっぱい

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

岡 崎

E

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 （2021.2.1〜）

林病院

⑮英語で肌

本

廣 中

（敬称略）
▼古川久美子

⑩昆虫ではありません、茶碗○

D

▼杉山はるか

⑭インド女性の民族衣装

F

▼すんちゃん

⑨前方のタイヤ

17
16

▼さっちゃん

⑬ひき肉

▼由井佳代子

⑫海水浴で行く所

15
14

13
12
11

⑪和装の髪飾り

⑧美味しい麺類に必要

B

⑦軍事目的の航空機

B
D

パズル当選おめでとう

C

⑨国税局の出先機関

デ パ ー ト

⑰金魚はこれの変異種がはじまり

10

⑤カンニングペーパーの略称

A

⑧ゴルフの試合

第442号
の答

⑯漢字は音読みと？
○

８

⑦大○○、○○艦、○○人

④上野の西郷さんの犬の名前

林友の会「心のひろば」編集部

⑪できばえの良い作品

E
A

③食前酒や前菜のこと

C

７
６

⑥⇔長編

９

５
４

①協力、提携すること

②店○○、○○数、満○○御礼

宛先：〒703-8520 岡山市中区浜472

14

３
２
１

①和室の床に敷く

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13日

●新春インタビューよみま
した︒弱者にこそ感染や被
害が大きいので支援が重要
と言うのは本当にそう思い
ます︒文化国家のバロメー
ターは困っている人︑弱者
にやさしい社会︒言葉かけ
をしようと︒
︵吉倉外喜子︶
●１月 日は︑国連で採択
された﹁核兵器禁止条約﹂
発効の日でした︒これから
は︑核兵器の研究︑開発︑
製造︑運搬︑貯蔵︑威嚇な
ど︑核兵器に関することは
すべて﹁禁止﹂です︒これ
までの核兵器反対の運動が
結実した成果です︒被爆国
の日本は︑未だ参加してい
ません︒日本が条約に参加
するように︑粘り強く声を
上げましょう︒
︵井原誠司︶
22

2021年２月１日（発行 毎月１回１日発行）（４）

ば
ろ
ひ
の
心
第443号 （昭和59年３月19日第三種郵便物認可）

