コロナ禍で２度目の春を
迎えました︒今年の冬はク
リスマス寒波から成人式ま
では無茶苦茶寒く︑それ以
後は︑朝晩それなりの冬ら
しさはありましたが比較的
暖かかったと思います︒そ
のおかげか例年より早く花
達が満開になりました︒
３月 日には︑岡山ひだ
まりの里病院も桜だけでな
く︑中庭の梅もチューリッ
プも満開が重なりました︒
患者さんの面会制限が厳し
い中︑ご家族と会えない︑
外出もできないという状況
が続いていました︒少しで
も入院生活の活性化︑気分
転換になることはないかと

〒

林 友 の 会

日時：５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）

岡山市中区浜四七二

八
―八一一㈹
二
―九五七直

日時：５月20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 号 二〇二一年五月一日
発 行

電話︵〇八六︶二七二

石 田 正 也
50

こ だ ま

▼コロナ禍とともに社会の
あらゆる分野で急速にデジ
タル化が進んでいる︒人と
人との接触の機会を減らし︑
社会を持続可能なものとす
るためは確かに必要であろ
う︒立ち遅れていた日本も
デジタル庁を設置するなど
この勢いは加速する見込み
だ︒▼台湾では健康保険証
と連動してマスクを平等に
分配するシステムが機能し︑
世界の中でもいち早く新型
コロナの封じ込めに成功し
た︒こうした対策のデジタ
ル技術を統括したのがデジ
タル担当大臣のオードリー・
タン氏だ︒注目すべきは技
術面よりも﹁誰も置き去り
にしない﹂社会を目指す思
想的な側面だ︒▼日本にお
いてデジタル化のカギであ
るマイナンバーカードの交
付率は ・３％とあまり進
んでいない︒根底にはデジ
タル化によりあらゆること
が国に管理されることへの
不信感があるのではないか︒
モリカケ問題などこの間の
国の対応は︑国民の不信感を
増幅させるに十分であった︒
▼台湾で新型コロナの封じ
込めに成功したのは︑政府
と国民のあいだに信頼関係
が築かれている上にデジタ
ル技術の活用があったから
だ︒マイナポイントの付与
など金銭的見返りも必要だ
ろうが︑国民からの信頼が
デジタル化の大前提である
ことをもっと国は強く認識
してはどうか︒︵Ｔ・Ｋ︶

26

電話︵〇八六︶二七二

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：５月15日㈯ 14時〜15時半
場所：林病院中庭

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。

感染対策のため、当日の参加は40人程度を予
定しています。参加を希望される方は、事務局
まで事前にご連絡ください。総会議案は３−４
面に掲載しています。

ゆとりの会

当事者交流会

あじさいの会

家族交流会

2021年度 定期総会

▲病棟からもよく見えた玄関前の桜

日時：５月25日㈫ 17時半〜
場所：東京靴の流通センター倉田店前

703−
8520

紙代一部 円︵郵送料 円︶

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。

発行責任者

第69回行動 スタンディング

感じていました︒はやくコ
ロナが収束してくれたらい
いですね︒
︵岡山ひだまりの里病院
２階病棟 合田宗弘︶

集団的自衛権の行使に反対する中区の会

15

446

考えていたこのタイミング
で花達が同時に満開を迎え
るとは︒おまけに今日は非
常に暖かい︒このタイミン
グを逃さず︑何とか工夫し
てこの景色を見ていただき
たいと思い︑外部の方との
接触をしないように︑ひと
りずつ職員と中庭にお花見
にいきました︒
こちらが声をかけるより
先に患者さんの口から﹁ま
ー︑綺麗︒きれいじゃなー︑
すごーい﹂と自然と出てい
ました︒しばらく見ては︑
また同じ言葉が出てくるぐ
らい︑満開の桜︑チューリ
ップ︑梅の源平咲き︑まさ 青い空︑世界中の美しいも
に百花繚乱︑抜けるような のがここに集まった世界を

▲色とりどりの花が咲いた中庭

（昭和59年３月19日第三種郵便物認可）第446号
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暖かな春の青空の下
花に囲まれ楽しむ花見
31

