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日時：７月26日㈪ 17時45分〜
場所：中区役所前

日時：７月14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）

どなたでもお気軽にご参加ください。

日時：７月８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71回行動 スタンディング

スタンディングでのアピール行動です。

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。

林 友 の 会

▲昨年、
収穫できたスイカ

岡山市中区浜四七二

日時：７月12日㈪ 15時〜16時半
場所：林病院ひまわりホール

〒

よせください。

発 行

載、６月号に同封した総会議案について

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

▲皆で助けあいつつ活動しています

しますのでご了承ください。５月号に掲

八
―八一一㈹
二
―九五七直

のご意見を定期総会までに事務局までお

役に立っている思
いや達成感を感じ
ながら活動してい
ます︒
メンバー間で病
気についての思い
や戸惑いを話すこ
とで︑同じような
経験をしている仲
間からの話に勇気
づけられることが
多くあるようです︒
同じ病気だからこそ分かり
合え︑他のメンバーの乗り
越え方や考え方を共有でき︑
乗り越える気持ちになれて
います︒互いに思いやる絆
が生まれ︑活動日は笑い声
が絶えない１日になってい
ます︒
︵岡山ひだまりの里病院
精神保健福祉士
山川ちづる︶

対策のため20人程度の参加での開催と

電話︵〇八六︶二七二

望等を発言いただきたいのですが、感染

石 田 正 也

なさんにご参加いただき、ご意見やご要

電話︵〇八六︶二七二

であれば、定期総会には多数の会員のみ

703−
8520

紙代一部 円︵郵送料 円︶

総会」を下記の日程で開催します。本来

発行責任者

のため延期としていた「2021年度定期

15

448
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認知症は広く知られる病
気となり︑早期に受診され
る方も増え︑初期や若いう
ちに認知症の診断を受ける
方が多くなっています︒診
断はされても︑すぐに介護
保険サービスにつながる方
は少なく︑診断からサービ
ス利用までに
﹁空白の期間﹂
が生じています︒岡山ひだ
まりの里病院デイケアでは︑
認知症でもまだ何かやれる の皆さんの思いもあり︑﹁空
ことはある！という当事者 白 の 期 間 ﹂ の 支 援のひとつ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大

としてワーキングプロ グ ラ
ムを立ち上げました︒
メンバーの皆さんの話し
合いで﹁きぼうのわ﹂と名付
けました︒認知症による自
分自身の変化や周囲の環境
への戸惑いを感じている中
でも︑同じ病気を持つ仲間
との出会いが﹁希望﹂に繋
がるようにとの意味を込め
ています︒マスク作りや畑
作業などの生産活
動を通し︑自分た
ちにもこんなこと
ができる︑ひとり
では難しくてもみ
んなの力を合わせ
ればできることが
ある︑と皆さんの

2021年度定期総会

▲水やりも役割のひとつです

▲草とりや芽つみ、花つみなどやることはたくさん
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思いも戸惑いも仲間と共有
デイケア「きぼうのわ」
岡山ひだまりの里病院

こ だ ま

▼民医連の月刊誌﹁いつで
も元気﹂
に︑﹁医者の言い分﹂
﹁患者の本音﹂というコー
ナーがあり︑いつも楽しみ
にしている︒私は看護師だ
が︑最近は患者家族として
医療や看護と向き合う機会
が多かった︒
▼先日︑夫が末
期がんで受診した時︑長女
が東京から帰省する事を告
げると︑﹁フェイスシールド
を付けて会って下さい﹂と︒
﹁えっ？これが最後になる
かもしれないのに？そんな
事できるわけがない﹂と言
葉に詰まってしまった︒そ
の時の哀しそうな夫の顔と
肩を落とした痩せた背中が
忘れられない︒でも︑医師
の対応は間違っていない︒
医師としては当然の対応だ
ったが︑なんだか切なかっ
た︒▼入院した時は︑﹁誰も
話をゆっくり聴いてくれな
い︒
これが緩和病棟なのか﹂
と夫は言う︒身の回りの生
活援助は本当にテキパキと
よくしてくれているし︑い
つも優しい対応をしてくれ
ている︒でも忙しそうだな
︒詰所に行くとパソコ
あ …
ンに向かった背中が並ぶ︒
看護師としてその大変さが
わかる部分もあるし︑家族
として﹁一人の人間が最期
を迎えようとしている︑そ
の時にもっと丁寧に個人に
向き合って欲しい﹂と思う
部分もある︒▼人間の命に
対峙する医療や看護はもっ
ともっとゆとりが必要だし︑
コロナ災害で簡単に崩壊し
てしまう脆弱な医療体制で
は︑患者家族も医療者も救
われないという事が今更な
がらよくわかった︒
︵Ｍ・Ｙ︶

