４月３日︑グループホー
ムひだまりの家ではお花見
レクを開催しました︒
まず午前中は︑この日の
ために入居者の皆さんとこ
つこつ作った枝垂れ桜をウ
ッドデッキに飾って写真撮
影︒続いて︑大井ホーム長
の大正琴で春の歌会をしま
した︒お天気にも恵まれ︑
風も心地よく︑入居者さん
達も﹁外で歌うのは気持ち

▲たい焼きが美味しすぎて

集団的自衛権の行使に反対する中区の会

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：５月18日㈬ 12時半〜13時
場所：天満屋ハピーズ国府市場店前

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。

日時：５月11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）

日時：５月19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）

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︒

第80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。

日時：５月14日㈯ 14時〜16時
場所：林病院ひまわりホール
▲満開の桜にGood！

あじさいの会

家族交流会

ゆとりの会

当事者交流会

わぁ︑綺麗じゃなぁ﹂﹁良
第 号 二〇二二年五月一日
岡山市中区浜四七二
発 行 〒
い時に見られて良かったな
林 友 の 会
ぁ﹂と大感激︒遠くの山桜
電話︵〇八六︶二七二 八
―八一一㈹
や道端の菜の花を堪能して︑
電話︵〇八六︶二七二 二
―九五七直
途中︑山羊に癒されつつ春
発行責任者 石 田 正 也
紙代一部 円︵郵送料 円︶
の訪れを喜ばれていました︒
良いね﹂﹁ここでええお花 ﹁また来年も見に行きまし
見ができた﹂と︑とても楽 ょう﹂と話しながらホーム
しそうに歌われていました︒ に戻り︑道中で買っておい
昼食後︑いよいよメインイ た鯛焼きでおやつタイム︒
ベントのお花見ドライブで 皆さん﹁美味しい！﹂とあ
す︒入居者さんの体調に合 っという間に完食︑和やか
わせ︑長短２つのコースを ムードのままお花見レクを
設定してホーム長の運転で 終了しました︒
出発進行！桜が綺麗に見え
午前中か
るところを選んで走ります︒ ら盛り沢山
桜はちょうど満開で︑車窓 な一日でし
から見える見事な桜に﹁う たが︑入居
者さん達の
笑顔が眩し
くて︑とて
も楽しい︑
思い出深い
一日になり
ました︒
︵グループホーム
ひだまりの家
城戸奈央子︶

▲手作り枝垂れ桜の前で
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車窓から眺める満開の桜
春を感じたお花見ドライブ
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2022年度 定期総会

感染対策のため、会場を室内に変更し、
会場参加は役員のみとします。ZOOMを
併用して開催しますので、参加を希望され
る方は事前に事務局までご連絡ください。

こ だ ま

▼ロシアによるウクライナ
侵略は許せません︒日々︑
伝えられる惨状に心が痛み
ます︒ロシアは国連憲章と
国際法を踏みにじり︑多く
の市民を犠牲にしている蛮
行を即刻︑止めるべきです︒
▼﹁侵略は駄目だ﹂と国際
社会が連携して︑経済的に
も国際世論としてもロシア
が戦争を続けられない状況
にすることが戦争を止める
力になります︒制裁に距離
を置く国に日本が協調を働
き掛けることも重要です︒
▼ロシアの侵略に乗じて︑
憲法９条を変えよう︑核共
有をしよう︑という主張が
あります︒憲法９条は自衛
の放棄ではありません︒日
本は決してロシアのような
ことをしないという縛りで
す︒核兵器禁止条約が発効
し︑核兵器は絶対悪だとい
う認識が広がっています︒
日本の侵略戦争を反省し︑
核廃絶を貫いてこそ︑ロシ
アを厳しく批判することが
できます︒日本国憲法は前
文で﹁平和を愛する諸国民
の公正と信義に信頼して︑
われらの安全と生存を保持
しようと決意した﹂と述べ
ています︒▼世界中で平和
を愛する諸国民の声が湧き
起こっています︒ロシアに
も命がけで戦争に反対する
人々がいます︒その人々と
の連帯で各国政府を動かし
ていくことが戦争を止め︑
戦争のない世界にしていく
展望です︒
︵Ｊ・Ｈ︶

２０１６年に障害者差別解
消法が施行されたのに精神
の助成がないのは何故なの
かと不平等を感じていまし
た︒家族会活動の一貫で東
備地域自立支援協議会にも
出席し︑意見を言ったりし
てきましたが︑制度を変え
ていく活動には結びつかず︑
﹁もみじの会﹂として働き
かけをしていくことになり
ました︒
２０１８年に備前市と和
気町に請願を届けました︒
２０２１年６月︑新市長へ
懇談を申し込み︑市長同席
で保健課と社会福祉課の課
長さんに声を届けて９月議
会で採択︑ 月より精神も
加えられるという結果が得
られたのです︒ 月には県
でも認められたようですが︑
本来は︑国の制度が三障が
いに適応されるものである

