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令和元年となり、新しい時代が始まりました。東部高齢者支援センターも
5 年目となり、社会福祉士の永堀則雄さんが入りました。高齢者の総合相
談窓口として、身近な存在になれるように、顔の見える関係づくりに努力し
て参りますので宜しくお願い致します。

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 7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 5月16日(木) 10:00 ～12:00

対、握りこぶしくらいの大きさで、尿を生成するとて

場所：上大野市民センター ホール

も重要な臓器であることはわかっていますが…。代

テーマ：
「腎臓の基礎と人工透析」

表的な慢性腎臓病の原因は生活習慣なのだそうです。

─腎臓の病気を知ろう─

心臓病や脳卒中とも深い関係にあり、末期腎不全に

講師：大場内科クリニック理事長・院長 大場 正二先生

なった時の治療手段が血液（人工）透析です。心身

「腎臓」は腰のやや上にあり、空まめの形で左右一

ともに負担の大きい治療で、不自由な生活を送ること
になります。
今回の講義では、解剖学的なところから、疾病全
般、腎バンク、医療費問題までとても詳しく分かりや
すい内容でお話いただき、参加者の皆さんから、と
ても有意義だったと大好評でした。大場先生の穏や
かなお人柄がとっても素敵でした。

大場 正二 先生

日時：平成 31年 4月25日(木) 10:00 ～11:00

元気よく
いきましょう

よつば会サロン

活動報告

場所：千波市民センター
㈱オーガスタの平賀トレーナーをお呼びし、シナ
プソロジー（脳を活性化するプログラム）と転倒しな

い体作りのための体操を教えていただきました。笑
いと笑顔にあふれた楽しい時間となりました。

ネットワーク

見える事例検討会
日時：令和元年5月7日（火) 10:00 ～12:00

ビスを導入し、ゴミ袋 34 個分の衣類を整理し、生活

場所：ユーアイの家 相談室

環境を整えたところ、Aさんに笑顔が戻ってきました

タイトル：認知症のある一人暮らしのAさん

が、息子さんが 2 年間、相談しなかったことを不思議

Aさんは83歳女性。家の中は失禁

に思いました。

で汚れた衣類が山と積みあがり、尿

アクションプランは息子さんに認知

臭ひどく台所も使えないほどです。家

症に理解を促し、この先どんな暮ら

事をしなくなり、ひきこもり、薬も飲

しを望むのか、認知症についてきちん

めていない。別居の息子さんは 2 年

とした診断ができるように、主治医や

前からこのような状態だったといいま

サービス事業所に協力してもらいなが

す。ケアマネジャーは、介護保険サー

らすすめていくことが提案されました。

第 44 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

左：川角氏
右：植村氏

日時：令和元年 5月10日（金）15:00 ～16:30
会場：上大野市民センター
社協の川角氏、植村氏による「支え合い体験ゲーム
」
、
「ニーズの掘
第三弾」として、
「助け合い体験（第一弾）
」に続く「地域ニーズに対応する担い
り起こし（第二弾）
手の掘り起こし」を考えてみました。各グループでどの
ようにしたら地域のニーズに対応できるか、誰が行うと

思うくらいに話がまとまったグループもありました。

うまく機能するかなどの話し合いが活発に行われ、色々

これからも地域の方が安心して暮らせるように協力

な案が出てきました。中には「実現できるのでは？」と

認知症サポーター養成講座

して、より良い地域を目指していきましょう。
活動報告

日時：令和元年 5月18日(土) 10:00 ～12:00
場所：千波市民センター
認知症サポーター養成講座は、認知症について
の正しい知識を理解することを初めの第一歩として、
認知症 456
（すごろく）を使って楽しく学ぶ講座です。
「親の症状に当てはまることが色々あった」
「すごろく
で楽しく学べた」等の感想をいただきました。今後、