と述べ︑原告団は控訴する
決意を表明しました︒だれ
もが安心できる年金制度実
現のため︑諦めずに闘い続
けなければと感じました︒
︵事務局 真田昌子︶

幹事会報告

どこの病院の処方箋も受付致します

086-272-2710

【処方箋受付FAX】

086-272-2713

〒703-8256 岡山市中区浜621-1

憲法９条︑
いまこそ守るとき

笑顔を大切にする薬局です

検索

私の母が昭和 年３月の
生まれで︑岡山空襲の体験
者です︒当時︑母は祖母・
母・弟・妹で生活していま
した︒空襲警報が鳴り︑母

は祖母と避難をし︑弟妹は
母親と避難をして別行動に
なったようです︒そして︑
焼夷弾の残がいが当たり右
下肢を負傷しました︒逃げ

つばさ薬局

会︶の月刊誌では各県の制
度の実現に向けた運動を紹
介し︑重度障害者に限らず︑
経済的な理由で医療にかか
れない障害者の医療費補助
制度の実現を呼びかけてい
ます︒地域で自立した人間
らしい生活を送るためには︑
必要な時に利用できる様々
な制度が求められます︒早
く医療にかかれたら︑病気
も重症化するのを避けられ
ます︒
助成についても︑県によ
り格差の大きい精神保健福
祉手帳の等級で支援を打ち
切るのではなく︑精神保健
福祉手帳の２級︑３級︑手
帳を持たない該当者も医療
費補助を受けられるように︑

14

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︒

つばさ薬局

岡山県で﹁精神障害者に
も全診療科の医療費補助﹂
を求める運動は︑いよいよ
７合目に近づきました︒全
県下の市町村に対し︑それ
ぞれの地域の家族・当事者
会︑作業所などが一斉に出
した陳情や請願の組織︒岡
山市が県に先駆けての実施
となる︵２０１９年 月︶
までの働きかけ︒野党や自
民党県議との懇談会の積み
重ねなど︑大変な道のりだ
ったと思います︒
全国ではここ数年︑毎年
３県ずつくらいのテンポで︑
全県で実施する流れができ
ています︵ 都道府県中
都道府県で実施︶︒みんな
ネット︵全国の家族会連合

36

院内の桜も満開︵林病院︶

医療費公費負担制度

【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】
12

▲入廷前の行進

★第５回幹事会︵４月 日︶
１．２０２１年定期総会の
内容と議案について論議
しました︒総会は事前申
し込みとし︑人数制限を
おこなうことを確認しま
した︒
２．署名﹁唯一の戦争被爆
故国日本政府に核兵器禁
止条約の批准・署名を求
める署名﹂の報告があり︑
新聞意見広告の賛同金に
ついて確認しました︒
﹁精神保健福祉の改善を
求める署名﹂について報
告がありました︒

精神障害者にも助成を
運動の結実めざす

࠻ࠢ

47

生存権侵害を認めず
不当判決に怒りの声
年金引き下げ違憲訴訟

国が年金支給額を段階的
引き下げたのは﹁健康で文
化的な最低限度の生活を保
障した憲法に違反する生存
権侵害﹂として︑岡山県内

約２００名
が引き下げ
取り消しな
どを求めた
裁判で︑３
月 日に岡
山地方裁判
所で原告の
訴えを退け
る不当判決
が出されま
した︒裁判
長は﹁少子
高齢化が進
行する中︑
年金財政安
定化に向け
た改正法の
立法目的が
不合理であ
るとは言えない﹂との判決
理由を示した上で︑生存権
については﹁生活保護など
を含めた社会保障全体で保
障されるべき﹂と指摘しま
した︒
報告集会で
は︑﹁判 決 は 残
念︒これから
も闘う﹂﹁国
に忖度してい
る︒５年間何
を検討したの
か﹂と怒りの
発言が続きま
した︒弁護団
の古謝弁護士
と則武弁護士
は︑﹁市 民 の 主
張に耳を傾け
ず国の準備書
面を読んだよ
うな判決︒司
法の役割を放
棄している﹂
19

2021年５月１日（発行 毎月１回１日発行）（２）
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▲決意表明する原告団

る途中も︑Ｂ が追いかけ
てくるような恐怖が強かっ
たようで︑飛行機嫌いです︒
また︑火傷の後遺症で︑寒
くなると神経痛が出ると言
います︒このような戦争体
験者の生の声を聴くことは
確実に消えていきます︒社
会情勢を︑政治家任せでは
間違った方向に突き進む危
険をはらんでいる可能性が
あります︒戦争の犠牲者は︑
一般人が一番になると言い
ます︒平和は自分たちの手
で守る意識を持つためにも︑
戦争が悲惨な状況になるこ
とを伝えていかなければい
けないと思います︒９条の
存在意味を大切に残してい
かないといけないと思いま
す︒
︵岡山ひだまりの里病院
看護師 近藤美加︶

