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回覧

永堀則雄

長い梅雨が明け、暑い夏が来ました。台風シーズンです。マイタイムラ
イン。自分の命を守るのは自分自身です。避難に時間がかかる高齢者
は、早めの避難を心掛けてください。地震と違い台風はすぐには来ま
せん。天気予報を見て準備をしてください。
センター長

塙 のぞみ
活動報告

知っておきたい医療知識 第 8 回 ～今さら聞けないあんなこと、こんなこと～

［シリーズ］

日時：令和元年 7月18日(木) 14:00 ～16:00
場所：上大野市民センター ホール
テーマ：生活習慣病とライフスタイル
講師：石井外科内科医院院長

石井 慎子 先生

生活習慣とは食事、睡眠、運動、ストレス、飲酒、

石井 慎子 先生

喫煙などの嗜好などです。それら具体的な要因から
発生する様々な体内の変化と病気のこと、最近よく
耳にする糖質オフや脂肪酸など興味深い内容をわか

でなく自分の生活習慣も見直して健康寿命を長くし

り易くお話しいただきました。

たい。とても参考になった」と話されていました。
東部圏域では「お父様の代からかかりつけだよ」と

生活習慣病という言葉から、なかなか深刻な状況

いう話をホントによく聞きます。

をとらえにくいものですが、徐々に傷められた血管が

長年にわたり地域の家庭医として活躍される2代目

体中を蝕み、高齢になれば認知症のリスクも高くなっ

「ちかこ先生」は穏やかな雰囲気のとても優しい先生

ていくそうです。
参加したケアマネさんは「利用者さんの生活だけ

開運寺サロン

活動報告

手

でした。

のつまようじ入
れ
作り

開運寺の
秋山住職

日時：令和元年 6月24日( 月) 10:00 ～11:30
場所：開運寺
巡回中の警察の方にサロンに立ち寄っていただき、
お話をしてもらいました。ドライバーの不注意による
交通事故が増えていること、一時停止ではきちんと

す。サロンに集まった皆さんも若い

止まること。また、水戸市でニセ電話詐欺が多発し

巡査の仕事ぶりに感心していました。

ており、各交番では巡回に力を入れていることなどで

ありがとうございます。

誰でも参加 OK ネットワーク

見える事例検討会
日時：令和元年7月1日（月) 10:00 ～12:00
場所：ユーアイの家 相談室
タイトル：自宅に帰りたい Aさん
Aさん、57 歳女性。今年1月に硬膜内外膿瘍を発
症し、下半身まひの後遺症が残り、車いす、要介護
3と認定されました。自宅に帰ることを目標にリハビ
リに励んでいましたが、家族は「本人の意見は聞か
なくていい。お金がない、介護力もないので施設に