どこの病院の処方箋も受付致します

ロシアによるウクライナ
侵攻が始まって以降︑胸の
痛む報道を目にする毎日と
なりました︒泣きながら避
難する住民や︑戦場にいく
ために家族に別れを告げる
男性︑罪のない一般住民が
犠牲になる現状︑大事な故
郷から離れざるを得ない状
況︑これが戦争で起こるこ
となのだと思い知らされて
います︒
ロシアでは報道統制が行
われているそうです︒先の
大戦で日本でもあったこと

◆記事に共感
先月号の中で︑﹁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﹂があるとありまし

が現代でも同じように行わ
れることに︑歴史から学ぶ
ことができないのかと憤り
を感じるとともに︑民主主
義の尊さを感じます︒
これまで私自身は戦争の
悲惨さについて聴くことで
学んできましたが︑実際に
報道で目の当たりにし︑平
和であることは当たり前な
のではなく︑過去の戦争の
過ちから学び︑平和のため
の努力を戦後続けてきたか
らなのだということを思い
直しました︒今の生活の中

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

◆ロシアのウクライナ侵略
で︑ロシアは核兵器の先制
使用をちらつかせています︒
核兵器は一度使用されると︑
全面核戦争に発展する危険
性があります︒国連で採択
されている核兵器禁止条約
に反する行動は許されませ
ん︒国際的な反対の流れを
作り出すためにも︑１人ひ
とりが声をあげていきまし
ょう︒
︵井原誠司︶

読者の方から

でウクライナ侵攻について
どんなことが自分にできる
か模索しながらの日々です
が︑戦争反対の訴えを続け
ていきたいと思っています︒
︵林病院
精神保健福祉士
上村真実︶

たが︑私も常にそのような
苦しい思いを持ちながら︑
暮らしています︒一般の人
には分からないだろう﹁人
の怖さ﹂を大げさに感じて
しまったり︑さらには﹁四
面楚歌﹂の考えに陥ってし
まったりする事もあります︒
記事を読み︑非常に共感し
ました︒ ︵動物好き女︶

【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】

ーズにせざるを得ないし︑
やはりハンデを感じます︒
差別や偏見のない暮らしや
すい社会を願います︒
︵よろしく哀愁︶

笑顔を大切にする薬局です

憲法９条︑
いまこそ守るとき

べきということで︑国への
申し入れをという請願も出
されていると聞きます︒
精神障がい者が社会で安
心して︑生き生きと生活し
ていくには︑医療費の事だ
けでなく様々な支援が必要
だと思います︒色々な情報
を伝え合い︑疑問に思うこ
とは仲間と相談し声を上げ
ていく︒当事者が地域でと
てもいい働きをしている体
読者の方からの
験談なども聞くようになり
ご意見紹介
ました︒﹁心のひろば﹂の記
事からも勇気をもらいまし ◆暮らしやすい社会を
岡山で医療費助成が実現
た︒これからも対話し︑理
解を広め︑時間をかけて取 したらスゴいですね︒僕も
り組んでいく︑そんな努力 重度かつ継続の疾患を抱え
をしていきたいと思います︒ ながら一般就労してきまし
たが︑定年退職までは働け
︵もみじの会
副会長 難波規子︶ ませんでした︒地域で暮ら
していても病気の事はクロ

今月のロールアート
林病院デイケアの作品﹁春
バージョン﹂

つばさ薬局

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︒

࠻ࠢ

安心の社会生活めざし
仲間と共に声をあげる
ン︒息子が精神科受診をし︑
家族会に入会しました︒
﹁もみじの会﹂は︑１９４
９年に発足して 周年を迎
えた地域家族会です︒この
医療費の制度は︑全員が対
象となるものではないので
理解が難しいのですが︑家
族会定例会で勉強会も行い︑
会長が内容をわかりやすく
説明してくれました︒市区
町村に任されているこの制
度は︑地域によって助成さ
れる所とされない所があり
ます︒全国の状況を鵜川さ
んから聞いて問題を感じる
ようになりました︒また︑
12