全県︑また全国での助成制
度を実現したいと考えてい
ます︒林友の会会員の皆様
の今まで以上のご協力をお
願いします︒
︵林友の会
副会長 荒木潤子︶
こ
※こでいう医療費とは︑
病院・クリ
ニックでの
窓口で支払
うお金のこ
とで︑外科
の手術や歯
科の治療な
どにも適用
されます︒

29

２０２１年度定期総会議案

させない︑③林財団と事業
所のサポーターを増やすこ
とを目標としてとりくみを
進めました︒目標と到達は
以下の通りです︒
目標 会員拡大 人︑協
同基金協力 人︑いつでも
元気購読５部
到達 会員拡大４人︑協
同基金協力 人︑いつでも
元気購読２部
林財団各事業所では︑共
同組織委員会と協力して
月から 月を中心に独自の
目標を掲げて拡大に取り組
みました︒各事業所の到達
は以下の通りです︒
林病院 会員 人目標で
到達 人
ひだまりの里病院 会員
人目標で到達 人

50

52

職員の関わりの強化を
幅広い活動に向けて︑林
財団職員の関わりを強める
ことをめざして︑各事業所
共同組織委員会を中心に︑
学習や運動へのとりくみを
進めてきました︒また︑財
団職員の制度教育として︑
共同組織について学ぶ機会
を持つなどのとりくみもお
こなわれました︒

組織の強化
幹事会 常･任幹事会では︑
学習ブックレット﹁健康格
差の原因 Ｓ
―ＤＨを知ろう
﹂
―や﹁認知症の人と家族
の支援ニーズに関するアン
ケート﹂についての紹介や︑
その時々の情勢についての
学習をおこないました︒

25

署名などの協力をおこなっ
てきました︒年金裁判では
３月に判決が出されました
が︑原告の訴えを退ける不
当判決となっています︒

共同組織拡大強化月間
月・ 月の拡大強化月
間に︑①運動を大きく広げ
る︑②当事者 家
･ 族を孤立

10

県政をつくるみんなの会﹂
の森脇久紀候補と精神障害
をもった県民が安心して生
活できる県政実現に向けて
精神医療分野に関する政策
協定を結び︑県政学習会も
開催しました︒また︑各候
補者への公開質問状を提出
して︑その回答を心のひろ
ばに掲載しました︒

認知症分野の活動
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開
催している﹁こおり銀座カ
フェ﹂は︑新型コロナウイ
ルス感染症拡大に伴い９月
まで休止とし︑ 月に感染
対策を充分におこなった上
で再開しました︒参加者同
士が久しぶりに顔を合わす
ことができ会話も弾みまし
た︒ 月と１月に休止のの
ち︑２月からはテイクアウ
トも含めて再開しました︒

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３５８３人だった会員
数は年度末時点で３５６３
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︒

10

２０２０年度活動のまとめ

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︒新
型コロナウイルス感染症の
影響で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
したが︑心のひろばでよび
かけた署名には多くの会員
からの協力と励ましがあり
ました︒他団体やご家族か
らなどを合わせると２０２
０年 月時点で２００３筆
の集約となりました︒
11

障害福祉分野の活動
岡山市の重度心身障害者
医療費助成制度に精神障害
者が対象となったことを受
け︑県内ほぼすべての市町
村で当事者や家族から︑県
の公費負担制度に精神障害
を加えることを求めた陳情
や請願が出されて採択され
ました︒林友の会でも︑こ
の運動の中心となっている
けんせいれんの学習会や懇
談に参加をしてきました︒
引き続き︑制度の拡充をめ
ざした運動を大きく広げる
ことが必要です︒２０２０
年秋におこなわれた岡山県
知事選挙では︑林財団・林
精研労組・つばさ薬局・林
友の会の職員有志でつくる
﹁林みんなの会﹂で﹁民主

10
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はじめに
昨年度から続く新型コロナウイルス感染症の影響か
ら活動が制限されるなか︑感染対策をおこないながら
ゆとりの会︵当事者会︶
︑
あじさいの会︵家族会︶を継
続して開催してきました︒新春交流会や花見交流会な
ど幅広い会員の交流の場となる行事の開催はできませ
んでしたが︑ヘルスチャレンジは例年を大きく上回る
多くの会員に参加してもらえた企画となりました︒
した︒同じ立場の参加者同
士︑悩みを相談したり︑経
験をもとにアドバイスをし
あうことが会の中で自然に
おこなわれました︒また︑
学びの場としての役割も持
ち︑林財団職員や研修医な
どが会への参加を通して当
事者 家
･ 族との交流を深め
ました︒