５月に東京をスタートし
た﹁原水爆禁止国民平和大
行進﹂が７月 日に岡山県
入りします︒今年 年目を

原水爆禁止国民平和大行進

63

迎える平和行進は︑被爆
地の広島・長崎をめざし
て８月まで全国各地で取
り組まれています︒
岡山県内では︑広島県
に引き継ぐまでの 日間︑
新型コロナウイルス感染
症の感染防止対策をおこ
なった上で︑短時間の行
進がおこなわれる予定で
す︒併せて︑自治体訪問
や原爆慰霊碑前での集会︑
スタンディングなどの行
動が計画され︑ＳＮＳに
メッセージボードを掲げ
た写真・動画を投稿する
﹁♯おうちで平和行進﹂
や﹁署名ラリー﹂運動も
呼びかけられています︒ま
た︑毎年８月に開催される
﹁原水爆禁止世界大会﹂も︑
昨年同様に８月６日に広島
大会︑９日に長崎大会がオ
ンラインでおこなわれます︒

実施状況やご意見などを連載でお届けしています︒

心身障害者医療費公費負担制度について︑全国での

医療費公費負担制度

当事者の願いに寄り添い
健康に生きる権利まもる

11

も全診療科の医療費補助﹂
を求める運動に対する声
明︼が読み上げられました︒
精神障害者の生活実態調
査はあまり目にしませんが︑
精神障害により安定した就
労収入を得ることができな
かったり︑障害年金は受給
をしていても年収１００万
円以下で生活されている人

多数の人が集まっての行動
はまだまだ制限があります
が︑一人ひとりができる形
で思いをアピールし︑核兵
器廃絶の運動を継続してい
きましょう︒なお︑﹁唯一
が圧倒的に多いのが現状で
す︒医療に関しても︑精神
科は自立支援医療の適用で
すが︑難治性で長期化する
ため医療費を捻出すること
自体が大変なことです︒尚
且つ内科や歯科に通院する
と３割負担が重くのしかか
ってきます︒
権利擁護と社会福祉の増
進を使命とする私たちソー
シャルワーカーは︑こうい
った当事者の方々の苦しみ
に寄り添い︑共に身体障害
や知的障害の方たちと同様
の医療保障を勝ち取ってい
きたいと思います︒
︵林病院
精神保健福祉士
星昌子︶

の戦争被爆国 日本政府に
核兵器禁止条約の署名・批
准を求める署名﹂も︑引き
続きのご協力をよろしくお
願いします︒
︵事務局 頭師裕貴︶

ご意見募集
林友の会では︑精神障害
者の全診療科での医療費助
成の実現に向けて︑様々な
立場の方からのご意見・応
援メッセージを募集してい
ます︒お寄せいただいたご
意見やメッセージは紙面で
ご紹介し︑運動の前進につ
なげたいと考えています︒

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

086-272-2710

【処方箋受付FAX】

086-272-2713

〒703-8256 岡山市中区浜621-1

検索

つばさ薬局

高度で難しくなるので︑多
くの子どもたちが劣等感に
悩まされます︒これらの要
因から︑お子さんの心は
﹁風邪を引いたライオン﹂
のように︑不機嫌で危険な
ものとなりやすく︑親御さ
んも対応に苦心されるわけ
です︒さて︑このような状
態のお子さんにどのように
声掛けすれば︑﹁やる気﹂
や﹁自尊心﹂を持てるので
しょうか︒
そもそも自尊心というも
のは︑﹁無条件にあなたを
愛している﹂というメッセ
ージを︑お子さんが生まれ
たときから送り続けること
で育つものです︒障害があ
っても︑走るのが遅くても︑
勉強ができなくても︑人と
比べることなく︑何があっ
ても﹁今︑ここ﹂にいるお
子さんの元気が出るように
支えるという一貫した姿勢
が︑お子さんの心に自尊心
を芽生えさせるのです︒
﹁〜できない子は嫌いよ﹂
というような条件付きの愛
による声掛けでは︑自尊心
は育たないのです︒
一方︑やる気については︑
﹁馬を水辺に連れていくこ
とはできても︑水を飲ませ

【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】
Ｑ 小学校高学年です︒思
春期に入りかけ時々反抗
的な返事があります︒や
る気や自尊心が持てる声
掛けの工夫を教えてくだ
さい︒