侵略戦争をやめろ﹂とコー
ルをあげてシンフォニーホ
ール前から岡山駅前まで行
進しました︒

10

クライナ侵略に抗議するデ
モ﹂がおこなわれ︑参加し
た約１００人が横断幕やプ
ラカードを手に﹁ロシアは

50

心身障害者医療費公費負担制度

NO WAR ピースアクション＠岡山

４月 日︑ＮＯ ＷＡＲ
ピースアクション＠岡山
の呼びかけで﹁ロシアのウ

▲思い思いのプラスターやグッズでアピール

備前市でのとりくみ
備前市では︑２０２１年
月から精神保健福祉手帳
１級を持つ方にも対象が広
がりました︒この医療費の
問題は︑岡山けんかれん前
理事長の鵜川克己さんが熱
意を持って取り組み︑大変
な努力の積み重ねをしてこ
られました︒共に家族会
﹁もみじの会﹂の副会長を
している立場から振り返っ
てみたいと思います︒
私は︑東京で精神科の相
談員をしていましたが︑２
０１６年に備前市にＵター
10

ロシアの侵略に抗議
戦争やめろのコール
16

2022年５月１日（発行 毎月１回１日発行）（２）
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２０２２年度定期総会議案

集会への参加︑署名のとり
くみなどをおこなってきま
した︒

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

30

25

12

職員の関わりの強化を
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︑学習やオンライン集会
の参加のとりくみを進めて
きました︒また︑財団職員
の制度教育での学習や活動
への参加を通じて︑当事
者・ご家族の声を聴き交流
をおこなうなかで︑友の会
活動への理解を深める機会
になりました︒

組織の強化
感染拡大の続くなか︑幹
事会・常任幹事会の開催も
困難となり︑書面での確認
や意見集約が中心となりま
した︒そうしたなか︑オン
ラインで開催された﹁全日
本民医連共同組織活動交流
集会プレ集会﹂や﹁日本弁
護士連合会人権擁護大会﹂
などの視聴をよびかけまし
た︒また︑重度心身障害者
医療費助成制度の実現に向
けたとりくみについては︑
その時々の運動や情勢など
の状況をお伝えし︑進捗状
況を共有してきました︒

34

市民公開講座は感染対策の
観点から開催が困難な状況
が続いています︒

認知症分野の活動
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︑
感染拡大により開催できな
い時期もありましたが︑参
加者同士が顔を合わせて話
のできる場として定着して
きました︒拡大強化月間に
は︑入会の呼びかけやミニ
講座などもおこない︑入会
やヘルスチャレンジの参加
にもつながりました︒

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１１３人で︑年
度当初に３５５９人だった
会員数は３月末時点で３５
１３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︒

79

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
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 人︑協
同基金協力 人︑いつでも
元気購読０部
林財団各事業所では︑共
同組織委員会で独自の目標
を掲げて拡大に取り組みま

10

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︒他団体やご家族な
どからも協力をいただき︑
２０２２年３月末時点で１
６６８筆の集約となりまし
た︒
障害福祉分野の活動
けんせいれん︵岡山県精
神障がい者団体連合会︶・
けんかれん︵岡山県精神障
害者家族会連合会︶が中心
となり進めてきた県の心身
障害者医療費公費負担制度
の拡充をめざす運動におい
て︑２０２１年 月 日︑
岡山県議会で﹁精神障害者
を対象に加えることを求め
る陳情﹂が全会一致で採択
されました︒また︑同時に
国に向けて自立支援医療制
度︵現在は精神通院のみ︶
を精神科入院費まで広げて
ほしいという意見書を出す
ことが決定されました︒こ
れまでの粘り強い運動の成
果といえます︒引き続き︑
制度の実施にむけた運動を
進めることが必要です︒
22

林財団との定期協議会
林財団との定期協議会を
年間２回の開催予定にして
いましたが︑例年の開催時
期に財団事業所内でのクラ
スターの発生などがあり︑
開催することができません
でした︒
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
平和を守るとりくみ
林財団 林
･ 精研労組と共
に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︑﹁国民平和大
行進﹂では︑スタンディン
グやＳＮＳでのアピールに
加え︑短時間 小
･ 規模でお
こなわれた行進への参加や︑
オンライン開催となった
﹁原水爆禁止世界大会﹂の
集団視聴にも取り組みまし
た︒核兵器禁止条約の批准
を呼びかける﹁平和の波行
動﹂のピース・スタンディ
ングやおりづるパレード︑
核兵器禁止国際デーのアピ
ール行動などに参加してき
ました︒併せて︑２０２２
年２月に起こったロシアに
よるウクライナ侵攻と核威
嚇に抗議するとりくみにも
積極的に参加し︑戦争反対
の声をあげてきました︒
社会保障の充実
生活保護引き下げ処分取
り消し訴訟︵人間裁判︶や︑
年金引き下げの違憲訴訟
︵年金裁判︶などを支える
運動として︑裁判の傍聴や