ひだまりの里﹂開所式に︑ 林財団との定期協議会
林財団との定期協議会を
﹁認知症講座﹂を開催しま
９月と３月に開催しました︒
した︒
日常活動の報告や︑林友の
２．林財団事業所の充実・ 会に寄せられた意見や要望︑
発展のために協力・共 活動への協力などについて
意見交換をおこないました︒
同する活動
利用者の声を事業所運営に 併せて︑共同組織拡大強化
月間をはじめとする様々な
反映
林病院の患者中心の病院 課題に協力して取り組むこ
づくり委員会と院内ラウン とを確認しました︒
ドに︑幹事が外部委員とし
て参加しています︒病院の ３．憲法・平和︑社会保障
充実で安心して住み続
面会制限中は外部委員のラ
けられるまちづくりの
ウンドができない時期もあ
活動
りましたが︑投書箱に寄せ
られた意見や気付いたこと 平和のとりくみ
林財団 林
などを委員会に伝え︑改善
･ 精研労組と共
にむけた方法を共に考えて に集団的自衛権の行使に反
きました︒また︑林友の会 対する中区の会のアピール
に直接寄せられるご意見に 行動への参加をよびかけま
ついては︑改善に向けて林 した︒また︑メッセージア
病院の関係部署との懇談や ピールとスタンディングを
話し合いの場も設けてきま 中心におこなわれた﹁国民
した︒
平和大行進﹂やオンライン
開催の﹁原水爆禁止世界大
協同基金
会﹂などにも積極的に参加
共同組織拡大強化月間な をおこないました︒２０２
どの機会に︑幹事や職員が ０年 月には核兵器禁止条
共に︑協同基金への協力を 約の批准国が ヵ国に達し︑
呼びかけました︒
２０２１年１月 日の条約
発効日には全国各地でアピ
事業所と共同した活動
ール行動がおこなわれまし
各事業所の共同組織委員 た︒昨年延期となった国連
会で︑活動やとりくみにつ ＮＰＴ︵核不拡散条約︶再
いて話し合い︑職員の活動 検討会議は２０２１年８月
への参加をよびかけてきま に開催される予定となって
した︒拡大強化月間のとり います︒
くみをはじめ︑ひだまりの
里病院や地域の人々と地域 社会保障の充実
で開催した認知症カフェ
生活保護引き下げ処分取
﹁こおり銀座カフェ﹂など︑ り消し訴訟︵人間裁判︶や︑
共同したとりくみをおこな 年 金 引 き 下 げ の 違 憲 訴 訟
いました︒
︵年金裁判︶などを支える
運動として︑裁判の傍聴や

70

１．心の健康を守り会員の
交流を深める活動
機関紙﹁心のひろば﹂発行
毎月発行している機関紙
﹁心のひろば﹂は︑会員と
林友の会や林財団をつなぐ
大きな役割を果たしていま
す︒幹事や林財団職員も執
筆をおこない︑紙面づくり
に参加してきました︒また︑
掲載した記事への感想も多
数寄せられ︑関心を持って
読まれていることがわかり
ます︒
幅広い会員の参加をめざし
た活動
健康づくりにつなげると
りくみとして︑共同組織拡
大強化月間中にヘルスチャ
レンジを企画しました︒例
年を大きく上回る２６０人
がエントリーし︑２３８人
が目標を達成しました︒
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︑﹁夜
明け前﹂を看護学校の授業
で視聴しました︒また︑地
域に向けた市民公開講座は
感染対策の観点から開催が
困難な状況でしたが︑地域
のコミュニティスペースと
して利用が始まった﹁阿津

94

11

相談活動の充実
電話や来所による相談な
ど︑会員から寄せられる悩
み 不
･ 安などを︑林財団事
業所をはじめとする関係機
関につなげることも含め︑
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
の会﹂が当事者やご家族が
お互いに悩みを相談し合え
る場となりました︒
当事者・家族会活動
ゆとりの会︑あじさいの
会を毎月１回開催してきま

12

10

50
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10

地域に向けた活動
地域で活動している団体
とも連携し︑感染対策をと
りながら地域住民や幅広い
会員に向けて映画上映会な
どを開催します︒林財団各
事業所と協力しながら︑地
域に向けて市民公開講座の