障害年金の受給見込み

入所してほしい」と変化し、関係が悪化していました。

額を確 認して家 族 の負

病院のMSWは「家族に迷惑をかけたくない、施設

担の少ない施設を提示。

も仕方がない」という本人の気持ち、結婚や出産を控

②家族全員の気持ちを

えた若い子どもたちの気持ちも汲みながら、家族全

聞きとる、となりました。

員が納得できる支援をしたいと考えました。
アクションプランは、①ご本人の障害者手帳取得、

参加者全員が、病気によって崩れた家族が、また
再生することを願いました。
誰でも参加 OK ネットワーク

第 46 回 サポーター会議
日時：令和元年 7月10日（水）15:00 ～16:30
会場：上大野市民センター 会議室

いて学びました。

講師：宅配クック123

く質不足だと思った」
「市販

テーマ：高齢者の栄養管理について

のお惣菜でのバランスのとり

実際に宅配クック123 の糖尿病食・腎臓病食・や
わらか食などのお弁当を参考にしながら、栄養につ

現在の
ー数
サポータ

参加者から「自分はたんぱ

！
16 3 名

方など、簡単な方法を学べてよかった」などの感想が
ありました。

生活支援・よろず相談

100 件あれば 100 通り
先日一本の電話がありました。
「最近 Sさん（81歳

知られたくないなどの気持ちがあることから、踏み込

女性）を見かけない。息子（48 歳男性）と二人暮ら

むタイミングがとても難しいです。相談が100 件あれ

しのはずなのだけれど、ちょっと見てきてほしい」と

ば100 通りの内容があり、それぞれに関わり方が違

いう相談です。結果的に言うとSさんは自宅におり命

います。虐待を受けている高齢者や結果的に虐待に

に別状はありませんでしたが、介護放棄と親の年金

至ってしまった介護者それぞれの方が、心に大きな傷

の使い込みが発覚しました。

を負っています。
「悪者を捜す」のではなく、高齢者、

表面化する暴力は発見しやすいのですが、年金

介護者の心のケアを大切にした支援体制

の搾取や心理的虐待・介護放棄などは見つけづらく、

を築いていくことが大きな課題となってい

虐待を受けている当事者が理解出来ていない場合や、

ます。

社会福祉士

永堀 則雄

誰でも参加 OK 活動報告

第28 回

認知症456（すごろく）隊

誰でも参加 OK 活動報告

思い出カフェ

日時：令和元年 7月21日(日) 10:00 ～12:00

日時：令和元年 7月21日(日) 13:30 ～15:30

場所：ユーアイファクトリー

場所：ユーアイファクトリー

今年の梅雨はなかなか明けず、先日の千波湖の花

最近の思い出カフェには、昔話を一緒に楽しんで

火も雨の中の開催となりました。そんな七月の日曜日、

下さるボランティアの方が増えつつあります。戦後の

曇り空にも負けず5 名の方が参加して下さいました。

食事事情や昔の女優さんの話などなど、懐かしい話

認知症を学び、支え合える地域をつくるために！ 今日

に花を咲かせました。
「家にいるより、みんなと話せ

この日が、認知症に優しいまちづくりの一歩になります。

たほうが楽しくていいね～」と感想をいただきました。
アイ
ド
マル ル犬の
です
！

地域紹介

東部元気歴史散歩「水濱電車の開通は浜田から」
水濱電車の計画は、当初下市の浜田を起点として

街地内の計画は進まず、大正12 年に東柵町間が開

大工町迄でしたが、市街地の敷設工事に大変な手

通し水戸駅迄の工事は、常磐線水郡線を立体交差

間と経費を要す為、大正11年専用軌道で用地の取

の高架橋で大変でした。大正13 年に水戸駅から郵

得が容易だった、浜田磯浜間を先に開通する事に

便局前が開通し、14 年に大工町迄延びました。下

しました。 磯 浜 の 海

市の人 達は上市方面

岸は良好の海水浴場

に行くのには 踏 切で

であった 為、夏季に

列車の通 過を待たず

は多数客が押し寄せ、

大いに便利になり、更

10 台電車を連結運転

に昭 和 3 年には大 工

しても間に合わなかっ

町から谷中へと延 延

たといいます。一方市 昭和初期の本一町目

おしらせ

長されました。

常磐線高架下（昭和 40 年当時）

誰でも参加 OK イベント案内

● 東部元気ふれあいサロン │ 日時：9月10日(火 ) ＊8月はお休み ＊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：9月11日(水) ＊8月はお休み ＊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：9月7日(土)、9月21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：8月22日(木)、9月19日(木) ＊毎月第 3 木曜（8月は第 4 木曜に変更）
13:30 ～15:30 │ 場所：城東小学校
● 開運寺サロン │ 日時：8月26日(月)、9月30日（月）10:00 ～12:00 │ 場所：千波町開運寺
● よつば会サロン │ 日時：8月22日（木）、10月24日（木）＊隔月第 4木曜 10:00 ～11:30 │ 場所：千波市民センター
● 浜田ふれあいサロン │ 日時：8月26日（月）、9月30日（月）＊毎月第4月曜（9月は第5月曜日）10:00～11:30 │ 場所：竹隅市民センター
● 認知症456（すごろく）隊 │ 日時：8月18日(日)、9月15日（日）10:00 ～12:00
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：8月18日(日)、9月15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）
● イオン何でも介護相談会 │ 日時：8月15日(木)、9月15日(日) 10:00 ～15:00 │ 場所：下市イオンスタイル

支援センター劇場

生活支援・よろず相談

「要介護認定結果」には有効期限があります
主任ケアマネ 峯島

健康アドバイス

生活支援・よろず相談

［相談］こんな症状が現れたら注意！

みどり

介護保険証には
認定の有効期限が
記入されています。
その人の状態に
よって期間の長さが
違います

脱水症のサイン？

「78 歳男性からの相談。去年、朝起きたらだるくて
しょうがない時があり、病院へ行ったら脱水症と言
支援
センター犬
“マル”
↓

↑
介護保険の保険証

われました。だるさ以外にも脱水症のサインって何
かありますか？」

［アドバイス］
認定区分の
有効期間は
初めての申請の場合
３～ ヶ月です

12

人間の体は、約 6 割（高齢者の場合は 5 割）が水分
と言われています。この暑さで食欲が落ちたり、水分
不足になったりすることで、本人も周囲も気づかない
まま脱水状態になっていることもあります。年を重ね
ていくと、体内の水分量が減り、水分コントロールす
る腎臓の機能も低下していきます。また、喉が渇いて
いるという感覚が鈍くもなるため、色んな状態が原因

有効期間の
更新認定の場合は
３～ ヶ月に
なります
36

で水分不足になりがちです。
症状としては、初めは皮膚が乾燥したり、ぼーっと
してうとうとしたり、進行すると頭痛や吐き気が起きる
こともあります。ひどい時には意識障害を起こしたり、
けいれんしたりすることもあるので、何かしらおかし
いと感じた時はすぐに受診することをお勧めします。

介護保険証をもう一度
確認してみましょう。
期間満了の 日前から
更新手続きを
することができます

この辺に
記入されてます

60

今回のご相談の方は、夜間に熱中症のような状態
になっていたのかもしれません。蒸し暑い夜等は、上
手にエアコンや扇風機を使って、体に熱がこもらない
ようにしたり、寝る前にも水分を摂ってから寝るよう
にしましょう。
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