フォローアップ講座として、いろんな症状にどう対応
すれば良いか等具体的な対応法を学べる物を予定し
ています。
生活支援・よろず相談

成年後見制度と他の選択肢
Ｄさんより「遠方で独居の伯父が高齢になるが、

があるのも事実です。社協の日常生活自立支援事業、

近くに身寄りがおらず今後のことについて困っている。

任意後見制度、民間の身元保証会社などの方法もあ

成年後見制度について教えて欲しい」との相談。

ります。制度について、詳しくは高齢者支援センター

本人に判断する能力がなければ成年後見制度が

までお気軽にお問い合せください。

適当ですが、成年後見制度を利用してみて、
「思う様
にいかない」
「想像していた制度と違った」という声

社会福祉士

須賀川 優美

第26 回

活動報告

認知症456（すごろく）隊

日時：令和元年 5月19日(日) 10:00 ～12:00

えてもらい、勉強に来ま

場所：ユーアイファクトリー

した。 自分も相 談を受

認知症 456（すごろく）は遊びながら認知症のこ
とや社会資源などを学ぶことができます。今回は
「県外の知人から認知症 456（すごろく）について教

けたときに地域の方に声
をかけられるようになりたいです」と感想をいただき
ました。
活動報告

思い出カフェ
日時：令和元年 5月19日(日) 13:30 ～15:30
場所：ユーアイファクトリー
タオル体操、歌の会、昔話をしながら楽しいひと時
を過ごしました。初めて参加してくださった方が昔の
「石鹸の作り方」
「布オムツの縫い方」を教えてくれまし
た。手作りの「竹のまごの手」を持って来てくださった

手づくりの

方もいて、皆様懐かしみながら喜んで持ち帰りました。 「竹のまごの手」

東部元気歴史散歩「上大野小学校146 年のあゆみ（その1）
」

地域紹介

水戸で一番児童数の少ない小学校は東部地区に

達が伸び伸びと勉強する姿を絶賛されました。人数

ある上大野小学校です。その小学校が昨年11月に

が少ないから出来る教育、環境に恵まれた地で理科

全国小学校理

の教育は最適なのかも知れません。又、歴代の先

科研究大会に

生の努力を忘れてはなりません。その小学校の歴史

県の代 表とし

を調べてみると、吉沼町にある阿弥陀院の寺院にお

て選ばれ、全

いて寺子屋形式で教育が行われたのが始まりで、教

国から集まっ

員は水戸藩士で弘道館で教授した人物でした。そし

た多くの 先 生

て明治6 年小学校令により吉沼町の三角田坪に三田

達から、子 供

小学校が出来ました。

昭和 28 年10月当時の運動会風景

おしらせ

イベント案内

● 東部元気ふれあいサロン │ 日時：6月11日(火 )、7月9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：6月12日(水)、7月10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：7月6日(土)、7月20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：6月20日(木)、7月18日(木) ＊毎月第 3 木曜 13:30 ～15:30 │ 場所：城東小学校
● 浜田ふれあいサロン │ 日時：6月24日(月) ＊毎月第 4月曜 10:00 ～11:30 │ 場所：竹隈市民センター
● 開運寺サロン │ 日時：6月24日(月)、7月22日（月）10:00 ～12:00 │ 場所：千波町開運寺
● よつば会サロン │ 日時：6月27日（木）＊隔月第 4 木曜 10:00 ～11:30 │ 場所：千波市民センター
● 認知症456（すごろく）隊 │ 日時：6月16日(日)、7月21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：6月16日(日)、7月21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：6月15日(土 )、7月15日(月) 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

「支援センターだより」はここにあります
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］何で私が悪者になってしまうの？

支援センターだより
はいろいろ情報が
書いてあるな

回覧なので
読み終わったら

隣の山田さんに
届けてくださいね

「80歳女性のお嫁さんからの相談。義母から『財布が
なくなった。お前が盗ったんだろう！』と言われること
が度々あります。そんなはずないのに、頭に来てしま
います。負けずに言い返す時もありますが、そうすると
増々興奮して手に負えません。どうしたらいいですか？」

［アドバイス］
そっか。
あとでゆっくり
読みたかったな

欲しいならどこか置いて
ある所があるらしいわよ

もしかしたら、お義母様は物忘れもありませんか？ お
財布以外にも保険証やメガネ等いつも探し物をして
いるという方は認知症の短期記憶障害があるのかも
しれません。自分でしまった場所を忘れてしまい、で
も自分の記憶障害を認めたくないという気持ちが「誰
かが盗った」となる場合があります。本人の元々の性

東部高齢者
支援センターだよりは
毎月発行しています。
三中と千波中学区の
市民センターや
病院薬局をはじめ、

格や体調の変化によっても、被害的な妄想に発展す
ることがあります。
自分のせいにされるととても辛いですよね。しかし、
反論すると増々症状を悪化させてしまいます。ここ
はグッとこらえて、まずは否定せず一緒に探してみて
下さい。その場でどうしても怒りが収まらない時はそ
の場を一旦離れたり、深呼吸をしたりしてみて下さい。

コンビニや郵便局など
ヶ所に設置して
います。
お問い合わせは
下記まで
65

6 秒経つと怒りは収まると言われています。
家族の辛さを吐きだせる場として、思い出カフェも
あります。東部地区では、第 3日曜日の13 時半～15
時半にユーアイファクトリーという場所で行っています。
お気軽にご相談下さい。
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