林財団との定期協議会
林財団との定期協議会を
年間２回を目標に開催しま
す︒双方の日常の活動につ
いての共有や︑林友の会に
寄せられた意見や要望等を

地域生活を支える精神科医
療・福祉の充実
精神障害を持つ人が地域

認知症分野の活動
認知症当事者や家族の生
活を支えるとりくみや︑認
知症をめぐる様々な課題に︑
関連する団体や地域と連携
した運動を進めます︒岡山
ひだまりの里病院や地域の
方と共に開催する﹁こおり
銀座カフェ﹂を継続し︑だ
れもが安心して過ごせる居
場所としての定着をめざし

開催をめざします︒心の健 事業所運営に反映させるこ で安心して暮らせるまちづ
２０２１年度活動方針 ︵案︶
康問題や︑関心の高いテー とを求める働きかけや︑共 くりをめざして︑他団体と
マを取り上げると共に︑事 同したとりくみについての 連携した運動をおこないま
はじめに
業所の医療活動を知らせる 話し合いなどをおこないま す ︒ 林 財 団 林
林友の会は︑民医連法人の共同組織として林財団の
･ 精研労組と
機会としても位置付けます︒ す︒
あらゆる活動のパートナーとなり︑安心して住み続け
共に︑精神医療の改善を求
られるまちづくりに向けたとりくみや︑地域に根ざし
める運動にとりくみます︒
２．林財団事業所の充実・ ３．憲法・平和︑社会保障 ﹁精神保健医療福祉の改善
た活動を職員や地域の人々と共に進めます︒昨年から
充実で安心して住み続 を求める国会請願署名﹂で
発展のための協力・共
引き続いての新型コロナウイルス感染症の影響で重要
けられるまちづくりの 広く市民に精神医療の現状
同
課題となっている心の健康問題について︑会員や地域
活動
利用者の声を事業所運営に
のニーズを把握し︑それに応える活動や運動に取り組
を知らせ︑運動の前進をめ
平和のとりくみ
反映
みます︒また︑市民組織として幅広い会員の要望を具
ざします︒併せて︑精神科
林財団 林
林病院では︑患者中心の
体化し運動へと発展させるために︑組織の拡大と活動
･ 精 研 労 組 と 共 医療の歴史を多くの市民に
病院づくり委員会のメンバ に︑戦争する国づくりに反 知らせ︑今後の精神科医療
の強化をめざします︒
ーとして︑委員会とラウン 対し︑憲法改悪を許さない を考える機会として︑映画
１．心の健康を守る・会員 抱える家族に寄り添い支え ド へ の 参 加 を 通 じ て 当 事 運動に取り組みます︒改憲 ﹁夜明け前﹂や映画﹁夜明
る場として︑体制の充実や 者・家族の声を反映した事 に反対する運動の前進のた け前のうた﹂の上映会を会
の交流を深める活動
機関紙﹁心のひろば﹂発行 関係機関との連携も強めな 業所運営や問題解決の一端 めに︑署名や宣伝行動を広 場や上映方法の検討をおこ
機関紙﹁心のひろば﹂の がら︑会の発展をめざしま を担う役割を果たします︒ く会員によびかけます︒平 ない企画します︒
和と憲法を守ることをめざ
紙面の充実をめざします︒ す︒また︑けんかれんや市
し︑集団的自衛権の行使に 障害福祉分野の活動
幹事や林財団職員など︑紙 家連︑けんせいれんなどの 協同基金
共同組織拡大強化月間な 反対する中区の会のアピー
岡山県での心身障害者医
面づくりの協力者を増やし 団体と連携して制度の充実
ます︒林友の会や林財団の などをめざす運動に取り組 どを中心に︑幹事や職員が ル行動に積極的に参加しま 療費公費負担制度の対象に
活動を掲載し︑会員と林友 み︑会議や学習会にも積極 共に協同基金への協力を広 す︒２０２１年８月に開催 精神障害者を加えることを
く呼びかけ︑林財団の事業 される予定のＮＰＴ再検討 求 め る 運 動 に ︑ 広 範 な 団
の会や林財団をつなぐ役割 的に参加します︒
を支えるとりくみを進めま 会議や原水爆禁止国民平和 体・市民と共に取り組みま
を果たすことをめざします︒
幅広い会員の参加をめざし す︒
大行進︑広島 長
･ 崎 の 原 水 す︒制度の拡充にむけては︑
た活動
相談活動の充実
爆禁止世界大会にむけて︑ 県への陳情・請願をはじめ
感染対策に留意しながら︑ 事業所と共同した活動
電話や来所により受けた
このとりくみを多くの会員 とする県議会での採択と助
各事業所の共同組織委員 に知らせます︒
成制度の実現をめざします︒
相談を︑林財団事業所をは 可能な形での交流企画を開
肢体障害者の会が主催する
じめとする関係機関につな 催し︑会員同士や会員と職 会と協力して︑活動やとり
障害者の人権を考える学習
ぐことを含め︑会員が相談 員の交流やつながりを深め くみについての継続した論 社会保障の充実
しやすい環境づくりや相談 ます︒また︑健康づくりに 議と︑職員の活動への参加
現在おこなわれている生 講座を後援し︑会員に参加
機能の充実をめざします︒ つなげるとりくみとしてヘ を広げます︒共同組織拡大 活保護引き下げ処分取り消 を呼びかけます︒
また︑ゆとりの会︑あじさ ルスチャレンジを企画し︑ 強化月間のとりくみをはじ しを求める訴訟
︵人間裁判︶
いの会など︑お互いが相談 幅広い会員の参加をめざし め︑市民公開講座やこおり や年金引き下げの違憲性を
銀座カフェなど︑地域住民 訴えた訴訟︵年金裁判︶な
し合える場を広く知らせ︑ ます︒
の参加をめざしたとりくみ どの闘いを支える運動に取
同じ立場の参加者同士の関
を共同して進めます︒
係づくりを進めます︒
り組みます︒県 市
･ 社会保
障推進協議会や生活と健康
を守る会などと連携して︑
その活動に参加します︒
当事者・家族会活動
ゆとりの会︵当事者会︶︑
あじさいの会︵家族会︶を
毎月開催し︑交流の場とし
て会の充実をめざします︒
あじさいの会では︑困難を