つばさ薬局

Ａ 思春期のお子さんへの
対応には気を遣いますね︒
思春期には身体の成長に伴
い性への目覚めが起こり︑
新たな欲求不満を感じるよ
うになります︒また︑自我
の発達に従い︑自分を抑え
つけようとする親・先生・
社会などに対して反抗・攻
撃するようになり︑親より
も仲間と共に行動し社会性
を高めていくことから︑心
理的な親離れが進みます︒
さらに︑学校で教わる知識
や技術の量が急増し︑質も

ることはできない﹂という
諺︵ことわざ︶がすべてを
物語っています︒勉強が嫌
でたまらないお子さんに︑
﹁お父さんの後を継いで医
者になって﹂とか︑﹁平均
点が取れなくて情けない﹂
というような勝手な思いを
押し付けても︑やる気は出
てきません︒お子さんが
様々な体験を重ねていくな
かで︑何らかのきっかけで
心の底からやる気が湧き出
てくるまで待てばいいので
す︒でも︑ただ待つだけで
はなく︑日頃からお子さん
が何に興味関心を示してい
るのかをよく聴き︑よく理
解した︵信じた︶上で︑お
子さんの思いが実現する方
向で支援していくことが大
切なのです︒つまり︑﹁あ
なたを応援している︒私に
できることがあったら何で
も言ってね﹂と伝えてあげ
れば︑お子さんの自尊心も
やる気も育っていくのです︒
︵相談員 福田求︶
子育てのお悩みを林友の
※
会事務局までおよせくだ
さい︒子育て・教育なん
でも相談ネットワークの
相談員がお答えします︒

学習支援・電話相談の
子育て・教育なんでも
相談ネットワーク
月〜金 時〜 時
℡０８６ ２
‐２６ ０
‐１１０
お気軽にご相談ください
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私は︑林病院でソーシャ
ルワーカーをしています︒
岡山県には︑精神科病院や
精神障害にかかわる福祉事
業所で働くソーシャルワー
カーの職能団体︑﹁岡山県精
神保健福祉士協会﹂があり
ます︒６月 日に総会がＷ
ｅ ｂで開催され︑その中で
︻岡山県に﹁精神障害者に

10

核兵器のない世界求め
平和への思いアピール
19
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心して楽しんで頂けるよう
ホーム内でできる事を模索
してきました︒
この一年で新しく始めた
のは︑入居者さんの日々の
会話の内容や変化を書いた
手紙を毎月ご家族に送付す
ることです︒﹁日々の様子
がよくわかる﹂と言って頂
いたり︑﹁昔はこうだっ
た﹂と教えて下さり︑手紙
を通して私達も新たな情報
を頂いています︒またタブ
レットを購入し︑昨年末か
らはＬＩＮＥ動画を利用し
た面会を開始しました︒面
会以外にも︑ご家族からの
差し入れや誕生日会のケー
キを喜んで食べられている
写真を送ったり︑入居者さ
んが会いたいと言えば連絡
を取るなど新しい家族交流
の場となっています︒

誤しながらコロナ禍に負け
ないように今後も新しい事
に挑戦していきたいと思っ
ています︒
︵グループホーム
ひだまりの家ホーム長
大井宣子︶

憲法９条︑
いまこそ守るとき

海辺を歩いたことを思い出
します︒今年は︑残念なが
ら大々的な行進は中止とな
り︑規模を縮小して行進が
おこなわれます︒
そこで︑私は職場
の仲間を誘って
﹁署名ラリー﹂に
参加しています︒
１人 筆の署名を
集めるチャレンジ
です︒署名を集め
ていると︑﹁集め
て何か意味がある
ん？﹂と聞かれた
ことがあります︒
署名をすること
が︑直接的に平和

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︒
♪青い空は︑青いままで
子どもらに伝えたい♪
雲一つない夏空の下︑この
歌を聴きながら平和行進で

活動のなかから国家資格を
持った職員が専門的︑治療

90

職員が持ち前の芸を発揮
してレクレーションをした
りカラオケをしたりもして
います︒うなぎのテイクア
ウトや卓球等︑入居者さん
の希望を叶える機会を沢山
設けています︒日々試行錯
࠻ࠢ

