わたぼうしの３
月のレクは︑初め
ての試みとなるす
ごろくでした︒利
用者さんたちが楽
しめるすごろくを
と︑オリジナルの
すごろくを作成し
ました︒当日は︑
男女に分かれてい
ただき︑男性をお
内裏様チーム︑女
性をお雛様チーム
としました︒ルー
ルはご存じの通りですが︑
途中︑ヘビのいるマスで止
まったら振り出しに戻る︑
はしごのあるマスで止まっ
たら先のマスへワープする
といった仕掛けを設けたと
ころ︑皆さん興味深々︒い
よいよゲームスタートです︒
皆さんすごろくは経験があ

〒

八
―八一一㈹
二
―九五七直

林 友 の 会

岡山市中区浜四七二

第 号 二〇二二年四月一日
発 行

電話︵〇八六︶二七二

石 田 正 也

日時：４月14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）

電話︵〇八六︶二七二

日時：４月19日㈫ 17時半〜
場所：国清寺交差点

日時：４月13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）

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。

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。

発行責任者

第79回行動 スタンディング

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。

予定が変更になる場合
もあります︒事前にお問
い合わせください︒

50

こ だ ま

▼今の私の大きな関心事は
ロシアのウクライナ侵攻で
す︒第２次世界大戦以降で
最も世界的規模の戦争に近
づいた時代と言えるでしょ
う︒
▼毎日︑インターネットや
テレビでウクライナの現状
が流れています︒女性や子
供たちが路頭に迷い︑命か
らがら隣国ポーランドを目
指している様子や︑産院や
病院が爆撃され妊婦や乳児
が犠牲になった様子に怒り
がわき︑無力感にさいなま
れます︒
▼国家間の対立は外交によ
って解決するのが当たり前
であって︑武力により解決
しようとする行為は︑外交
の失敗であり歴史を逆行さ
せる行為だと思います︒プ
ーチン大統領はどうしてこ
のような暴挙に出てしまっ
たのでしょうか︒
▼国民の意見に耳を傾けな
い︒知識人や研究家の言論
を封じ込めるなど自分に都
合が悪いことは言論統制と
弾圧によって国民の知る権
利をも迫害していく︒異国
のこととは思えない恐怖を
覚えるのは私だけでしょう
か︒
▼私たちは何をすべきか︒
日本国憲法第 条﹁この憲
法が国民に保障する自由及
び権利は︑国民の不断の努
力によって︑これを保持し
なければならない﹂
︵Ｍ・Ｈ︶

12

集団的自衛権の行使に反対する中区の会

あじさいの会

家族交流会

ゆとりの会

当事者交流会

▲工夫をこらしたオリジナルのすごろくシート

日時：５月14日㈯ 午後
場所：林病院中庭

ますので︑認知症のことで
お困りのことがあれば︑な
んでもご相談ください︒
︵林病院 わたぼうし
公認心理師
横山由希子︶

１年の活動を振り返り、今後の活動方針
を確認します。人数を制限して野外での開
催を予定しています。詳細は次号でご案内
します。

15

457

るため︑順番がくるとスム
ーズにサイコロを振ってテ
ンポよく進んでいきます︒
先攻チームが数の多い目を
出すと﹁おー﹂と歓声があ
がります︒その後も︑遅れ
ているチームが逆転すると
﹁追い越されたー﹂﹁やっ
たー！﹂と笑い声︒また︑

リードしていたのにヘビの
マスに当たり振り出しに戻
ると﹁えー︵涙︶﹂︑はし
ごのマスに当たりゴール前
にワープすると﹁もうすぐ
ゴールじゃが﹂とチーム関
係なく一喜一憂する利用者
さん︒﹁次は３よ！３を出
すんよ﹂とサイコロを振る
人に声を掛け︑その通りの
目が出ると﹁すごーい﹂と
一同拍手喝采︒職員も利用
者さんも一緒になって盛り
上がり︑初のすごろくは大
成功に終わりました︒
わたぼうしでは楽しい活
動のなかから︑国家資格を
持った職員が専門的︑治療
的な視点で関わりと支援を
行なっています︒認知症の
方やそのご家族︑介護者の
方と︑地域の中で共に活動
していきたいと思っており