ます︒また︑地域のコミュ
ニティスペース﹁阿津ひだ
まりの里﹂での講座やカフ
ェの開催をめざします︒

４．組織の拡大と強化をめ
ざす活動
会員拡大
年間を通じて会員の拡大
に取り組み︑死亡や高齢︑
退院︑職員の退職などの理
由による自然退会を上回る
拡大をめざします︒また︑
２０２０年度末時点で ％
となっている林財団職員の
１００％入会に向けて︑林
財団や各事業所共同組織委
員会でも会員拡大のとりく
みを位置づけ︑入会率の引
き上げをめざして協力した
運動を進めます︒

共同組織拡大強化月間
月
月を共同組織拡
大強化月間と位置づけ︑林
財団各事業所の共同組織委
員会と協力して積極的によ
びかけをおこない︑会員拡
大︑協同基金協力︑いつで
も元気の購読者増などに取
り組みます︒

員の関わりを強めることを
めざします︒また︑学習の
位置づけでの活動への参加
も広げます︒各事業所共同
組織委員会と協力し︑市民
公開講座や認知症カフェの
開催などに取り組みます︒
年金や生活保護の引き下げ︑
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︒

おしらせ

２０２１年度

定期総会の
開催について

・日時 ５月 日︵土︶
時〜 時半
・場所 林病院中庭
２０２１年度の定期総会
については︑右記のとおり
屋外で開催をします︒本来
であれば︑多数の会員の皆
様にご参加いただきご意見
をお聞かせ願いたいのです
が︑感染対策の点から︑当
日の参加人数を 人に制限
しての開催とします︒定期
総会に参加いただける方は︑
事前に林友の会事務局にご
連絡ください︒また︑総会
議案についてのご意見もお
寄せいただきますようよろ
しくお願いします︒

15

75

組織の強化
幹事会・常任幹事会で︑
その時々の情勢や課題につ
いての学習や︑組織のあり
方について継続した論議を
おこないます︒また︑職員
に向けても活動の参加を通
じて共同組織への理解を深
める働きかけをおこないま
す︒

−
12

職員の関わりの強化
幅広い活動に向けて︑職

14 15

40
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が︑今年のお花見レクはい
つもと違った趣向でお花も
お団子も楽しめました︒お
天気の下でのお弁当の味は
格別でした︒
︵林病院 デイケア
科長 杉山はるか︶

今月のロマンの会

︵林病院南３病棟︶

新入職員を迎え
研修と歓迎行事

今年も４月１日付で９人
の新しい職員を迎えること

ができました︒法人全体の
新人研修は年１回なので︑
３日間の研修は昨
年の入職者も含め
名でおこないま
した︒内容は法人
の歴史に始まり︑
就業規則や林友の
会について︑また
精神科医療や認知
症疾患︑医療安全・
感染対策など多岐
にわたる講義でし
たが︑皆さん熱心
に受講していまし
た︒初日には民医
連のジャンボリー
実行委員会も歓迎
行事と活動紹介を
おこないました︒
︵財団
岩﨑ゆう子︶
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左に気を配り︑そ
れはきれいな生け
花ができ上がりま
した︒それを茶室
の床の間に飾り︑
次は茶会の始まり
です︒亭主は︑Ｙ
さんを含め３人の
女性患者さんが務
めました︒力が無
いから少し時間が
かかったり︑泡立ちが今一
つだったりしたのですが︑
参加した患者さんは茶菓子
とお茶を美味しそうに飲ん