10

12

12

50

72

２０２１年度活動のまとめ

地域に向けた活動
独自の上映会は開催でき
ませんでしたが︑法人４年
目研修で映画﹁夜明け前﹂
の視聴と１００年前の精神
障害者を取り巻く情勢を学
び︑感想交流をおこないま
した︒また︑地域に向けた

２．林財団事業所の充実・
発展のために協力・共
はじめに
同する活動
新型コロナウイルス感染症の影響から活動が制限さ
利用者の声を事業所運営に
れ︑幹事会や常任幹事会の開催も制限されるなか︑感
反映
染対策をおこなった上でゆとりの会︵当事者会︶︑
あじ
林病院の患者中心の病院
さいの会︵家族会︶を開催してきました︒幅広い会員
づくり委員会と院内ラウン
の交流の場となる行事の開催はできませんでしたが︑
ドに︑幹事が外部委員とし
ヘルスチャレンジは昨年を大きく上回る多くの会員が
て参加しています︒病院の
参加する企画となりました︒
面会制限により外部委員の
１．心の健康を守り会員の きました︒同じ立場の参加 ラウンドができない時期が
者同士︑悩みを相談したり︑ 続いていますが︑投書箱に
交流を深める活動
機関紙﹁心のひろば﹂発行 経験をもとにアドバイスを 寄せられた意見や気付いた
毎月発行している機関紙 しあうことが会の中で自然 ことなどを委員会に伝え︑
﹁心のひろば﹂は︑会員と におこなわれました︒また︑ 改善にむけた方法を共に考
林友の会や林財団をつなぐ 学びの場としての役割も持 えてきました︒また︑林友
大きな役割を果たしていま ち︑林財団職員や研修医な の会に直接寄せられるご意
す︒幹事や林財団職員も執 どが会への参加を通して当 見については︑改善に向け
筆をおこない︑紙面づくり 事 者 家 族 の 想 い を 知 り ︑ て林病院の関係部署との懇
･
談や話し合いの場も設けて
に参加してきました︒また︑ 交流をおこないました︒
きました︒
掲載した記事への感想やご
意見も多数寄せられ︑会員 幅広い会員の参加をめざし
協同基金
同士の紙面での交流もみら た活動
共同組織拡大強化月間な
れました︒
会員の健康づくりにつな
げるとりくみとして︑共同 どの機会に︑幹事や職員が
相談活動の充実
組織拡大強化月間にヘルス 共に︑協同基金への協力を
電話や来所による相談な チャレンジを企画しました︒ 呼びかけ︑多数の協力があ
ど︑会員から寄せられる悩 家族ぐるみでの参加も増え︑ りました︒
み 不
･ 安 な ど を ︑ 林 財 団 事 これまでの年を大きく上回
業所をはじめとする関係機 る３２５人がエントリーし︑ 事業所と共同した活動
各事業所の共同組織委員
関につなげることも含め︑ ２３８人が目標を達成しま
会で︑活動やとりくみにつ
相談しやすい環境づくりを した︒
いて話し合い︑オンライン
めざしてきました︒また︑
で開催された﹁全日本民医
ゆとりの会︑あじさいの会
連共同組織活動交流集会プ
が当事者やご家族がお互い
レ集会﹂や﹁日本弁護士連
に悩みを相談し合える場と
合会人権擁護大会﹂などに
なりました︒
職員の参加をよびかけ林病
院ひまわりホールでの集団
視聴もおこないました︒
当事者・家族会活動
ゆとりの会︑あじさいの
会をほぼ毎月１回開催して
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地域に向けた活動
地域で活動している団体
とも連携しながら︑地域住
民や幅広い会員に向けて映
画上映会などを開催を検討
します︒林財団各事業所と
協力し︑オンライン等の活
用もおこないながら︑地域
に向けて市民公開講座の開
催をめざします︒心の健康

事業所と共同した活動
各事業所の共同組織委員
会と協力して︑活動やとり
くみについての継続した論
議と︑職員の活動への参加
を広げます︒共同組織拡大
強化月間のとりくみをはじ
め︑市民公開講座やこおり
銀座カフェなど︑地域住民
の参加をめざしたとりくみ
を共同して進めます︒

