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峯島みどり

インフルエンザが猛威を振るっています。高齢者はインフルエンザ肺炎で命を落とす
場合があります。予防注射をしていてもインフルエンザに罹らない事はないので、人混
みにはなるべく行かない、外出の際にはマスクをする。帰宅後は、手洗い、うがいを
して予防してください。

センター長

活動報告

出前サロンin下道（第 6 回）
日時：平成 30 年1月20日(土) 10:00 ～11:30
場所：吉沼集落センター

塙 のぞみ

パンフラワーでの作品作りなどが行われました。
「こういった工作は小学校以来だ」と話しながら、

水戸市社会福祉協議会上大野支部主催の出前サ

互いに作品を見せ合ったり、飾りを追加で作成される

ロン。第 6 回は吉沼町下道町内会の皆さんと開催し

方がいたりと賑わっていました。また、参加者の方に

ました。ユーアイの家デイサービスが出張し、体操や

詩吟を披露して頂き、その歌声に聞きほれる場面も
ありました。外の寒
さを忘れる位、身体
も心も温まる時間と
なりました。

製作したパンフラワー

千波女性会「消費生活センター出前講座」
日時 : 平成 29 年12月27日(水) 10:15～11:15
場所 : 千波市民センター
千波地区の女性会会員さんと共に、水戸市消費生
活センター 藤咲利枝子さんから消費者トラブルにつ
いて、最近の相談事例を交えてお話しを伺いました。
還付金詐欺など被害に遭う方はまだまだ多いです
が、冷静になるために人に話すと良いなどアドバイス
を頂きました。

活動報告

活動報告

千波ふれあいサロン 初詣

活動報告

第11回

認知症456（すごろく）隊

日時 : 平成 30 年1月10日(水)

日時 : 平成 30 年1月21日(日) 10:00 ～12:00

場所 : 吉田神社

場所：ユーアイファクトリー

今年も千波サロンでは初詣に出かけました。行き
先は吉田神社で常陸国第三ノ宮にあたります。

今回は地元住民の方、地域でボランティア活動に
取り組む皆さん、介護事業所の方が参加され、水戸

天気にも恵まれ穏やかな日差しの中での参拝とな

市だけでなく東京都、取手市、ひたちなか市、茨城町

りました。皆様、どんなお願い事をしたのでしょうか？

など遠方からの参加がありました。456
（すごろく）で

叶うといいですね。参拝後は蔀会長のお宅でお弁

大いに盛り上がり、高齢化社会とは切り離せない認

当と会長の奥様、お嫁様手作りの料理を頂きました。

知症と人に優しい町づくりにむけた関心の輪が大きく

どれもとてもおい

広がりました。

しかったです。こ

それぞれ の

れからも元 気で

地域に戻って

サロンに参加して

必ず開催しま

下さいね。今 年

す。と意欲的

も一年、よろしく

な声が 聞 か

お願いします。

れました。
ネットワーク

見える事例検討会・サポーター会議 合同企画
日時：平成 30 年1月15日（月) 14:00 ～16:00
場所：上大野市民センター 会議室
これまでの事例検討会を振り返ると、
「認知症」や

現在の
ー数
ポ
サ ータ

また、サポーター会議を

！
13 6 名

通して作成していった「認知
症すごろく」や「介護・医療の連携シー

「医療・介護の連携」などの共通課題が見えてきまし

ト」などサポーターの皆で作り上げてきたことへの達

た。今回は、平成 29 年に開催した事例検討会の振

成感と顔の見える連携の輪の広がっているとの感想

り返りと、共通課題に対してサポーター会議で取り組

を頂きました。

んできた取り組みの報告会を行いました。当日は介
護や医療の専門職だけでなく、民生委員や保健推進
員など40 名を超える方々に参加頂きました。
事例提供者には検討会後の状況について話して頂
く場面もあり、
「検討したその後のことが分かり良かっ
た」
「振り返ってみることで学び直しになる」といった
感想を頂きました。
生活支援・よろず相談

消費者トラブル「高齢者虐待と認知症の関係」
Aさん「同じ話を繰り返す認知症の母を叩いてし
まった」と相談。

つかない対応に追われ、知らないうちにストレスや介
護疲れが溜まることも多いです。そうならないように

身体的虐待の一例です。実は虐待をされた高齢

認知症を正しく知り、対応方法を学ぶことで上手に対

者のうち約 46％が認知症日常生活自立度Ⅱ以上（認

処していきたいですね。介護保険なども積極的に活

知症介護研究・研修センター報告）と言われています。

用してください。私たちも相談に乗ります

この自立度Ⅱは「誰かの見守り無しでは自立が難しく

のでいつでもご連絡ください。

なってきた状態」です。認知症の方の介護は、予測も

社会福祉士

立川 利行

思い出カフェ

活動報告

日時：平成 30 年1月21日(日) 13:30 ～15:30

生活支援・よろず相談

支援センター劇場
ご近 所トラブルでお困りの方

場所：ユーアイファクトリー

は高齢者支援センターにご相談
ください。様々な解決方

思い出カフェは認知症の方の
介護をしている家族支援として、

法をご提案します。

カフェのような雰囲気の中、気軽

主任ケアマネ 峯島

ご本人と一緒に来られる方やご
家族だけでいらっしゃる方もいます。ご家族同士でいろんな話をして、お

支援センターには
こんな相談があり
ます

開催しています。

高齢者のご近所
トラブルです

に相談できる場所として、月１回

みどり

互いにねぎらったり、工夫を分かち合ったりしています。
地域の方もお茶のみがてら来て下さっていて、場を盛り上げてくださる
ので、とてもありがたい存在となっています。皆さんもぷらっと遊びに来て