2022年度 定期総会

▲ヘビとはしごの仕掛けにドキドキ
▲「１が出ますように」と念を込めて…それ！

（昭和59年３月19日第三種郵便物認可）第457号
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サイコロの目に一喜一憂
すごろく楽しんだひなまつり

心配せずに暮らしたい
医療費助成の実現を

8,319人

152,075件

2018年度 3億1,230.3万円 2億7,256.6万円 3,973.7万円

2019年度

1,710人

7,484人

9,194人

171,987件

2019年度 3億4,899.1万円 3億 372.8万円 4,526.3万円

2020年度

1.853人

7,995人

9,848人

180,676件

2020年度 3億6,256.9万円 3億1,281.6万円 4,975.3万円

どこの病院の処方箋も受付致します

要りました﹂という当時に
聞いた話を思い出しました︒
退院後の生活について︑
親としては期待も不安もあ
ります︒私たち夫婦も 歳
を越えました︒動けなくな
る前に何をしてやればよい
のかと思います︒親亡きあ
と︑他の病気の治療費を心
配せずに暮らせるよう︑岡
山でも医療費公費負担制度
を実現して頂きたいと願っ
ています︒
︵あじさいの会
山内弘子︶

︻新玉ねぎ︼
春野菜の美味しい季節に
なりました︒今回は︑﹁新玉
ねぎ﹂について紹介します︒
新玉ねぎは︑収穫してか
らすぐに出荷するため︑み
ずみずしく︑辛味が少なく︑
食感がやわらかいのが特徴
です︒甘みが強く辛味が少
ないので︑スライスしてサ
ラダなどで食べるのがおす
すめです︒

︻成分︼
香りや辛味のもととなる
硫化アリルが含まれていま
す︒この成分は︑ビタミン
Ｂ１の吸収を高め︑疲労回

通
※院の場合︑１人が１医
療機関にかかるごと１件に
なり︑例えば︑１人が毎月
内科と整形と歯科にかかれ
ば３件 ×カ月で 件にな
ります︒
この助成が始まって以降︑
手帳を申請される方は増え︑
手帳所持者も助成額も増加
しています︒家族で抱え込
むケースが減ることにつな

36

検索
つばさ薬局

6,772人

〒703-8256 岡山市中区浜621-1
1,547人

086-272-2713
2018年度

笑顔を大切にする薬局です

奈良の制度紹介
奈良県は２０１７年４月
１日より全市町村で精神保
健福祉手帳︵県が発行︶の
１級︑２級を持っている方
に医療費助成事業を行って
います︒︵同一月︑通院は１
医療機関ごと５００円上限︑
入院は１０００円上限︶実
施は市町村︑県は半額を市
町村に補助しています︒

復に役立ちます︒ほかにも︑
血液をサラサラにする効果
も期待できます︒

︻選び方︼
持ったときに重みがあり︑
表面にツヤのあるものです︒
また︑上の真ん中︑軸のあ
たりを軽く押してみてへこ
まないこともポイントです︒

︻１品レシピ︼
生食も良いのですが︑私
のおすすめは︑﹃丸ごとレ
ンジ蒸し﹄です︒
①玉ねぎは上下を切り落と
して皮をむき︑根元に十字
の切込みを入れる︒
②耐熱容器に①をのせて軽
くラップをかけ︑電子レン
ジで５〜６分程度加熱する︒
③かつお節をのせ︑ポン酢
をかける︒
みなさんも︑とろっと甘
い新玉ねぎを味わってみて
ください︒
︵管理栄養士 岡部舞︶