います︒
わたぼうしでは︑楽しい

▲メッセージボードでアピール（左が金関さん）

ʐΚʊʴʊ˘ᇴː
ʪʰʒːʞˑឞ
重度認知症デイケアわた
ぼうしでは︑認知症状の改
善と進行予防を目的とした
活動や関わりによる治療的
取り組みを行っています︒
その中で新たに始めた﹁今
日の日記﹂を紹介します︒
﹁今日の日記﹂は名前︑
日付と天気︑自由欄からな
る小さな用紙です︒公認心
理師として関わる中で︑利
用者さんが徐々に見当識の
わからない項目が増えてい
く︑文字が思い出せない︑
書けなくなるなどの変化を
目にすることがあります︒

▲日記を書いていただく台紙

林病院

少しでも状態の維持を図る
と共に︑自分の想いを表出
し︑さらに︑朝のつどいで
発表することでお互いの想
いを知り︑利用者間のつな
がりを感じてもらいたいと
いう思いがきっかけでした︒
開始後４か月が経ちまし
たが︑毎朝自宅で本や新聞
を読んで書く事をメモして
くる方︑進行予防にと来院
して感じたことを書く方︑
その日の体調を書く方な
ど︑意欲的に楽しんで取り
組まれ︑オリジナルの日記
として定着しています︒ま
た︑隣の方に日
付を教えてあげ
る︑用紙を綴じ
てあげるなど︑
自然と利用者さ
ん同士で関わる
様子が見られる
ようになり︑予
想以上の効果を
もたらしてくれ
ています︒職員
側も利用者さん
の想いや精神状
態を知るツール
として活用して

▲他の方にも見ていただけるよう壁に掲示

オンライン面会でつなぐ
新しい家族交流の場
グループホームひだまりの家

新型コロナ感染症の感染
拡大から早一年︒面会制限
下でもご家族との繋がりを
絶たず︑入居者さんにも安

▲ケーキを食べながらご家族と共にお祝い
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につながるわけではありま
せん︒そう思う気持ちが分
かる部分もあります︒しか
し︑今年１月に発効した核
兵器禁止条約では︑多くの
署名と草の根の運動が世界
を動かしました︒
ミャンマーで︑香港で︑
自由や民主主義︑社会正義
を守ろうと︑私と年の変わ
らない人たちが声をあげ︑
運動を起こしています︒連
帯を示すことはできない
か︑青い空は青いままでい
るために︑私が今できるこ
とは何だろうと考えます︒
今私が一番身近にできるこ
とが署名です︒友だちに︑
署名用紙をもって話をする
ことは勇気がいりますが︑
この夏も︑署名用紙をもっ
て︑一人でも多くの人たち
に署名をもらい︑頑張ろう
と思っています︒
︵精神保健福祉士
金関秋音︶

的な視点で関わりと支援を
行なっています︒そして︑
①認知症の症状があれば年
齢に関係なく利用できる︑
②介護保険ではなく医療保
険で利用いただける施設
で︑介護サービスとの併用
も可能︑③自立支援医療制
度を使える︑などの特徴が
あります︒認知症のことで
お困りのことがあれば︑な
んでもご相談いただきたい
と思っております︒
︵林病院 わたぼうし
公認心理師
横山由希子︶

認知症デイケア
（月）〜（土）
9：30〜15：30

相談員

声

金

北 山

●父がひだまりの里病院で
お世話になっております︒
心のひろば︑毎回楽しみに

木

廣 中

●家庭菜園に挑戦していま
す︒何種類かある中でもト
マト︑ゴーヤが特に元気に
育っています︒毎朝育ちぐ
あいを見るのが楽しみです︒
さらに楽しみなのは︑食べ
られる日です︒
︵三宅淑美︶

吉 井

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？

北 山

（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

吉 井

ナイトケア

岡 崎

火

岡 崎

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

林

●３年前の異常気象以来︑
夏の猛暑に危機感をもちま
す︒気温の高い日中は外出
をさけ︑陰りかけた夕方に
分程︑神社の森を散歩す
るのが日課に︒木や草花を
じっくり観察︑鳥の鳴き声
を追ったりし︑自然の力を
とり込んで日一日をやり過
しています︒
︵吉倉外喜子︶

林

●６月 日﹁時の記念日﹂ しています︒ ︵Ｅ・Ｗ︶
を祝うかのように﹁トケイ
ソウ﹂が咲いています︒不 ●毎日コロナでつかれます︒
思議な植物で花が時計そっ でもがんばるしかないです︒
︵京子︶
くりです︒遊びに来る子ど 皆様も気をつけて︒
もたちに紹介しています︒
︵住寄善志︶ ●祖父が 歳で︑今年が最
後になるかもとお花見の予
●大勢で平和行進できるよ 定を立てましたがあいにく
う一日も早いコロナ収束を の雨で行けず︑４月６日に
願っています︒
︵原田貴進︶ 亡くなりました︒見には行
けませんでしたが︑コロナ
●デイケア利用者です︒春 禍の桜吹雪の中︑たくさん
の芸術祭の記事が良かった の方がお別れに来てくれま
︵Ｙ・Ｏ︶
︵鯉のぼり手伝いました︶︒ した︒
コロナ禍で大変でしょうが
色々考えてくれるスタッフ
の皆さんに感謝です！
︵ヒロヒロ︶

