水戸市東部高齢者支援センター

だより

水戸市東部高齢者支援センタースタッフ

Vol.

39

平成 30 年

7

私たちが相談をお受けします♪
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塙のぞみ

日高友紀子

立川利行

峯島みどり

回覧

宮崎徹子

梅雨に入りました。台風の季節にもなります。
「地震はいきなりやってくるけ
ど、洪水はだんだんやってくるよ！」そなえは万全ですか？ 自分と大切な人の
命を守るために、まずは家族と話し合いましょう。

センター長

塙 のぞみ
活動報告

水戸市川岸通立浪町内会「常総市水害視察会」
日時：平成 30 年 6月19日( 火 )

払っている地域でもあり、

水戸市川岸通立浪町内会の皆様、市の防災危機
管理課の職員さんと常総市の復興状況を確認すると
共に、自分たちの地域で何かあった時に使えるツール

明日は我が身、真剣に
取り組んでいました。
災害はいつ起こるか

として「逃げキッド（マイタイムライン検討ツール）
」の

わかりません。常に意識して、非常時に慌てずに行

説明を受けました。那珂川沿いで常に水害に注意を

動できるよう準備をしておきたいですね。

活動報告

知っておきたい医療知識 第4回

［サポーター研修］

活動報告

主任介護支援専門員（ケアマネ）のための勉強会

日時：平成 30 年 6月14日(木) 9:30 ～11:30

日時：平成 30 年 6月11日( 月) 18:30 ～20:00

場所：上大野市民センター │ 参加者38 名

場所：ユーアイの家 相談室 │ 参加者：15 名

講師：原 毅 先生（原外科医院院長・水戸市医師会会長）

講師：茨城県ケアマネジャー協会理事 鴨志田 幸司氏

テーマ：消化器疾患の基礎

テーマ：主任ケアマネの役割と研修のポイントについて

消化器での代表的な胃や大腸、すい臓、肝臓な

主任ケアマネとは地域のケアマネに助言や指導を

どの臓器の働きと疾病について基礎的なお話を伺う

行う、知識と経験豊富なケアマネのことで、有効期

ことができました。今や胃がんはピロリ菌の除去に
より発症リスクが1/3に減ると言われているそうです。
外科手術は腹腔鏡下手術が主流で、入院は長くて一
週間、胃潰瘍は手術を必要とせず、
服薬治療が当たり前などの最新情
報もお聞きしました。
参加したケアマネのほとんどが原
先生と連携をしたことがあるそうで、
東 部 圏 域に先
生がいらっしゃ
るのはとても心
強いと嬉しくな
りました。

限は 5 年の更新制です。
今年度更新予定の主任ケアマネ
の皆さんの真剣な気持ちがヒシヒ
シ伝わってくる勉強会となりました。

活動報告

思い出カフェ
日時：平成 30 年 6月17日(日) 13:30 ～15:30

アで薬剤師さんが

場所：ユーアイファクトリー

参加していたので、

思い出カフェは認知症の方や認知症の心配のある

健康管理という面

方を抱えるご家族のための相談会です。最近の様子

でもアドバイスを

やご家族の想い、ご本人の想いを聴かせていただき

いただけました。

ました。ご家族同士の交流があったり、ボランティ
ネットワーク

見える事例検討会「給付制限があり、料金を滞納しているAさん」
日時：平成 30 年 6月1日（金) 10:00 ～12:00

います。自宅はエレベーターなしの４階で、支えがあ

場所：ユーアイの家 相談室 │ 参加者：30 名

れば何とか昇り降りできるギリギリのラインです。担

86 歳のAさんは夫と長男の3人暮らし。飲食店を

当ケアマネは、夫婦ともに無年金だと分かり、この

経営し一見繁盛しているようにみえましたが、介護保

先高齢の夫と息子の二人がいつまで働けるのか不安

険料を滞納し3 割負担です。認知症と筋力低下があ

になりました。家庭の懐具合を話題にするのはケア

り、歩行機能の維持のためリハビリが必要と判断し

マネにとって苦手なところですが、このままというわ

ました が、

けにもいきません。解決策として、ケアマネは今後の

利用料金

生活設計について家族からの情報収集と相談をする

を 数 か月

こと。経済状況についてお金の専門職と協働するこ

滞 納し通

とが提案されました。

所リハビリ
は休止して

参加者からの応援エールに、事例提供者のケアマ
ネも一歩踏み出すための元気をもらったようです。
ネットワーク

第 34 回 サポーター会議

現在の
ー数
サポータ

！
137 名

日時：平成 30 年 6月8日（金）15:00 ～16:30
会場：上大野市民センター
認知症の方の介護をしている家族へ、認知症のよ
くある症状への対応を良い例と悪い例に分けて、
「虫
」
「息子に対して早く帰りなさいという」
が見える（幻視）
「汚れた下着を隠してしまう」という場面を4コマ漫画
にする作業を行いました。なるほど！ という対応もあ

り、やはり様々な立場の方から色んな
意見を聞くことは大事だな～と感じました。
生活支援・よろず相談

つい叩いてしまって虐待に…
娘様から「久しぶりに実家に帰ったら父の腕に痣
が。父は『叩かれた』と言っており、同居の兄に聞くと
『少し叩いた程度だよ』と。これって…」との相談。
これは身体的虐待です。実際に叩いたことを自覚
していたので、息子様に話を聞くと、
「仕事が忙しい