がると思います︒
︻資料は２０２１年 月発
行の奈良県の精神障害者家
族会連合会︵まほろば会︶
の会報から一部抜粋︒なお︑
奈良県は市町村別の資料を
公開しています︼

11

食の
豆知識

12

一

般

後期高齢者

086-272-2710
【助成金額】

つばさ薬局
心身障害者医療費公費負担制度
林病院に息子︵ 歳︶が
２年ほど入院しています︒
大変よくなり退院に向け調
整中です︒息子は大学卒業
後︑３年余り一人暮らしを
して東京で働いていました
が︑﹁他人から常に監視さ
れている怖さと悪口を言わ
れているような辛さ﹂の中
で退職となりました︒どん
なに苦しんだのかと思いま
す︒それから 年︑東京・
奈良・岡山の民医連の病院
のお世話になっています︒
別居していましたが︑病状
が悪化したため︑数年前に
岡山の息子の近くに引っ越
して来ました︒
心のひろば 月号︑奈良
家族会の奥田和男さんの医
療費の運動についての記事
を見て︑奈良に居た頃の友
人から﹁街頭に立って署名
をお願いしたり議会に傍聴
に行ったり︑子供が精神病
とは周囲になかなか言えな
かったくらいなので︑勇気が
56

【処方箋受付FAX】
（65歳以上）
（65歳未満）

補助確定額
年間補助件数
計
１級所持者 ２級所持者 合

80

【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】

【助成件数】

生活保護引下げ違憲訴訟

３月 日に岡山地方裁判
所で﹁生活保護引き下げ違
憲訴訟︵生存権裁判︶﹂の
公判がありました︒
この裁判は国が２０１３
年から３年にわたり生活保

護基準を平均６・５％︑最
大 ％引き下げたことが︑
生活保護法や憲法 条に違
反するとして減額処分の取
り消しを求めた訴訟で︑今
年で提訴から８年を迎えま
す︒同種の訴訟は全国 都
道府県で争われており︑既
に名古屋︑大阪︑福岡︑札
幌︑金沢︑神戸︑京都︑秋
田では地裁判決が出ていま
すが︑残念ながら大阪以外
では敗訴しています︒
裁判後の報告集会で︑則
武弁護士は﹁貧困と精神障
害という問題がある︒林病
院の林英樹院長にこの問題
で意見書を書いていただい
た︒これを突破口にして減
額がいかに人権を侵害して
いるか証明したい︒今年は
勝負の時︒運動の輪を広げ
て欲しい﹂と訴えました︒
林財団では︑２月の職責
者研修で弁護団の清水弁護
士から裁判の
争点や他の地
裁での判決内
容について︑
林院長から意
見書作成の経
緯についてお
話を聞き︑生
活保護制度や
違憲訴訟につ
いての理解を
深めました︒
この学習を力
に︑今後も支
援と連帯の運
動を広げたい
と思います︒
︵事務局
真田昌子︶
30

10

保護費減額は人権侵害
判決に向け運動広げ
16

2022年４月１日（発行 毎月１回１日発行）（２）
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▲入廷前に行進する原告団と支援者

25

29

作業重ねて作品制作

を﹂という思いから始めま
した︒毛糸のモフモフした
優しい感触に思わず心がほ
ぐれませんか？
こちらの作品は︑しばら
くの間︑林病院内のデイケ
アスペースに飾っていまし
た︒タイトルは﹁ムーミン
谷の仲間たち﹂で︑患者様
やスタッフに選んでいただ
きました︒
毛糸アートの作品が出来
上がるまでには︑元の画を

▲ボンドで毛糸を貼り付け中

トデーが近いこともあり︑
ひなあられを３種類とチョ
コレート︑飲み物は︑カフ
ェオレ︑抹茶オレ︑ココア
オレ︑紅茶オレを用意し︑
患者さんにご自分の好きな
ものを選んでいただきまし
た︒堅いものが食べにくい
方も食べられるようにした
ので︑患者さんからは︑
﹁本当に食べてええん？﹂