地域紹介

東部元気歴史散歩

三中地域「幻の巨大寺・谷田の羅漢寺」
（後編）

那珂川べりの細谷から谷田の台地に
移ったのは天和 3 年（1683 年）
。寺
は宝暦13 年と昭和 20 年の空襲で二

毎日訪ねて来て
聞かれるの…

になります。寺が光圀公の命により

今日は何日かの？

宝蔵寺は賢禅師が開いてから548 年

この様な
事ありま
せんか？

羅漢寺跡のすぐ近く南に位置する

クレーマーがいるの
ですが…

みませんか？

ゴミ屋敷がある
のですが…

の努力により見事に再建されました。その寺に幻の羅漢寺の遺物が今
も残されています。その一つが宝蔵寺に眠る羅漢寺開山の木食観海の

様々な方法で解決の
お手伝いをしていま
す。迷ってる方はご
相談くださいね

度焼失しましたが、歴代の島津和尚
ワン！

五輪塔と二世観順の墓碑です。今もって供養の卒塔婆が上げられていて、
羅漢寺が竣工した明和7年の入仏供養の際に寄進された御手洗いは今も
使われています。礎石は寺の大きさを知る物として貴重です。その一つ
が境内の地蔵堂前にあります。

※相談内容は守秘
義務が定められて
います

おしらせ

イベント案内

● 東部元気ふれあいサロン │ 日時：3月13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：3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：3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
● 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：2月18日(日)、3月18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：2月14日(水)、3月22日(木) 14:00 ～14:30 │ 場所：柳堤荘
● 認知症456（すごろく）隊 │ 日時：2月18日(日)、3月18日(日) 10:00～12:00 │ 場所：ユーアイファクトリー
● 認知症サポーター養成講座 │ 日時：3月25日(日) 10:00 ～12:00 │ 場所：竹隅市民センター

ケアマネに相談！

生活支援・よろず相談

生活支援・よろず相談

健康アドバイス

［相談］ヘルパーさんに遠慮してしまう

［相談］脳梗塞の前兆

「1人暮らしの 80 代女性。腰が痛くて掃除が大変な

「75歳男性。先日、一時的ですが片手が急に痺れ

ので介護保険を申請しました。ケアマネジャーさん
と相談し、ヘルパーさんに来てもらうことにしました。
ヘルパーさんがやりやすいよう、前もって掃除してお
いたほうが良いでしょうか」

なく心配です。病院に行ったほうがいいですか？」

［アドバイス］急に片手が痺れるというと確かに心
配ですよね。手が痺れる原因は色々あります。首の

[お答え] せっかくヘルパーをお願いしていても、遠
慮して本人の気苦労と仕事が増えてしまうことがあり
ます。
まずは、自分が現在の生活の中で何を負担に感
じているのか、どんな支援を必要としているのかを
整理してみましょう。ケアマネジャーやヘルパーなど
を交えて一緒に整理していくと更に分かりやすくなり
ますし、自分の意思も伝わりやすくなると思います。
また、漠然と「ヘルパーさんに家事を色々してもら
おう」と考えている場合は、あまり必要としていない
支援を受けてしまうこともあります。自分で出来るこ
とまで人任せにしてしまうと、生活する力が衰えてし
まいます。腰が痛いのであれば腰に負担がかかる家
事を中心にお願いする。その一方で座って出来る洗
濯畳みは自分で行うなど、ヘルパーと家事を分担し
ながら自分が出来ないことだけを頼んでいきましょう。

主任ケアマネ

ました。数分後には落ち着いたのですが、なんと

骨と骨の間の神経が関係していることもあれば脳の
病気によるもの等もあります。
いずれにしても、一度受診することをお勧めしま
す。特に、脳の病気では、脳梗塞の前兆として、
「し
びれ」が出ることがあります。薄い手袋越しに触っ
ているような感覚の「しびれ」だそうです。数分後
に消えた場合は一過性脳虚血発作の可能性もあり、
その後高確率で脳梗塞を発症するので、こういった
「しびれ」がある時は早急に受診が必要です。
他にも「めまい」
「ろれつが回らない」
「ものが２重
に見える」などの症状が起こることもあります。早期
に発見できれば治る可能性が高いので、躊躇せずに
受診してほしいです。
また、脳梗塞を予防するためには、高血圧・糖尿
病・脂質異常症などの生活習慣病を防ぐことがもっ
とも大事なポイントとなります。そのためにバランス
のとれた食生活を心掛けることが大事です。

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