今回は息子様の介護負担の減少の面からも、介
護保険を申請、デイサービスの利用を開始しました。
その後、本人は元気でデイサービスに来ており、息
子様も優しくなったそうです。
忙しい中での介護は知らないうちにストレスが溜

のにあれやこれやと言われ、こっちの言うことは聞い

まってしまいます。介護保険などうまく利

てくれなくて…つい」と。多忙な中で頑張って支援し

用して負担を減らしていきたいですね。

ていても、このような結末では悲しいですよね。

社会福祉士

立川 利行

出前講座「楽しみながら学ぶ

活動報告

認知症456（すごろく）」

活動報告

第16 回 認知症456（すごろく）隊
日時：平成 30 年 6月17日(日) 10:00 ～12:00

場所：茨城県総合福祉会館 3 階

場所：ユーアイファクトリー
今回は友愛薬局、城東地区の民

茨城県社協主催によるシニア世代を対象にした「わ

生委員さん、ケアマネさん、子育て

くわく元気アップ講座」に招かれ、大すごろく体験会

支援センターの職員さんが参加して

を開催しました。参加者の皆さんはおじいさんになり

くれました。

くマスター
ごろ

6 名！
25

参加者：33 名、すごろくマスター13 名

認知症
す

日時：平成 30 年 6月7日(木) 13:00 ～15:00

きってサイコロを振り認知症発症の疑似体験をしまし

「次期に合わせて必要な支援がわかりやすい」
「訪

た。大笑いのなか、時には真剣に脳トレや体操を楽

問する時に何を注意すればいいかよくわかる」などの

しみ、
「認知症にならないように普段から気を付けよ

お言葉をいただきました。日々の業務や活動などに

うね」
「母も認知症になった時とても不安だったのね」

活かしていただければ幸いです。また、
「ファシリテー

「自分の住む地域でやってみたい」などたくさんの感
想をいただきました。

ターをやってみたい」方、ボランティアは随時募集し
ていますので
お声掛けくだ
さいね。

地域紹介

東部元気歴史散歩「備前掘に架かる学びの橋」
今から408 年前に利水と治水を兼ねて造られ、農

路として指定されて

業用水となって米の増産を助け、恩恵は今日まで及ん

おり、橋には次のよ

でいます。堀は当初千波湖より直接水をひいていまし

うな内容が刻まれて

たが、千波湖の東側が干拓されたため、桜川を分岐

います。

点として今の形が出来上がりました。下市の堀にある
数多くの橋の中で、
「学びの橋」と言うところがありま

仲よきことは美しきかな

す。造られた年代は分かりませんが、以前は瓦谷橋

苦は楽の種 楽は苦の種と知るべし

と呼ばれ、その後、学びの橋となりました。その名

いそがず休まず

にふさわしく、現在浜田小学校児童の車両禁止通学

雨にもまけず風にもまけず
イベント案内

おしらせ

● 東部元気ふれあいサロン │ 日時：7月10日(火 )、8月14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：7月11日(水) ＊8月はお休みです。＊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：7月7日(土 )、21日(土 )、8月4日(土 )、18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：7月19日(木)、8月16日(木) ＊毎月第3木曜 13:30 ～15:30 │ 場所：城東小学校
● 認知症456（すごろく）隊 │ 日時：7月15日(日)、8月19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：7月15日(日)、8月19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：7月28日(土 ) 10:00 ～12:00 │ 場所：城東市民センター

支援センター劇場

生活支援・よろず相談

ご存知ですか？「ものわすれ相談医」
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］曇りの日も熱中症注意！

みどり

歳の
父は
この頃
もの忘れ
するんです

「65歳女性。曇りの日に草取りに夢中になっていた

83

ら、気分が悪くなりめまいがしました。これって熱中
症でしょうか？ 晴れの日でなくても熱中症になるんで
すか？」

［アドバイス］気分が悪くなりめまいがするという
出かける約束を
忘れたり…

症状は、熱中症初期症状の可能性があります。症
状を悪化させないためにもすぐに水分摂取をしま
しょう。
熱中症になる危険性の高い環境は、高温・多湿

大事な
書類を
しまい
忘れたり

な状況です。たとえ日陰でも風通しが悪く、湿度の
高い場所では危険です。
朝のうちに庭仕事を一気にやってしまおうと水分

「もの忘れ相談医」は、
認知症の
医療相談窓口です

お近くの「もの忘れ
相談医」に受診・相
談してみましょう

「もの忘れ相談医」の先
生は水戸市内に ヶ所
登録されています

お問い合わせは
高齢者支援セン
ターや水戸市医
師 会 で す。 お 気
軽にどうぞ！

34

も摂らずに夢中になってしまったりするととても危険
です。気温が高い時は無理はしなくても、朝から昼
にかけて最初は涼しくて作業がしやすいと無理をし
がちです。朝は涼しいと感じてもグッと気温が上がっ
たりするのでとても危険です。午前中の時間帯に熱
中症で倒れる方も多いそうです。また、家の中でも
湿度が高い時は注意が必要です。屋内でも熱中症
になります。
こまめな水分摂取はいずれにせよ大事ですね。一
気に飲むのではなく、少量づつを回数多く飲んだほ
うが効果的です。水分を摂るのが苦手という方は特
に注意しましょう。
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