林財団との定期協議会
林財団との定期協議会を
年間２回開催します︒双方

社会保障の充実
生活保護引き下げ処分取
り消しを求める訴訟︵人間
裁判︶や年金引き下げの違
憲性を訴えた訴訟︵年金裁
判︶などの闘いを支える運

問題や︑関心の高いテーマ の日常の活動についての共
２０２２年度活動方針 ︵案︶
を取り上げると共に︑事業 有や︑林友の会に寄せられ
所の医療活動を知らせる機 た意見や要望等を事業所運
はじめに
営に反映させることを求め
会として位置付けます︒
林友の会は︑民医連法人の共同組織として林財団の
る働きかけや︑共同したと
あらゆる活動のパートナーとなり︑安心して住み続け
２．林財団事業所の充実・ りくみについての話し合い
られるまちづくりに向けたとりくみや活動を︑職員や
発展のための協力・共 などをおこないます︒
地域の人々と共に進めます︒長期にわたる新型コロナ
同する活動
ウイルス感染症の感染拡大の影響で重要課題となって
利用者の声を事業所運営に ３．憲法・平和︑社会保障
いる心の健康問題について︑会員や地域のニーズを把
充実で安心して住み続
握し︑それに応える活動や運動に取り組みます︒また︑ 反映
けられるまちづくりの
林病院では︑患者中心の
市民組織として幅広い会員の要望を具体化し運動へと
活動
病院づくり委員会のメンバ
発展させるために︑組織の拡大と活動の強化をめざし
ーとして︑委員会とラウン 平和を守るとりくみ
ます︒
多くの民間人の命が奪わ
ドへの参加を通じて当事
１．心の健康を守る・会員 支える場として︑体制の充 者・家族の声を反映した事 れることとなっているロシ
実や関係機関との連携も強 業所運営や問題解決の一端 アのウクライナ軍事侵攻に
の交流を深める活動
機関紙﹁心のひろば﹂発行 めながら︑会の発展をめざ を担う役割を果たします︒ 強く反対し︑世界規模で広
がっている﹁戦争反対﹂の
機関紙﹁心のひろば﹂の します︒また︑けんかれん
声と運動に連帯したアピー
紙面の充実をめざします︒ や市家連︑けんせいれんな 協同基金
各事業所の共同組織委員 ル行動に積極的に参加しま
幹事や林財団職員など︑紙 どの団体と連携して制度の
面づくりの協力者を増やし 充実などをめざす運動に取 会と協力して︑活動やとり す︒最大の人権侵害である
ます︒林友の会や林財団の り組み︑会議や学習会にも くみについての論議と職員 戦争や軍事攻撃を許さず︑
の活動への参加を広げます︒ 平和といのちを守る運動に
活動を掲載し︑会員と林友 参加します︒
共同組織拡大強化月間のと 全力をあげます︒林財団・
の会や林財団をつなぐ役割
を果たすことをめざします︒ 幅広い会員の参加をめざし りくみをはじめ︑市民公開 林精研労組と共に︑戦争す
講座やこおり銀座カフェな る国づくりに反対し︑核兵
た活動
感染対策に留意しながら︑ ど︑地域住民の参加をめざ 器廃絶にむけた運動に取り
会員同士や会員と職員の交 したとりくみを共同して進 組みます︒また︑集団的自
衛権の行使に反対する中区
流やつながりを深めること めます︒
の会のアピール行動や原水
をめざします︒また︑健康
爆禁止国民平和大行進︑原
づくりにつなげるとりくみ
水爆禁止世界大会などのと
としてヘルスチャレンジを
りくみを多くの会員に知ら
企画し︑幅広い会員の参加
せます︒夏に開催予定の核
をめざします︒
兵器禁止条約の締約国会議
や︑ＮＰＴ ︵核不拡散条
約︶再検討会議に連帯した
運動に参加します︒

相談活動の充実
電話や来所により受けた
相談を︑林財団事業所をは
じめとする関係機関につな
ぐことを含め︑会員が相談
しやすい環境づくりや相談
機能の充実をめざします︒
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︒
当事者・家族会活動
ゆとりの会︑あじさいの
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
難を抱える家族に寄り添い

