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私たちが相談をお受けします♪

月

塙のぞみ

近藤ゆかり

日高友紀子

立川利行

峯島みどり

猛暑が続いています。クーラーや扇風機を活用し、涼しい環境そして水分補給をし、
脱水・熱中症対策をしてくださいね！

センター長

塙 のぞみ
活動報告

サポーター研修 ［シリーズ］知っておきたい医療知識 第1回 ～今さら聞けないあんなこと・こんなこと～
日時：平成 29 年 6月22日（木）13:30 ～15:30

できることなど、具体的なアドバイスを分かりやすく

会場：上大野市民センター 会議室（参加者30 名）

ユーモアを交じえて講義をしていただきました。

講師：上甲 宏 先生（上甲医院院長）

また、お医者さんと話しをするのは気後れしてしま

今後の地域包括ケアに欠かせない“医療と介護

うとの意見が多かったため、上甲先生を囲んでざっく

の連携構築”の一環として、ケアマネジャーや介護

ばらんに話す時間も設けました。皆さんから「分か

職のスキルアップを目指して、誰もが知っていて当た

りやすく、すぐに役に立つ内容でした」
「先生との垣

り前と思われている「血圧」
「脱水」について医学的

根が低くなり、次の機会の相談もしやすくなりました」

な解説をふまえた治療や薬についての知識、生活の

との感想がありました。

中で気をつけるべきこと、介護者が顔色を見て判断

第 2 回は「糖尿病」を予定しています。

活動報告

いばらき中央福祉専門学校の学生との「認知症456（すごろく）体験会」
日時：平成 29 年7月13日
（水）10:40 ～12:10
いばらき中央福祉専門学校より、認知症 456（す

ごろく）を体験したい！ との依頼を受け、介護福祉
士を目指す 1年生40 名に向けて「認知症 456（すご
ろく）体験会」を行いました。
学生の皆さんの親は40 代
がほとんど。
「まだまだ認知
症について知らないことが多
いし、認知症を我が事として
は考えられないのですが、す
ごろくの中で認知症を疑似
体験してみて、楽しく学べま
した」と話していました。

活動報告

認知症456（すごろく）隊

地域紹介

渋井町まつり

日時：平成 29 年7月16日
（日）10:00 ～12:00

日時：平成 29 年7月8日
（土）

会場：ユーアイファクトリー

会場：渋井町鹿島神社境内
主催：渋井町コミュニティー振興会

認知症すごろくマスター

後援：渋井町自治会

は現在 98 名！ すごろく体

午前中は「御田植祭」
。町

験者は延べ 454 名！ 今回
は地域住民の方や訪問看

内を神輿が練り歩きました。午後の「渋井町まつり」

護師・看護学生も参加して、
「いつ・どんな時に相談

では、模擬店や賑やかな芸能発表会（カラオケ）で

すればいいかわかった」
「仲間とやってみたい！」など

盛り上がりました。天気も良く皆さんイキイキと楽しん

の感想をいただきました。すごろくの中にある脳トレ

でいました。

『右手は 2 拍子・左手は 3 拍子これを同時に行う』は、

地域紹介

千波緑風クラブ（登録者32 名）

若い人でも難しかったようです。
活動報告

思い出カフェ

日時：7月15日（土）毎月第1・3土曜日10:00 ～
会場：千波上本郷子ども会広場

日時：平成 29 年7月16日
（日）13:30 ～15:30

会長：蔀 彰男 様
今年創立55周年を迎えた老舗の高齢者クラブです。

会場：ユーアイファクトリー
ちょっと年が離れていて

最高齢は92 歳！ 気持ちのいい木陰で真剣に輪投げ

も、昔の茨城国体や走って

をする皆さん。4m 先のピンに輪を投げて合計得点を

いた車のことなど共通する

競う競技で、輪の重さはなんと180g！ 楽しみなが

話題が必ずあって、昔の車はよくオイル漏れをして道

ら筋力アップです！！ また、9月のボランティア・美化

路に垂れた跡がずーっと付いていたことや、松林が素

活動では、周辺地域の空き缶やゴミ拾い、12月25日

晴らしかったこととか…。本当に目の前にその風景が

には千波神社の清掃を行っています。年 3 回の親睦

広がるようにお話しをして下さいました。

旅行や新年会・新年度総会など、無理をせずに楽し

見える事例検討会

ネットワーク

む地域住民
の交流の場と
なっています。

日時：平成 29 年7月1日（月）10:00 ～12:00
会場：ユーアイの家 相談室
夫と2人暮らしの70 代女性。60 代前半で認知症状
が出始め、数年前から介護保険サービスを利用中。線

