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峯島みどり

秋も深まり、気温の差が大きくなります。洋服等で調整してくださいね！ 谷田町
の介護予防教室に続き、千波舟付にある開運寺でサロンを開く事になりました。
ぜひお近くの方は来てくださいね！ 歩いて集まれるところにサロンを作
りたいと思っています。興味のある方は連絡お待ちしています。
センター長

介護予防教室

塙 のぞみ

活動報告

日時：平成 30 年 8月28日( 火 )
10:00 ～12:00
場所：熊野神社社務所
谷田町にある熊野神社の社
務所をお借りして開催しました。
当日は大勢の方に参加いただき、簡単な脳トレやタ

所があるんだけど、そこでみんなで集まって何か楽し

オルを使った体操、懐かしの歌を歌うコーナーなど

めるようなことないかな？」というつぶやきが開催の

盛り上がりました。

きっかけでした。賛同して下さった地域の方々、あり

この教室は、住民の方の「近くに熊野神社の社務

がとうございました！
活動報告

知っておきたい医療知識 第5 回 ～今さら聞けないあんなこと、こんなこと～

［シリーズ］

日時：平成 30 年 8月30日(木) 9:30 ～11:30

す。日常生活が不自由になり、寝たきりになる可能性

場所：上大野市民センター

もあります。現在は服薬等で早期に治療を開始する

講師：伊藤公一先生（志村病院院長）

ことができ、手術で人工骨治療を行えば痛みが軽減

テーマ：骨粗鬆症性骨折による寝たきりを予防しよう

するのだそうです。できるだけ早期診断と早期治療

─超高齢化社会における骨粗鬆症性骨折の実際─

が重要とのお話を伺いました。

骨粗鬆症は骨がもろくなり70 歳以上になると骨折

背が縮んだな、背中が丸くなったなと思った方は早

リスクが高く「椎体骨折（圧迫骨折）
」を引き起こしま

めの診察がお勧めです。若いうちから栄養のある食
事 を 心 が け、骨
や筋肉を強くする
ロコモーショント
レーニングで予防
しましょうね。

地域紹介

上大野地区敬老会
日時：平成 30 年 9月2日(木)
10:00 ～12:00

地域紹介

地域紹介

城東地区敬老会

浜田地区敬老会

日時：平成 30 年 9月9日(日)

日時：平成 30 年 9月16日(日)