動に取り組みます︒県・市社 関連する団体や地域と連携 た︑職員に向けても活動の
会保障推進協議会や生活と した運動を進めます︒岡山 参加を通じて共同組織への
健康を守る会などと連携し ひだまりの里病院や地域の 理解を深める働きかけをお
て︑その活動に参加します︒ 方と共に開催する﹁こおり こないます︒
銀座カフェ﹂を継続し︑だ
地域生活を支える精神科医 れもが安心して過ごせる居 職員の関わりの強化
療・福祉の充実
幅広い活動に向けて︑職
場所としての定着をめざし
精神障害を持つ人が安心 ます︒また︑コミュニティ 員の関わりを強めることを
して暮らせるまちづくりを スペース﹁阿津ひだまりの めざします︒また︑学習の位
めざして︑他団体と連携し 里﹂での講座やカフェの開 置づけでの活動への参加も
た運動をおこないます︒林 催をめざします︒
広げます︒各事業所共同組
財団 林
織委員会と協力し︑市民公
･ 精研労組と共に︑
精神医療の改善を求める運 ４．組織の拡大と強化をめ 開講座や認知症カフェの開
催に取り組みます︒職員が︑
ざす活動
動にとりくみます︒﹁精神
当事者・家族の生活や想い
保健医療福祉の改善を求め 会員拡大
年間を通じて会員の拡大 に寄り添い︑職場や地域で
る国会請願署名﹂で広く市
民に精神医療の現状を知ら に取り組み︑死亡や高齢︑ 林友の会会員として力を発
せ︑運動の前進をめざしま 退院︑職員の退職などの理 揮することが求められます︒
す︒併せて︑精神科医療の 由による自然退会を上回る
歴史を多くの市民に知らせ︑ 拡大をめざします︒また︑
おしらせ
今後の精神科医療を考える ２０２１年度末時点で ・
機会として︑映画﹁夜明け １％となっている林財団職
前﹂や映画﹁夜明け前のう 員の１００％入会に向けて︑ ２０２２年度
た﹂の上映会の開催に向け︑ 林財団や各事業所共同組織
定期総会の開催について
会場や上映方法の検討をお 委員会でも会員拡大のとり
くみを位置づけ︑入会率の ・日時 ５月 日︵土︶
こないます︒
引き上げをめざして協力し
時〜 時
た運動を進めます︒
障害福祉分野の活動
・場所 林病院
県の心身障害者医療費公
ひまわりホール
費負担制度の拡充をめざす 共同組織拡大強化月間
月
運動において︑２０２１年
２０２２年度定期総会は︑
月を共同組織拡
月に県議会で﹁精神障害 大強化月間と位置づけ︑林 感染対策のため︑当日の会
者を対象に加えることを求 財団各事業所の共同組織委 場参加を幹事会役員のみに
める陳情﹂が採択されこと 員会と協力して積極的によ 制限して開催します︒また︑
を力に︑制度の実施に向け びかけをおこない︑会員拡 ｗｅ ｂ会議ツール﹁ＺＯＯ
て︑他県のとりくみを学び 大︑協同基金協力︑いつで Ｍ﹂を併用しての開催とし
ながら︑県への働きかけを も元気の購読者増などに取 ますので︑会員の皆様はオ
けんかれん︑けんせいれん り組みます︒
ンラインで参加していただ
をはじめとする広範な団体
くことが可能です︒オンラ
イン参加をご希望の方は︑
市民と共に取り組みます︒ 組織の強化
･
幹事会・常任幹事会を開 事前に林友の会事務局にご
催し︑活動やとりくみにつ 連絡ください︒併せて︑総
いて議論を深めると共に︑ 会議案についてのご意見も
その時々の情勢や課題につ お寄せいただきますよう︑
いての学習を進めます︒ま よろしくお願いします︒
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︑
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行楽弁当で笑顔を
調理方法工夫し提供
かい食事を食べている方も
安全に食べられるように︑
お弁当の日は食事の介助︑
見守りなど︑病棟スタッフ
の協力のもとで提供してい
ます︒食形態の違いにより
通常のお弁当を食べること
ができない方には︑１㎝ 程
度に刻む対応もしています︒
当日は︑お弁当が配膳さ
れる時間に合わせ︑管理栄
養士︑調理師が病棟を訪問
しています︒お弁当を嬉し
そうにゆっくり味わって食
べる方︑夢中で食べる方等︑
ご遠慮させて
いただき︑在
校生の参加も
２年生のみと
し︑感染対策
に留意しなが
ら規模を縮小
しての開催と
しました︒
在校生から
は︑歓迎の意
を込めた飾り
つけが施さ
れ︑新入生に
向けたメッセ
ージカードを
事前に準備し
て一人ひとり
の机に貼るな
ど︑心温まる
光景がみられ
ました︒新入生代表の誓い
のことばでは︑新しい学友

患者様が笑顔で食べている
姿を見るととても嬉しく感
じます︒
これからも患者様に﹁美
味しかった﹂﹁また食べた

とともに学ぶ
ことの素晴ら
しさを分かち
合いながら︑
苦しい時はと
もに励まし合
いながら︑一
人の人間とし
て大きく成長
したいとあり
ました︒
１年担当教
員としても︑
まさしく 期
生のスローガ
ンとして︑思
いやり・認め
合い・努力を
掲げています︒クラス全員
がワンチームとなって︑切
磋琢磨していけるよう支え
見守っていこうと思いま
す︒