でいました︒最後まで席を
立つ人もなく︑風情を味わ
うことができたと思います︒
最後に︑その生け花は病
棟のデイルームで他の患者
さんの目も楽しませてくれ
ました︒
︵林病院 北２病棟
看護師 目黒峰雄︶

▲研修初日に参加者で記念撮影

ぽかぽかのお花見日和の
４月７日︑デイケアでは林
病院中庭にて栄養科特製の
お花見弁当をいただきまし
た︒例年︑お花見レクに合
わせて栄養科が事前におか

さんはがんばり︑予算のこ
とも考えて花屋ではじっく
りと吟味して生花を選び︑
病棟で見る姿とは別人のよ
うでした︒また︑花を生け
る段階になってＹさんは車
イスより立ち上がり︑右に

林財団

▲大満足のお弁当
▲自分でお茶を点てました

当は作ってもらえるとにな パンジーを摘んで各
テーブルを彩ります︒
りました︒
当日は︑午前中からみん そして﹁デイケア桜
なでゆっくり会場づくり︒ カーニバル﹂と称し
ディスタンスを考えながら︑ て︑みんなで咲かせ
ゴザを敷いて机や椅子をセ た立派な桜木を会場
ずのリクエストをとってく ッティング︒園芸プログラ の中心に添えました︒
れて︑折り詰めの立派なお ムで大切に育てた花盛りの チューリップを絵手
花見弁当を作ってくれます︒ チューリップやアネモネ︑ 紙にしたためたり︑
ウノや将棋︑オセロ
コロナ禍の今年はみんなで
ゲームで各々春の陽
お花見に外出することがで
気を楽しみながらお
きなかったのですが︑お弁
弁当を待ちました︒
いよいよお花見弁
当が届けられ︑ほぼ
リクエスト通りのお弁当に
みんな大満足！﹁たけのこ
や菜の花︑桜餅が入ってい
て季節を感じた﹂﹁お弁当
を開けた時うわーってうれ
しい気持ちになった﹂など
の声が聞かれました︒コロ
ナ禍で我慢が続く毎日です
▲テーブルも花で飾り付け
▲見事な生け花は床の間に

林病院

▲手作りの素敵なしだれ桜

﹁お茶やお花をしていた﹂
という言葉を思い出し︑野
点を思いつきました︒晴天
の下で野点と思っていまし
たが︑あいにくの雨で作業
療法の茶室でおこないまし
た︒当日の買い出しからＹ

▲道具も揃えて

林病院 北２病棟

３月のレク担当になり︑
患者さんが主体のレクをや
りたいと思い︑患者さんが

風情を味わう一服
野点でお茶とお花
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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

尾 原

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？
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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）
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火

田 中

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

前 田

●毎月楽しみにしています︒ ●ひなまつりレクすごく楽
野菜の情報を得て︑体調管 しそうですね︒女性はおひ
なさま男性はお殿さまで記
理に気を付けたいです︒
︵由井佳代子︶ 念にとるなんてすごくよか
●暖かくなり我が家の周り
ったと思います︒甘酒本当
の木々も芽吹き始めました︒
趣味で栽培している路地ぶ ●４月初めというのに日中 においしそう︒好評でよか
︵月野うさぎ︶
どうも芽を出し始めました︒ 気温は 度︒体感はゴール ったですね︒
今年はひと種類増やしピオ デンウィークの様相です︒
ーネを植え付け３種類とな おさまらないコロナ感染の ●﹁こおり銀座カフェ﹂の
りました︒実ったぶどうは 状況に﹁なんで日本国内の 手作りパーテーションや屋
知り合いに差し上げたり︑ ワクチン開発がこんなに遅 外でのカフェ︑色々工夫し
子どもたちに送ったりして れているのだろう﹂と︒政 ながらとても素敵な時間を
楽しんでいます︒田んぼの 治リーダーが本気で取りく 過ごされたことと思います︒
︵崎本敏子︶ コロナ禍の中でいつも皆の
コメ作りと畑の野菜作りを んでないから︒
気持を汲んでくれ︑何がで
頑張ります︒ ︵山﨑晶弘︶
●食べることの好きな私︒ きるかを考えてくださり本
いただきます︑ごちそうさ 当にありがたく感じていま
す︒
︵原田恵子︶
ま大好きなことばです︒
︵林信子︶
●毎号載っている折り紙作
品のお花︑凄いです︒生で
●英検準一級に挑戦のＧａ
ｔｏ 様頑張ってください︒ 見ると立体的で感動しまし
︵クリームパン︶
他の人のはげみになります︒ た！
︵上原泰彦︶

