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私たちが相談をお受けします♪

月

回覧
水戸市東部高齢者支援センタースタッフ

塙のぞみ

近藤ゆかり

日高友紀子

立川利行

峯島みどり
「足腰がつらい…」
「忘れっぽくなったかな」と感じている方へ

足腰・認知症チェック

11月は「霜月」と呼ばれます。文字通り霜が降る月の意味です。寒さが増して
きます。風邪は万病のもとと言います。健康管理には十分気を付けてください。
11月23日
（勤労感謝の日）には「足腰軽度認知症チェックセミナー」

る方はぜひご参加ください。
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イキイキ健康セミナー

「栄養の話」

「2つのことを同時に行う」
「左右で違う
動きをする」といった慣れない動きで脳
に適度な刺激を与え、
活性化を図る認知症
予防の体操です。ど
うぞ、お気 軽にご参
加ください。

元気に長生きするなら「食べる」が一番。
社会福祉法人ユーアイ村の管理栄養士で
ある沢畑淳子が、低
栄養の危険について
や、低栄養予防のた
めの食事のコツなど
をお話しします。

11/23（木）10:00 ～15:00

ユーアイファクトリー（社会福祉法人ユーアイ村）

水戸市吉沼町 1843-3

水戸市東部高齢者支援センター ／ 協賛 アイセイ薬局

お問い合せ（水戸市東部高齢者支援センター）
電話 029-246-6216 FAX 029-246-6217

料

軽度認知症を高精度に判別するテストを
実施します。専用機器で簡
単にチェック。最近気にな
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「シナプソロジー体操」
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ファクトリー

ユーアイの家

報恩殿

予約は不要です。時間内のご都合のよい時に自由にお越しください。

塙 のぞみ

水戸市老人福祉センター 柳堤荘「作品発表会」
場所：水戸市老人福祉センター 柳堤荘
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「ロコモティブシンドローム」
のチェックです。いつまでも
元気な足腰で介護予防をしま

3

も
どなたでます！
参加でき

ユーアイファクトリー

足腰・健康
チェック

日時

センター長

日時：10月18日（水）
・19日（木）

11/23（木）10:00
～15:00

勝倉
橋

を行います。皆さん参加してくださいね！

セミナー
1

「足腰軽度認知症チェッ
クセミナー」チラシ

地域紹介

老人福祉センターは 60 歳以上の方ならどなたで
も利用できる施設です。100 円で入浴もできます。
素晴らしい作品の数々が並び、元気な民舞や歌謡、

示と舞台発表、フリーマーケット、健康測定などに

民謡の発表にアンコールの掛け声や多く拍手が送ら

ぎやかに開催されました。

れていました。

認知症サポーター養成講座
日時：平成 29 年10月5日(木) 10:30 ～12:00
場所：アルソック綜合警備保障株式会社
今回もアルソック社員の皆さんに向け認知症サ
ポーター養成講座を行いました。
若い方が多かったですが、認知症 456（すごろく）
で認知症を自分事にしていただき、認知症の症状や
介護保険のサービスなどを学んでいただきました。
「すごろくがとてもわかりやすく、楽しんで学べた！」