生活支援・よろず相談

［事例紹介］1日1食は虐待？

路に近寄る様子もあって、近所から心配する声が出て

「母と一緒に住んでいる姉が、1日1食しか食べさせ

いました。現在は毎日通いのサービスで過ごすように

ていない。姉は『仕事で忙しいし、1食は作っている

なり「徘徊や事故の心配は無くなったが、本人にとって

んだから』と言うけれどこれでいいの？」との相談。

これで良いのかな」とのこと。民生委員さんからは「昔

この相談では食事の世話はしていても、1日1食で

は近所で徘徊しているのを見かけたら声を掛けて家に

は「健康が損なわれるような事態にあたる」と判断で

連れて行くなど自然な助けが多かった。最近は隣に誰

きるため、
「放任（ネグレクト）
」という虐待にあたる可

が住んでいるか分からないことも多く、せめて回覧板

能性があります。精一杯介護をしても、知らずに虐待

を手渡し、顔が見

になってしまっていては悲しいですよね。出来ない部

えるようにしていま

分、足りない部分は介護保険などを利用して少しでも

す」と地域のつなが

負担を減らしながら上手に介護を続けてく

りを大切にしている

ださいね。

ということでした。

社会福祉士

立川 利行

地域紹介

生活支援・よろず相談

史跡「横山大観」生誕の地

東部元気歴史散歩（城東）

大観は明治元年に城東の旧三ノ町（城東小学

支援センター劇場

「近所の高齢者の不思議な行動」

校の近く）に生まれ、子供のころ東京に転居、絵

あなたの周りに不思

画塾に通ったのが絵画を始めるきっかけとなった。

議な行動をする高齢者

本格的な絵の勉強をして、岡倉天心と出会い、日

はいませんか。

本美術学院を創設。茨城県五浦海岸に院を移

みどり

はい！
東部高齢者
支援センターです

主任ケアマネ 峯島

し日本美術の研究と制作に打ち込んだ。この時代の生活は苦しく、生ま
れた水戸の地に来てすぐにお金になる絵を描いた時もあったという。し
かしその時代が油ののりきった仕事をした時期といえる。名品と言われる
「生々流転」は大正12 年に出品されたもの。こよなく酒を愛し、91歳で
天寿を全うした天才画家は水戸の城東生まれ。水戸市は昭和 51年、生
誕の地に顕彰碑碑を建てた。
（水戸市城東 2丁目8 番地18 の隣）

逆川緑地
逆川を挟む両岸の逆川緑地は自然豊かな公園です。
川沿の整備された遊歩道を歩くと芝生広場や噴水広

れ陽を揺らす涼しい空気が日常と世界を異にする雰囲気があります。歴
史の重みなのでしょうか…。

サポーター通信

現在の
ー数
サポータ

ネットワーク

はい！ 何か
困りごとが
あったんですね

公が作った笠原水道の水源地の辺りは小さな谷底を思わせ、緑の木洩

変な行動するんだ

場があり、流行りのウォーキングやピクニックができます。特に水戸光國

近 所 の １ 人 暮 ら し の そうなんだよ！
おじいちゃんのこと
で相談できるかな？

地域紹介

さかさがわ

どこに相談したらいい
のか分からなかったか
らよかったよ

！
131 名

第23 回サポーター会議
日時：平成 29 年 7月7日（金）15:00 ～15:30
会場：上大野市民センター 会議室
「医療と介護の連携についての会議」第 4 回は
改訂した入退院支援シートと情報共有シートを更
に見直しました。今回は医師の参加もあり、連携の輪が広がっています！