い﹂と喜んでいただけるよ
うなお弁当を提供していき
たいと思います︒
︵林病院 栄養科
管理栄養士 岡部舞︶

▲メニューは同じでキザミ食のお弁当

︵ソワニエ看護専門学校
１年担当教務
楠奥絵利加︑
仲野佐百合︶

▲新入生の誓いのことば

▲今年の１月に中３病棟で提供したお弁当

28

林病院

学校の新しい仲間となりま
した︒来賓の皆様の参加は

▲在校生から新入生に歓迎の花束贈呈

林病院栄養科では︑入院
患者様に行楽弁当を味わっ
ていただこうと︑年に１回︑
各病棟のレクリエーション
の時にお弁当を提供してい
ます︒
事前に︑患者様から希望
の献立を伺い︑できるだけ
応えられるよう調理師と話
し合い︑献立を決定してい
ます︒また︑咀嚼困難な方
でも食べやすいよう︑やわ
らかい食材を使用し調理方
法を工夫した献立も取り入
れています︒日頃︑やわら

ソワニエ看護専門学校
28

４月９日︑２０２２年度
の入学式が挙行され︑ 期
生 名がソワニエ看護専門

看護師めざし迎えた入学
仲間と共に成長誓う
28
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現場を担う新たな力に
民医連職員としてスタート

法人新入職員研修

４月１日から４日間︑法
人新入職員研修を行い︑４
月入職者８名を含む 名が
参加しました︒感染対策の
ため別室からオンラインで
の参加もあり︑全員が一堂
に集まることはできません
でしたが︑予定した全ての
プログラムを行うことがで
きました︒初日には青年ジ
ャンボリー委員会の先輩職
員の進行で︑マシュマロと
パスタを使ってつくる塔の
高さをチームで競い合うゲ
ームを行い︑参加者の緊張
がほぐれました︒
また︑コロナ禍で岡山県
民医連主催の新人研修が行
えないため︑例年の３日間
から半日増やし︑民医連に
ついての講義を充実させる
など工夫しました︒
法人内の見学など
も行えず座学のみ
となってしまいま
したが︑各講師が
民医連職員として︑
林法人の職員とし
て知っておいてほ
しいことを熱心に
伝え︑充実した研
修となりました︒
小人数での感想交
流も行い︑制限の
ある中でも同期の
仲間と各自の学び
を交流することが
できたと思います︒
︵財団本部事務局
職員育成課
主任
池橋陽子︶

▲研修に参加した新入職員
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心

第458号 （昭和59年３月19日第三種郵便物認可）

2022年５月１日（発行 毎月１回１日発行）（６）

●お母さんへ あなたはい
つも私に対して厳しかった
︒
…それがあなたのムチな
●４月５日は﹁二十四節気﹂ らば私は手おどきをうけま
︒
︵でも︶
私はあなた
の〝清明〟︒春の暖かな陽 した …
射しの頃︒﹁七十二候﹂では に対してそれがきにくわな
〝玄鳥至
︵つばめきたる︶
〟 かったのです︒あなたはや
です︒ニュースで︑中学校 さしさのつもりでいるけれ
につばめが十数カ所の巣を ども私には愛のムチだった︒
︵エツコ︶
造ってそれを撤去するかが
問題になり︑
校長の判断
﹁生
き物に優しいこと表すため ●野菜作りが忙しくなりま
に﹂巣は残したそうです︒ した︒定番のキュウリ︑ナ
子供たちの新学期の頃には︑ ス︑トマトの他にも枝豆︑
必ず帰ってくるつばめ︒今 トウモロコシ︑スイカ︑ニ
年も期待して︑北病棟のと ューメロン等︒天気予報が
︵原田恵子︶
ころに巣が出来るかが楽し 気になります︒
みです︒
︵井原誠司︶
●生活保護裁判の傍聴を可
●林病院の近くに引っ越し 能な限りさせてもらってい
たので︑他の人と知り合え ます︒生活保護費の引き下
るかな？と思うけど︑言葉 げは︑日本に住む全員に関
も問題があるので無理かし わる大きな問題です︒不寛
容な世の中に突き進んでい
ら？と心配です︒
︵由井佳代子︶ るように感じる今︒もっと
もっと我が事として︑メデ
●﹁声﹂の欄で︑友の会活 ィアにも取り上げてもらい
動で知り合った赤澤さんや︑ たいと思っています︒
︵れもん︶
けやきの婦長さんだった横
山さんが退職された事を知
り︑知っている看護師さん ●桜が散るのもあっという
が次々と退職されていくの 間でした︒はき掃除も楽し
が寂しくもあります︒﹁遠 いです︒三段はきをすると︑
い所からご苦労さま﹂と声 キレイになります︒陰徳を
をかけて下さり︑一生懸命 積み重ねます︒毎日が修行
働かれている姿を覚えてい です︒心磨きです︒すぐ暑
︵西本良広︶
ます︒﹁出会いあれば別れ くなりますよ︒
あり﹂ですね︒私自身もそ
れだけ年をとっているよう ●今年の春は︑いろんな場
です︒
︵動物好き女︶ 所の桜の花を見ました︒お
弁当はなしですが︑野外の
●桜の季節ですが︑私は散 おいしい空気を吸い︑そよ
りかけの桜の花びらが空に 風に吹かれ︑桜のすばらし
さを満喫しました︒
舞うのが大好きです︒
︵三宅淑美︶
︵上原泰彦︶
hamawww@po.harenet.ne.jp