活動報告

「まだ30代だけど、脳トレ難しかった！」などの感想をい
ただきました。若いうちから認知症予防！ 大事ですね。

思い出カフェ

活動報告

ネットワーク

見える事例検討会

日時：平成 29 年10月15日(日) 13:30 ～15:30

日時：平成 29 年10月2日（月) 10:00 ～12:00

場所：ユーアイファクトリー

場所：ユーアイの家 相談室

「思い出カフェ」は認知症になった家族を介護して

「姉と同じデイサービスを利用したが、短期間で事

いる方がリフレッシュできる場でもあります。本人と

業所の変更を繰り返し、この1年は様々な提案をケア

一緒に来ても、別々にお話を伺うこともできます。美

マネジャーが行うものの、サービス利用が難しい妹」

味しいおやつを食べながら、たまにはゆっくりしてみ

への支援について検討しました。

ませんか？

股関節の手術による筋力低下や脱臼が心配される

9月・10月の来店者にも夫婦や親子で来ましたと

こと、入浴も1人では難しいのではないかという意見や、

いう方がいました。毎日の介護で、近しい人だからこ

夫や娘はサービス利用が必要と考えていながらも強

そ感情的になってしまうことは致し方ないことですが、

く勧めないことから、

感情的になることでお互いに辛い思いをするのも事実

なぜそのサービスが

ですよね。この場でお

必要なのか根拠を伝

話することで少しでも

えていくというアドバ

気持ちが軽くなったり、

イスが上がりました。

対処が見つかったりす
ればいいなと思います。

認知症456（すごろく）隊

第 27回 サポーター会議
活動報告

日時 : 平成 29 年10月15日(日) 10:00 ～12:00
場所 : ユーアイファクトリー
今回、
「普段サロンですごろくをやっているが、進

ネットワーク

日時：平成 29 年10月10日（金）15:00 ～16:30
会場：上大野市民センター

現在の
ー数
サポータ

参加者：24 名

！
13 6 名

「医療と介護の連携シート」
の話し合いも大詰めとなり、11

め方に疑問を持ち、再度学びたい」という方々や、
「介

月の配布に向けて、外来受診用シート最終見直しを

護サービス事業所で職員やご家族向けにすごろくを

行いました。病院・ケアマネジャー・民生委員・各サー

やってみたい」という方々がいらっしゃいました。

ビス事業所で活躍できるシートが出来上がりそうで

認知症456（すごろく）隊は、毎月開催しているので、

す！ 参加者全員から意見をうかがい、サポーターの

何度でも参加すること

底力をヒシヒシと感じる

が 可能です。少しずつ

会議となりました。

理解を深め、知識を増

さらに新しい仲間が

やしていくことで内容が

5 名増えました。東部サ

伝わりやすくなると思い

ポーターの皆様の今後

ます。

の活躍にご期待ください。
生活支援・よろず相談

消費者トラブル「成年後見制度を利用した感想」
Aさんは認知症のある80 代、独居の女性です。息

るし、介護保険の申請や事業所との契約なんかもして

子さん夫婦が遠方にいて、財産管理が出来ないことな

くれました。今は施設の入居の手続きを進めてもらっ

どを理由に成年後見制度を利用し始めました。そん

てます」とのこと。

な折、お嫁さんから成年後見制度の感想が届きました。

後見人は財産管理に加え、介護保険サービスの契

「あの時、早めに相談して、利用してよかったです。う

約等（これを身上監護と言います）もして

ちでは司法書士さんが後見人に決まりましたが、財

くれます。上手に利用したい制度ですね。

産管理や、年金、保険、相続の事も相談にのってくれ

社会福祉士

立川 利行

地域紹介

東部元気歴史散歩（城東）常陸山生誕の地と宝鐘院

生活支援・よろず相談

支援センター劇場

城東1丁目にある宝鐘院は、今から427年前、佐竹氏の祈願所として

「思い出カフェ」は月1回開催して

太田より水戸に移され、佐竹や徳川の時代の中で幾多の歴史をたどり、

いる、認知症の方や認知症の心

現在「お不動様」として地域の人々によって守られています。そして、その

配のある方を抱えるご家

門前町に明治7年水戸藩士の長男として生まれたのが第19 代横綱の常

族の為の相談会です。

陸山です。子供の頃から水泳、相撲を得意と

主任ケアマネ 峯島

相撲界に入り実力を発揮。
「角聖」とうたわれ、
近代相撲道を確立しました。
現在日本中が、久し振りの日本人横綱の誕
生で盛り上がっています。茨城県人としても

夫は認知症だけど
一緒に外で
お茶したいわ

妻

し、他の少年たちは歯が立たなかったそうです。

みどり

稀勢の里や高安の活躍に期待している人は大
頑張れ！
［宝鐘院］水戸市城東1丁目11-19
［常陸山生誕の地］水戸市城東1丁目9

東海道

こらっ！
おばあちゃんが
怒りっぽくて…

悲しくなります…

勢いると思います。常陸山も同じ思いでしょう。

娘

孫
息子

地域紹介
いらん！
薬を飲んで
くれない。
何度言っても
わかってくれない

茨城県はその昔「常陸の国（ひたちのくに）」と呼ばれ、当時の行政区分
夫

では東海道の北端の国でした。
律令時代の7 世紀頃、朝廷によって全国に7ヶ所の道が造られました。
その一つが「東海道」と呼ばれる、三重県（伊勢）の鈴鹿から茨城県に至
東海道というと江戸から京都までの「弥次喜多道中、東海道五十三次」
年ころまでその行政区部は続いていました。現在の日本各地の地方名の多
く（東海、東山、北陸、山陽、山陰、北海道など）にその名は残っています。