吉 井

●大学時代の友人から﹁市
議会議員選挙に立候補する
ことになった︒おもしろい
よ﹂との連絡を受けました︒
彼は同級生でも２歳年上で
歳︒よっぽど若い人がい
ないのかと思い︑大丈夫か
なとも思いました︒学生時
代から弁も立ち行動力抜群
の彼︒早速︑ゼミ仲間に知
らせ支援活動を開始︒４月
日投開票︒ ︵禰屋祐司︶
●後楽園の梅︑綺麗ですね︒
私も見ました︒桜も見に行
きました︒デイケアの見学
に行きました︒楽しそうに
しているのを見て︑私も参
加することにしました︒作
業所とデイケア両方を自分
のペースでやっていこうと
思います︒作業所での大切
な仲間や友達︑大切にして
いきたいです︒
︵光実愛美︶

吉 井

午後

原

午前

吉 井

休診

尾 原

休診

●食の豆知識︑読みました︒
毎年タケノコを待っていま
す︒あの食感いいんです︒
田舎でとれたら︑すぐかま
どで湯を沸かし茹でて持ち
帰ります︒ご近所にもお分
けして喜ばれます︒昨年は
イノシシの害で採れません
でした︒今年は採れるのを
待っています︒
︵住寄善志︶
●紙面のカラーはスキだし
ステキです︒編集部の皆さ
んご苦労さまです︒
︵門東美知子︶

●食の豆知識でタケノコが
載っていましたが︑栄養豊
富なんですね︒我が家も隣
家の方が︑糠付きでくださ
いました︒蕨と一緒に炊い
たり︑てんぷらにしたりと
春を感じながら美味しくい
ただきました︒﹁御馳走
様﹂でした︒ ︵原康子︶

吉 井
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●１日も早いコロナの終息
を願い︑マスクがはずせる
日を待っています︒
︵新谷民子︶

北 山

重度認知症患者
デイケア

田

金

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

木

（月）〜（土）
9：00〜15：00

水

（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

火

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。

月

土 ※1

田

※2

⑫一、十、百、千……

本

廣 中

⑩手土産の折詰の中身

⑦高くして寝る

19
18
17

E

⑱凶暴なワンコ

C

⑰○○、中、小

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 （2021.5.1〜）

林病院

い」

（敬称略）
▼新谷 民子

⑤切り口が星型の野菜

B
E
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⑲あるなし。「○○を言わせな

▼光実 愛美

⑧試しに作ること

D

▼門東美和子

④今日の次の日

16

⑯ほんの少しの暇。「○○○を

D

⑳睡眠時に未来の出来事を見る

▼クリームパン

惜しむ」

▼大西 重幸

⑦風邪や花粉の予防に口元を覆う

15

⑬これより勝る食い気

クロスワードパズル
➡ ヨコのカギ
●

14

⑮無駄にすること

B

⑭最近は鼻から入れて撮影

⑪会の進行役

パズル当選おめでとう

③田んぼの番人

hamawww@po.harenet.ne.jp

⑥子どもは親のここを見て育つ

林友の会「心のひろば」編集部

②缶詰のマグロ

宛先：〒703-8520 岡山市中区浜472

⑨５月は柏餅、３月は？
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④ブルー
差

①書画の作者の印
①回転しながら昇り降りする段

A

第445号
の答

●春になり︑診察の往復の
道路脇に咲く満開の桜につ
い目をとられます︒行きは
ほんの少し散っていました
が︑帰りは桜吹雪でした︒
私はお花見に行きませんが︑
綺麗な桜の花に心が癒され
ました︒ ︵動物好き女︶
●今年の春は︑早く温かく
なったようです︒サクラの
開花も早かったし︑気がつ
けばツツジや藤の花も咲い
ているようです︒４月
日︶ツバメの姿ももうすぐ
でしょう︒ ︵井原誠司︶

15

⬇ 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：５月15日
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2021年５月１日（発行 毎月１回１日発行）（６）
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