前 田

●新人看護師集合研修の記
事をみて︑自身が入職した
ときの事を思い出しました︒
覚えることも多く大変だと
おもいますが︑楽しく仕事
ができますように︑祈って
います︒
︵みかさ︶

尾 原

●夏野菜が大きくなってき
ています︒トマトやピーマ
ン︑インゲン豆︑とうもろ
こしなど︑食卓に並ぶのが
楽しみです︒くだものでは︑
ぶどう︑栗︑柿︑みかんな
ど秋の実りを願い日々お世
話しています︒
︵山﨑晶弘︶

清 光

●お花見ドライブきれいな
桜が見れてよかったです︒
室内レクも満開の桜見なが
ら楽しそうですね︒桜餅お
いしそう︒私も食べたいと
思いました︒
︵月野うさぎ︶

●消費期限と賞味期限︑い
つの日からか区別して表示
されるようになった事は知
っていましたが︑劣化の激
しい食品と保存のきく食品
に区別して表示されていた
とは知りませんでした︒こ
れから︑食中毒が増える時
期になります︒気をつけた
いと思います︒ ︵ずんこ︶

岡 本

午後

田 中

午前

前 田

休診

尾 原

休診

※2

●昨年︑話題にした北病棟
の﹁ツバメの巣﹂
︒
今年も巣
を造り︑抱卵をしていまし
た︒その後︑カラスかスズ
メかの〝襲撃〟を受けたよ
うで︑親ツバメもいなくな
りました︒病院の近くには︑
つがいのツバメが飛んでい
ますから︑どこかに巣をつ
くり直しているのでしょう︒
来年もまた︑巣を造ってほ
しいです︒ ︵井原誠司︶

●デイケア春の芸術祭︑素
晴しい作品ですね︒アイデ
アも良いし作った方の気持
ち伝わってきます︒コロナ
で鬱々としている時︑明る
さに癒されました︒ありが
とうございます︒
︵原康子︶

吉 井

トケイソウ

●コロナコロナで明けて暮
れた昨年でしたが︑今年も
コロナコロナで５カ月経過
しました︒延期となったオ
リンピックをなんとしても
開催したい︑そんな思いで
逆算しての対感染防止策が
見え見えの今日の国や東京
都︒そして〝あおる〟マス
コミ︒冷静な視点で判断が
求められます︒
︵禰屋祐司︶

●田植えが終りました︒ひ
ょろーとした苗が田んぼ一
面に︒おおきゅう育てーよ︒
︵上原泰彦︶

吉 井
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●国民の命と暮しを犠牲に
した五輪の強行には絶対反
対です！ ︵すんちゃん︶

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

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

水

15
14

E

⑯⇔注文品

電話相談

へお電話ください。

火

土 ※1

月

A

⑮草食動物の食べ物

C

13

⑯無意識でやってしまうこと

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 （2021.7.1〜）

林病院

⑫ヤブから登場！

12

⑭小さい建物

８
７

⑨スポーツ

本

廣 中

（敬称略）
▼若葉恵美子

⑦漢字四つで表現される成句

D

▼みかさ

16

▼原田 恵子

E

▼Ｙ・Ｏ

D

▼ヒロヒロ

⑥温めた牛乳の上にできる

④１段〜９段まで暗記して覚え

C

⑭カメの○○より年の○○

パズル当選おめでとう

③他の流派

B

⑬引っ越し

⑬詳しいこと。「○○○面談」

B

⑩黒い海藻

⑧○○○ドア、○○○販売機

89

11
10
９

⑥背中をかくための道具
hamawww@po.harenet.ne.jp

る

林友の会「心のひろば」編集部

⑤○○と言えばカァ

宛先：〒703-8520 岡山市中区浜472

⑪隣の人

モ ノ ホ シ ザ オ

６
５

①ここから駒が出ることもある

②簡単にいうとボディガード

30

４
３
２
１

①発明の母だそうです

A

第447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：７月15日

2021年７月１日（発行 毎月１回１日発行）（４）

ば
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第448号 （昭和59年３月19日第三種郵便物認可）