第457号
の答

シ ョ ウ ジ ョ ウ
（賞状）

パズル当選おめでとう
▼髙田 史朗

▼牧野

▼三宅 淑美

▼原田 恵子

▼雫

登

月

火

②ピッチャー

③洗濯機の代わりに板とこれを使
う

③ここから、ぼた餅が落ちる
④ゴロゴロッ！

ピカッ！

ザ

ロアー

⑧フルーツ

⑨⇔下

⑩節分に食べる。「○○○巻

⑪青木ヶ原が有名な広大な森林

⑫陽ではない

⑭裸の社交場

⑬裏千家、表千家が有名

⑯物ごとをやるしかない状況。

⑮グラウンド整備に使うＴ字型

木

金

午前

吉 井

吉 井

原

吉 井

吉 井

藤 本

田 中

岡 本

清 光

吉 井

北 山

吉 井

藤 本

尾 原

中 村

岡 崎

休診

北 山

廣 中
※2

※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。

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）

初診の方は、あらかじめ電話でご予約ください。

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）

デイケア

ナイトケア

（月）〜（土）
16：00〜20：00

重度認知症患者
デイケア
（月）〜（土）
9：30〜15：30

金

廣 中

休診

夜間・休日も
対応しております。
（月）〜（土）
9：00〜15：00

15

14
D
16
18
B

外来診療表

木

岡 崎

入院担当看護師へ
おつなぎします。

水

林

清 光
北 山
林

へお電話ください。

12
A

認知症専門病院
岡山ひだまり
の 里 病 院

火

林

岡 崎
中 村
前 田

10
C

11

17

月

午後

前 田

原

前 田

土 ※1

９

E

E

接種」

●入院のご相談は
代表（086）272-8811

６

D

⑱あらかじめ防ぐこと。「○○○

⑯味なしホットドリンク

４

８

７

C

「○○は投げられた」

３

５

13

B

⑰生まれてはじめて浸かる風呂

の用具

２

１

A

⑬紙幣の別称

き」

北 山
尾 原

⑤星座や姓名で判断
⑦エレベーターで「Ｂ」で表すフ

ァー
⑥千葉県名物の豆

けやき外来診療表 （2022.5.1〜）
水

クロスワードパズル

①ウエストに締める装身具

（敬称略）

林病院

➡ ヨコのカギ
●

①公園などにある腰かけ

●ムーミンの毛糸アートが
とても素敵です︒みんなで
楽しく作る時間は心が穏や
かになって温かいひととき
ですね︒
︵雫︶

林友の会「心のひろば」編集部

●三休公園に桜見物に行き
ます︒パーキンソン病気味
ですが︑何とか歩いて行っ
て見ます︒助けをお借りし
ます︒どうぞよろしくお願
いします︒ ︵石原行子︶

宛先：〒703-8520 岡山市中区浜472

⬇ タテのカギ
●

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？

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16日

●４月号の答え﹁しょうじ
ょう﹂は︑症状か賞状どち
らでしょうか？倉敷では︑
桃と桜の花が同時に咲いて
満開でした︒ご近所の方々
をお誘いして︑一面がピン
ク色の﹁桃源郷﹂見学と
﹁酒津公園﹂の満開の桜見
学を楽しんだ４月はじめで
した︒﹁平和﹂が大切！
︵住寄善志︶

▲どちらも満開の桜と桃（住寄善志さん提供）

本

田

本

田

藤

田

藤

田

藤

田

9：00〜12：30

電話で予約して
ご来院下さい
☎
（086）
267-2011
認知症デイケア
（月）〜（土）
9：30〜15：30

電話相談
電話：086-272-2957（林友の会）
平日８：30〜17：00

生活相談・法律相談・家族相談
各相談は、林友の会事務局員が
事前にお話を伺い、
相談員へお取次ぎします。

相談員
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