おしらせ

イベント案内

●思い出カフェ │ 日時：8月20日
（日）
、9月24日
（日）＊毎月第 3日曜 13:30 ～15:30 │ 場所：ユーアイファクトリー
、9月24日
（日）＊毎月第3日曜 10:00～12:00 │ 場所：ユーアイファクトリー
●認知症456 (すごろく) 隊 │ 日時：8月20日（日）
●東部いきいき相談会 │ 日時：8月23日
（木）、9月21日
（水）14:00 ～14:30 │ 場所：柳堤荘
（土）10:00 ～12:00 │ 場所：城東市民センター
●認知症サポーター養成講座 │ 日時：9月2日
（火）＊毎月第2火曜 13:30 ～15:30 │ 場所：渋井町公民館
●東部元気ふれあいサロン │ 日時：9月12日
●千波ふれあいサロン │ 日時：9月13日（水）＊毎月第2 水曜 10:00 ～11:30
場所：千波町 蔀彰男様宅集合で特別養護老人ホームユーアイの家の見学会
、9月16日
（土）＊毎月第1・3土曜 13:30～15:30 │ 場所：千波市民センター
●いきいき“むつみ会”サロン │ 日時：9月2日（土）
（市内居住の 65 歳以上の方対象）
●エンジョイスクール「認知症予防を目的とした読み書き計算の学習」
日時：5月～3月まで ＊毎週月曜 9:30 ～11:30 │ 場所：城東小学校
問い合わせ：029-241-4820（高齢福祉課地域支援センター介護予防係）

ケアマネに相談！

生活支援・よろず相談

［相談］尿漏れの臭いが気になる

健康アドバイス

［相談］離れた親に対してできる

熱中症対策は？

「60 代女性。90 代の父は尿漏れがあり、オムツや
ポータブルトイレを使っています。部屋中に尿の臭
いが残るようで気になります」

生活支援・よろず相談

「50 歳女性。83 歳一人暮らしの父がいます。今年は
スーパー猛暑と言われていますが、父は冷房が嫌い

［お答え］在宅介護をしている方の多くは、臭いに
悩まされた経験があるのではないでしょうか。特に
尿は臭いが残りやすいので苦労するものの１つです。

で暑いのにつけません。熱中症にならないか心配で
す。何か予防策はありますか？」

［アドバイス］この猛暑の中、冷房をつけないで過

例えば、自分でトイレに行く途中で尿漏れをして

ごすのは心配ですね。扇風機が使えるなら使ってほ

しまいます。敷物や畳についたまま乾くと、その場

しいですね。離れて暮らす子供が親のためにできる

に尿の臭いが残ります。寝たままで尿漏れした時も、

こととしては安否確認と環境を整えることかと思い

布団やベッドのマットにしみ込んでしまうことがあり

ます。

ます。服やシーツは丸洗い出来ますが、畳やマット

①よしずをかけて日が当たらないようにする

など洗えないものも多いため臭いが残りやすいので

②網戸が破れていないか、窓が開けにくくなってい

す。対策として、

ないか確認する

①オムツ類を捨てる時はビニール袋に入れて、出

③見えるところに温度計や湿度計をおく

来るだけ空気を抜いて口をきつく縛りましょう。

④冷感素材のシーツなど寝室の環境を整える

あまり汚れていないと思っても雑菌が増えて臭う

⑤アイスノンなど、冷やせるものを用意する

ので2～3日おきに交換しましょう。

⑥着るものを速乾、冷感のあるものを用意する

②防水シーツを布団やマット、普段座る場所の上

⑦冷蔵庫に飲み物やキュウリ・ナスなど水分の多

に敷き、尿のしみ込みを防ぎましょう。

い野菜の漬物を入れておく

③ポータブルトイレには水を1cmほど入れておく
と、こびりつきや臭い対策になります。
④何より換気です。1日数回は窓を開けて風通し
を良くしましょう。
主任ケアマネ

冷房をつけたほうが、体にいいことを繰り返し伝え
ることも大事です。救急車で病院に運ばれたほうが
よっぽどお金がかかるよと話してみてもいいかもしれ
ません。

近藤 ゆかり

看護師

日高 友紀子

三中、千波中学区 におすまいの方はこちらにご連絡ください

水戸市東部高齢者支援センター

こんな時にご相談ください

☎ 029-246-6216

【ご本人から】介護保険のサービスについ
て知りたい／施設を利用したい／介護予
防の教室に参加したい

＊そのほかの時間帯でも連絡はとれます。

【ご家族から】もの忘れが進んだ／お金の
管理ができなくなった／離れて住んでいる
親が心配／介護のしかたがわからない

相談時間：月～金／8:30 ～ 17:30

水戸市吉沼町 1839-1
特別養護老人ホーム「ユーアイの家」内

【ご近所から】虐待されている高齢者がい
る／怪しい業者が家に出入りしている／ひ
水戸市東部高齢者支援センターは水戸市より委託を受けて運営しています。
とり暮らしが心配