ッ！
ワン

が頭に浮かびます。東海道とはそもそも行政上の「道」のことで、明治4

思い出カフェで
ひとやすみ。
心を込めた
お茶を淹れて
お待ちしています。

る太平洋沿岸の道です。

余談ですが東海道は「うみつみち」とも呼ばれていました。

おしらせ

イベント案内

● 東部元気ふれあいサロン │ 日時：12月12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：12月13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：12月2日(土 )、16日(土 ) ＊毎月第1第 3土曜 13:30 ～15:30
場所：千波市民センター
● エンジョイスクール（市内居住の 65 歳以上の方対象）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：241-4820（高齢福祉課地域支援センター介護予防係）
● 思い出カフェ │ 日時：11月19日(日)、12月17日(日) 13:30 ～15:30 │ 場所：ユーアイファクトリー
● 東部いきいき相談会 │ 日時：11月16日(木)、12月13日(水) 14:00 ～14:30 │ 場所：柳堤荘
● 認知症456（すごろく）隊 │ 日時：11月19日(日)、12月17日(日) 10:00～12:00 │ 場所：ユーアイファクトリー
● 足腰・認知症チェックセミナー │ 日時：11月23日(木) 10:00 ～15:00 │ 場所：ユーアイファクトリー

生活支援・よろず相談

ケアマネに相談！

［相談］同じことを何度も聞いてくる

健康アドバイス
［相談］膝が痛くて

草取りができなくなった

「50 代女性。父は認知症です。同じことを何度も聞
いてきたり、繰り返し確認してくることが多くなりまし

生活支援・よろず相談

「76 歳女性からの相談。左の膝を曲げると痛みが

た。
『さっき言ったよ』と伝えても、少し経つとまた聞

あって、しゃがむことができなくなってしまいました。

いてくるので対応に困ります。」

特に転んだりひねったりしてないので、何でかわかり

[お答え] 認知症であるという本人の自覚は、病気
の進行とともに失われていきます。そして、生活で混
乱することが増えていきます。目の前にいる人が誰
か分からなかったり、気になることがあるのに思い

ません。いつも痛いわけではないから病院には行っ
ていません。痛みを和らげる方法はありますか？」

［アドバイス］歳とともに体のあらゆる所は衰えてく
るものですが、膝もそのひとつです。

出せなかったりします。

膝には、骨と骨がつなぎ合わさる部分に軟骨と関

同じことを何度も聞いたり、繰り返し確認したり

節液があり、動きをなめらかにします。しかし、歳と

するのは、何かおかしいなと不安を感じているため

ともに、軟骨がすり減ることで痛みが出ることがあ

です。
「さっき言ったでしょ」「何度同じこと聞くの？」

ります。痛みがあるので動かない→筋肉が減る→支

と答えるのは逆効果です。本人は繰り返し聞いてい

えられないので痛みが増す、という悪循環に陥る可

る自覚がないですから、
「なんでこの人は意地悪する

能性があるので、筋力をつけることが大事です。簡

の？」「初めて聞いたのに怒られた、なんで？」などと

単にできる運動としては、20 秒程、片足で立つこと

不安がさらに深まり、症状が悪化する可能性もあり

を両足交互に行うことです。予防という点では、正

ます。認知症になっても感情まで無くなるわけでは

しい姿勢で歩くということが大事です。

ありません。

①背筋を伸ばす

不安をやわらげるような接し方として、穏やかな態

②手を自然に振る

度で接することや認知症の人に調子を合わせてみま

③足を出す時には膝を伸ばす

しょう。聞こえが悪くなっていることも多いので、大

④踵から着地する

きな声でゆっくりと話すことも大切です。

⑤足の親指でしっかり蹴りだす
というポイントを意識して歩いてみてください。

主任ケアマネ

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