拡大する作業︑
張り合わせる
作業︑毛糸を
切る作業︑ボ
ンドで毛糸を
貼る作業など
様々な﹁作
業﹂がありま
す︒その中で︑
参加するメン
バーは︑自分のできる作業︑ ︵林病院 デイケア
したい作業を選びます︒完
精
神
保
健
福
祉
士
成後は︑メンバーの表情が
鳥山彩︶
笑顔と満足に満たされます︒
また︑スタッフも一緒に作
業を行い同じ時間を共有し
ます︒
﹁作業﹂は心を整えると
も聞きますが︑毛糸アート
のように目で見て楽しんで
いただけることもそうなの
ではないかと思っています︒

と尋ねられ︑日頃︑お菓子
を食べられない方も︑喜ん
で食べられていました︒コ
ロナ禍で︑活動の制限もあ
るなかでしたが︑患者さん
の笑顔が見え︑患者さんも
スタッフも楽しく過ごすこ
とが出来たのではないかと
思います︒
︵林病院 南２病棟
看護師 菅野澄子︶

医療職めざすきっかけに
資格者の仕事を紹介

高校生一日医療体験

▲ここから始まる毛糸アート

林病院では︑高校生に医
療に関わる仕事や精神科に

岡山ひだまりの里病院

感染症につきまして、３月17日をもちまして収束しましたこと

をご報告いたします。これまで停止しておりました外来診療に

ついても３月14日から再開致しております。

ついて知ってもらうため︑
毎年３月と８月に﹁高校生
一日医療体験﹂を開催して
います︒院内の見学から始
まり︑心理検査体験︑職種
別に分かれての体験・懇談
などを行い︑たくさんの高
校から参加者が集まる企画
となっています︒今回は︑
人数の制限を設けて対面で
の開催を案内したところ︑
過去最多の 名の申し込み
がありましたが︑感染拡大
の影響でオン
ラインでの開
催に変更とな
りました︒
また︑今回
は長らく開催
出来ていなか
った医師体験
以外の心理
士・薬剤師・
作業療法士体
験も開催しま

当院において２月９日より発生しました新型コロナウイルス

50

見ても楽しい毛糸アート
続きますね︒今回はデイケ
ア︵第二センター︶の活動
を紹介します︒
第 二 セ ンタ ー
は﹁ゆっく
り・ゆった
り ﹂ 過ご す 場
でもあります
が︑時に大き
な作品制作に
取り組みます︒
﹁毛糸アー
ト﹂はその一
つで︑院内に
﹁温かみのあ
る優しいもの
▲思わず触りたくなる⁉

人が参加されました︒パス
テルカラーの和紙で包装し
た空き箱を高く積み上げる
ゲームをおこないました︒
ご本人はもとより︑見てい
る周りの方たちも崩れはし
ないかとハラハラドキドキ
したり︑爆笑したりと楽し
いひと時でした︒レク終了
後には︑ひな祭り︑ホワイ

▲慎重に箱を積み上げます

林病院
▲好評だった選べるメニュー

だんだんと春めいてきま
したが︑まだまだ寒い日が

70

新型コロナウイルス感染症の感染収束のご報告

▲それぞれの職種の業務を紹介

林病院南２病棟
41

３月７日︑南２病棟では
感染対策をし︑病棟レクを
行いました︒病状により参
加出来ない患者さんもいま
したが︑ 代〜 代の方

レクで楽しいひと時
笑顔でゲームを応援
20
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ましたことを深くお詫び申し上げます。また、ご支援、ご助言