9:30 ～12:00

10:00 ～12:00

場所：上大野小学校体育館

場所：城東小学校体育館

場所：竹隈市民センター

主催：水戸市社会福祉協議会 上大野支部

主催：水戸市社会福祉協議会 城東支部

主催：水戸市社会福祉協議会 浜田支部

駒橋一俊 支部長
カラオケ、民舞、フラダンス、

井坂照夫 支部長
共催：城東市民センター

天野政幸 支部長
1,714名の方が敬老を迎えられ、

踊り「黄門ばやし」
、道上女性会

水戸地区防犯協会女性 支部

最高齢は104歳！ 今年は過去最

による「祭りだ！ ワッショイ！ 日

（おとめ組）による寸劇、民生委

大の230 名が出席し、浜田小学

本の祭り」などが披露され、楽し

員児童委員による獅子舞、城東

校6 年生による作文の発 表、女

いひと時を過ごし、また来年も会

小学校 5・6 年生による歌のプレ

性会の演舞や手品の発表があり、

いましょうと約束しました。

ゼント、相撲甚句、城東よさこい

温かく、にぎやかな楽しい雰囲気

等余興も盛りだくさんでした。

の中、盛況の内に終了しました。

思い出カフェ

活動報告

活動報告

第19 回 認知症456（すごろく）隊
日時：平成 30 年 9月16日(日) 10:00 ～12:00

場所：ユーアイファクトリー

場所：ユーアイファクトリー

思い出カフェは認知症の人やその家族への支援の

他市町村から参加された方は、認知

ひとつとして開催しています。いつも自然と会話が始

症カフェのボランティアをしていて、認

まり、時にはわいわい、時には真剣に色んなお話を

知症についてもっと理解したいと意欲的

しています。恒例の歌のコーナーで、季節の歌やリク

で、
「どの時期にどこに相談すれば良いかやど

くマスター
ごろ

エスト曲を歌っ

んな施設があるか等わかりやすかった」と感想をいた

てお開きとなり

だきました。認知症

ます。声を出す

456は、遊びながら

とスッキリしま

認知症の症状や使え

すよ～。

る社会資源などを学

7名！
27

認知症
す

日時：平成 30 年 9月16日(日) 13:30 ～15:30

ぶことができます。
生活支援・よろず相談

訪問したら大量の段ボール！？
ケアマネより「訪問したらＡさんの家に大量の段

が使えるかもしれません。今回、解約等出来なくても、

ボールが届いていた。本人は軽度の認知症だけど

今後に備え成年後見制度などの利用も検討してみて

買った覚えがないと言う。どうしたら良い？」との相談。

下さい。判断能力に応じて支援が受けられます。

騙されて購入した可能性があります。まずは契約書
と荷物が届いた日が分かるものを準備して消費生活セ
ンターへ相談しましょう。場合によりクーリングオフ

もっと詳しく知りたい方は高齢者支援セ
ンターまでご連絡ください。
社会福祉士

立川 利行

東部元気歴史散歩「彫刻家

きのうち

地域紹介

よ し

木内 克の生家は旧根積町」

木内は現在の柳町 1丁目に生まれ、学んだのは下

に木内を訪ね実現したのが、小学校の正門を入って

市尋常小学校で成績は抜群だったそうです。色白の

左側に立つ「母性愛」の鷲の像である。
「鷲はヒナを

木内少年の徒名はお姫様。その木内の作品は近くに

育てるのに餌がない時はわが

あるのに意外と知られていません。那珂市笠松運動

身をさいて与える」
。この愛情

公園内の茨城国体のモニュメント、高さ20mの女神

を子供たちの教育にもと木内

像、県民文化センターの玄関前の裸婦像の座像。大

は台座の題字を自ら書いたと

洗水族館内入口の人魚など市民に親しまれているの

言われています。餌を待つ二

が近くにあります。浜田小学校の創立百周年記念の

羽のヒナ、母鷲の目が優しい

記念事業で、当時の校長が直接東京上野のアトリエ

です。

浜田小学校にある鷲の像

ネットワーク

見える事例検討会

日時：平成 30 年9月4日（火) 10:00 ～12:00

ん。Yさんも兄もキレ

場所：ユーアイの家 相談室

やすく、ぶっきら棒

テーマ：兄の支えがないと生きていけないYさんだけど…

な態度で相談しにくい人でした。検討会では、病気の

Yさんは51歳で独居。要介護3。3歳の頃からⅠ型

弟を支えてきた兄の優しさが見え、兄の負担を軽くする

糖尿病を患い、合併症から視力を失い人工透析に通い、

ため、障害者年金から生活保護に切り替えて経済面の

足切断のおそれがあり歩行困難です。生活費は兄が毎

負担を軽くしてはと提案されました。ケアマネージャー

月数万円支援しています。両親から受け継いだ家はゴ

は兄を苦手に思っていたことを認識し、
「明日さっそく

ミ屋敷。
「なるようにしかならない」と人生を諦めたYさ

相談してみます」と大きな一歩を踏み出しました。

第 37回 サポーター会議

ネットワーク

現在の
ー数
サポータ

！
152 名

日時：平成 30 年 9月10日（月）15:00 ～16:30
会場：上大野市民センター

考えました。 こ

認知症 789家族支援編で認知症によくある症状へ

れで 13 パターン

の対応方法を4コマ漫画にしています。今回は「今は

のアイディアが出ています。これからどんな形になっ

朝か夜かわからなくなってしまう」などの場面について

ていくか…お楽しみに！
イベント案内

おしらせ

● 東部元気ふれあいサロン │ 日時：10月9日(火 )、11月3日(火 ) ＊毎月第2火曜 13:30 ～15:30 │ 場所：渋井町公民館
● 千波ふれあいサロン │ 日時：10月10日(水)、11月14日(水) ＊毎月第2 水曜 10:00 ～11:30 │ 場所：千波町 蔀彰男様宅
● いきいき“むつみ会 ”サロン │ 日時：10月6日(土 )、20日(土 )、11月3日(土 )、17日(土 )
＊毎月第1第 3土曜 13:30 ～15:30 │ 場所：千波市民センター
● 城東ふれあいサロン │ 日時：10月18日(木)、11月15日(木) ＊毎月第3木曜 13:30 ～15:30 │ 場所：城東小学校
● 開運寺サロン │ 日時：10月23日(火 ) 10:00 ～12:00 │ 場所：千波町開運寺
● 谷田町介護予防教室 │ 日時：10月30日(火 ) 10:00 ～12:00 │ 場所：熊野神社社務所
● 認知症456（すごろく）隊 │ 日時：10月21日(日)、11月18日(日) 13:30 ～15:30
場所：ユーアイファクトリー（東部高齢者支援センター）
● 思い出カフェ │ 日時：10月21日(日)、11月18日(日) 13:30 ～15:30 │ 場所：ユーアイファクトリー（東部高齢者支援センター）
● 認知症サポーター養成講座 │ 日時：11月11日(日) 10:00 ～12:00 │ 場所：竹隈市民センター

支援センター劇場

生活支援・よろず相談

「デイサービス」は健康・ふれあい・外出支援を
目的としています。主任ケアマネ 峯島 みどり

健康アドバイス

生活支援・よろず相談

［相談］これって認知症？

デイサービスって
どんなところかな？

ご質問に
お答えします

「70 歳女性からの相談。最近物忘れが多くなって心
配です。例えば、車のカギをどこに置いたか忘れて
何度も探したり、冷蔵庫を開けて『あれ？ 何を取ろう
と思ったんだっけ？』と忘れてしまったりします。病院
で診てもらったほうがいいですか？」

［アドバイス］
介護施設に
日帰りで通い、
入浴や食事の
生活支援と機能訓練が
受けられるところです

物忘れが多くなると不安になりますよね。人は歳と
共に脳の細胞が減少していくので、誰しも物忘れを
するようになります。脳細胞は 20 歳を過ぎると1日
に10 万個も死んでしまうのです。年を重ねると忘
れっぽくなるのは仕方のないことでもあります。
相談の方のように、置き忘れ等があると不安にな

自宅まで送迎して
くれるんで安心だわな

一人暮らしだから
友だちとのおしゃべり
が楽しいわ

りますよね。思い出せば問題ないのですが、カギを
盗まれた！ 等違う発想になってしまうと認知症の恐
れがあると思われます。
心配であれば、物忘れ相談医やかかりつけ医に
相談してみるのも良いと思います。
また、今年度水戸市では認知症チェックセミナー
を各高齢者支援センターの圏域で行っています。東

囲碁の
相手も
いるよ

部 地区（三中・千波中学 校区）は 11月23日（金）
に上大野市民センターで行います。簡単な質問に答
えてもらうものなので、お気軽に参加してください。
ぶどう
狩りに
行ったわ

息子
夫婦も
安心して
仕事に
行けます

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