をいただきました各関係機関の皆様、ならびに励ましのお言葉

やご支援を賜りました多くの皆様に心より御礼申し上げます。

今後、感染予防の徹底を図り、地域の皆様に安心して受診して

いただけるよう気を引き締めて取り組んでまいりますので、よ

ろしくお願いします。

院長 藤田文博

した︒それぞれの資格者が
仕事内容を紹介したり高校
生からの質問に答えたりな
ど︑大活躍の医療体験とな
りました︒高校生からの感
想では﹁イメージしていた
仕事と実際の仕事内容は結
構異なるところがあったの
で働いている人の話を聞け
て良かった﹂﹁どんな質問
でも真剣に答えてもらえて
安心した﹂など嬉しい言葉
が寄せられました︒この医
療体験が︑今回参加してく
ださった高校生の皆さんが
﹁将来医療に関わる仕事も
素敵かも﹂と考えるきっか
けになっていればいいなと
思います︒
８月には夏の医療体験が
開催されるので︑今度こそ
対面開催が出来ることを祈
るばかりです︒
︵林病院 医局事務課
事務 吉田幸奈︶

患者様・ご家族・地域の皆様には、多大なご心配をおかけし

中 村

岡 崎

午後

金

初診の方は、あらかじめ電話でご予約ください。

（月）〜（土）
9：30〜15：30

認知症デイケア
（月）〜（土）
9：30〜15：30

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）

声

尾 原

相談員

※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

藤 本

9：00〜12：30

※2

水

北 山

廣 中

火

吉 井

ナイトケア

廣 中

月

北 山

重度認知症患者
デイケア

田

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）

藤

岡 崎

（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

林

休診

（月）〜（土）
9：00〜15：00

林

●ひだまりの家の鬼が︑大
きくて︑迫力があってかっ
こ良かったです︒福招く一
年であってほしいと思いま
す︒
︵練尾興治︶

清 光

●園芸ボランティアの折︑
ワスレナ草を知りました︒
仲良くなったＡさんは県外
に引っ越してしまい︑せっ
かく仲良くなれたのにと寂
しく思ったものです︒元気
かな？私の事を覚えている
かな？
︵動物好き女︶

岡 本

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？

田 中

●３月に入り春らしい陽気
となりました︒コロナの終
息にはなかなか期待できま
せんが︑感染対策をしっか
りとして野外で体力作りを
したいです︒ ︵Ｈ・Ｉ︶

藤 本

●笑顔 あなたはいつも私
に対して笑顔でいるのだ︒
悲しい時にはだれもが心の
●例年︑年明けから春先ま さやをわすれている ︒
…そ
では精神的に落ち気味です︒ んな時にはあなたは笑顔で
﹁投書が載ってないね﹂と いる ︒そしたら心のさや
…
言 わ れ ﹁ 出 し て な い ん で も忘れるかもしれない ︒
…
︵エツコ︶
す﹂と︒３月は誕生月︒今
年は区切りの歳なので︑新
たなことに取り組みます︒ ●春らしくなってきました
以前もっていた自転車が壊 ね？ＡＤの春アートやっと
れたので︑スポーツタイプ 公開です！人が少なくなる
の自転車を購入し︑少し足 なか頑張ってます︒夏も乞
︵ヒロヒロ︶
を伸ばしたサイクリングを うご期待ｗ
しています︒格好いい自転
車にふさわしい︑格好いい ● 世紀になって世界が平
身体になることを念頭に︒ 和を希求する中でロシアが
︵井原誠司︶ ウクライナに侵略しようと
は︑こんなことは絶対に許
せません︒ ︵山﨑晶弘︶

吉 井

●声欄に同姓同名の方のメ
ッセージが出ていてびっく
りしました︒私のことだと
思われた方から声をかけら
れ﹁違うんです﹂と言った
ところです︒ ︵原田恵子︶

吉 井

午前

原

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

原

⑫タンチョウヅルや阿寒湖で有名

田

前 田

休診

⑦砂ぼこりのこと

本

夜間・休日も
対応しております。

前 田

⑪グラム→キロ→○○

平日８：30〜17：00

吉 井

13
12

⑤物ごとに精通している

電話：086-272-2957（林友の会）

吉 井

C

⑨福井県にある名所の岸壁

外来診療表

入院担当看護師へ
おつなぎします。

北 山

岡 崎
中 村
前 田

清 光
北 山
林

尾 原

金

木

水

火

●早いもので退職し半年が
あっという間に過ぎました︒
ふれあった患者様や職員と
の交流など思い出が沢山あ
ります︒その時の情景も心
に残ります︒それにしても
ロシアのウクライナ侵攻ひ
どすぎます︒
︵横山万喜子︶

③和歌を詠む人

電話相談

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

林病院

けやき外来診療表 （2022.4.1〜）

●入院のご相談は
代表（086）272-8811

月

●林病院にうつで入退院を
くりかえしてきました︒後
楽園への散歩︑今は無料の
ようですが３００円の入園
料を支払って梅や桜︑中国
から送られたタンチョウを
ながめ︑マッ茶も飲みまし
た︒今またうつ状態が続い
ています︒ ︵渡辺健太郎︶

宛先：〒703-8520 岡山市中区浜472

A
F

19

⑲約束の時間に間に合わない

▼一本 政行

⑧ポアントともいう、バレエの○

E

⑯○○奮迅の活躍

18

▼由井佳代子

⑥15㏄の計量スプーン

に統一

17
16

⑮大葉ともいう

E

⑱初めまして！と交わすカード

▼住寄 善志

⑮習字＝○○道

▼宮司

の島。2007年からこの呼称

B

⑭ひいきして見る。「親の○○

パズル当選おめでとう

⑰相撲取りが踏む

（敬称略）
▼Ｈ・Ｉ

●冬を九州の宮崎ですごし
ました︒岡山と違いとても
暖かく日本って広いと思い
ました︒コロナワクチンも
２回目を終え︑発熱をしま
したが改めて健康第一と痛
感しました︒
︵ひろにゃん︶
●齢を重ねるほどクイズを
解くのに時間がかかるよう
になりました︒心身を活性
化させるため朝のウォーキ
ングを始めようと思います︒
︵佐々木孟︶

③レモンやオレンジは○○○○類

15

⑭○○菓子、○○画、○○服

C

⑬砂上の○○○○

D

⑯子どもが少なくなる現象
○」

21

●先日︑卒業式に参列しま
した︒とても良い式ですご
く感動しました︒人との別
れは辛いものですが︑新し
い出会いもあるという事で
気持を切り替えて行きたい
と思います︒
︵ナガタさん︶

②太平洋戦争の激戦地。東京都

14

な北海道の地
⑩家畜が食べる草の生える土地

ワ ス レ ナ グ サ

F
D

○シューズ
①⇔ロー

11
A

８
７
６

５
４
３
２
１

①虫の「ブーン」って何？

⬇ タテのカギ
●

B

第456号
の答

10
９

④シャーマン

hamawww@po.harenet.ne.jp

クロスワードパズル
➡ ヨコのカギ
●

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15日

林友の会「心のひろば」編集部

●グループホームで生活し
ています︒大変なこともあ
りますが︑何とかやってい
ます︒離れて暮らしていた
父親が２月に亡くなりまし
た︒こわい父でしたが私の
ためにしてくれたこともあ
り︑こんなに早くお別れの
日が来るとは思ってなかっ
たです︒安らかに眠ってほ
しいです︒デイケア楽しく
新春レクも参加しました︒
また︑デイケアで皆と楽し
いことをしたいです︒桜を
観たいですね︒
︵光実愛美︶
●ワスレナグサ︒ムラサキ
科の多年草︒ヨーロッパ原
産︑高さ約 ㎝ ︒いよいよ
春︑多くの草花が花を咲か
せますが︑なかなか姿︑形
と名前が一致しません︒そ
して歌﹁忘れな草をあなた
に﹂を思い出すぐらいです︒
倍賞千恵子さんの歌声が心
にしみます︒ ︵禰屋祐司︶
40

2022年４月１日（発行 毎月１回１日発行）（４）

ば
ろ
ひ
の
心
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