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峯島みどり

東部高齢者支援センターが始まってから早いもので 4 回目の冬を迎えます。支
援センターだよりも浸透してきたのか、下市のイオンスタイルで相談会を行って
いたら何人にも声をかけられました。これからも身近な存在になれるように、顔
の見える関係作りを心掛けていきます。
活動報告

なんでも介護相談会 inイオン下市店

センター長

塙 のぞみ
活動報告

コスモスの集い

日時：平成 30 年11月15日(木) 10:00 ～11:30

日時：平成 30 年11月1日(木) 10:00 ～13:30

場所：イオンスタイル下市店 イートインコーナー

場所：城東市民センター
主催：社協城東地区（井坂支部長）

新しくオープンした

やすじま

イオンスタイル下市店

移動スーパーとくし丸の安島さんに利用の仕方や

さんのご厚意に

特徴などをお話しいただいたり、
「よくある相談とセン

より、
「なんでも

ターの対応」を話しさせて頂きました。その後、おい

介護相談会」を

しい昼食を食べな
がら歌を聞いたり、

開催しました。次回からシルバーリハビリ体
操教室も企画しています！ 毎月15日に開

歓 談したりと和や

催していきますので、介護保険制度のこ

かな雰囲気の中で

と、健康のこと、なんでもご相談ください。

時間を過ごすこと
が出来ました。

黒石剛 店長

出前サロンin 上組

活動報告

出前サロンin 極楽

活動報告

日時：平成 30 年11月17日(土) 10:00 ～11:30

日時：平成 30 年11月24日(土) 10:00 ～11:30

場所：上組公民館

場所：上大野市民センター

今年も水戸市社会福祉協議会上大野支部主催の

ゆったりとお茶やコーヒーを飲んで談笑しながら、

出前サロンが始まりました。パンフラワーという紙粘

簡単な体操や脳トレ、パンフラワー作り、血圧測定な

土で来年の干支のイノシシを作ったり、お風呂やトイ

どをしました。

レの 介 護予防
になる 体 操 も
好評でした。

活動報告

介護予防教室（谷田町サロン）

活動報告

開運寺サロン

日時：平成 30 年10月30日( 火 ) 10:00 ～12:00

日時：平成 30 年10月23日( 火 ) 10:00 ～12:00

場所：熊野神社社務所

場所：開運寺（千波船付き）

社協の川角さん、植村さんにご協力いただき、バ

開運寺サロンは、

ルーンアート

地域に開かれたお

を作り、ゲー

寺を目指している

ム感覚で楽

秋山住職が快く会

しく介護予防

場を提供してくだ

教 室が出来

さり、民生委員さんの協力により実現しました。参加

ました。

者から「病気で十数年家に閉じこもっていました。楽
活動報告

思い出カフェ

日時：平成 30 年11月18日(日) 13:30 ～15:30

しかった。来月も来ます」と嬉しい言葉を頂きました。

認知症456（すごろく）隊

日時：平成 30 年11月18日(日) 10:00 ～12:00

場所：ユーアイファクトリー 2 階
思い出カフェは認知症の方や認知症の心配のある
方を抱えるご家族のための

場所：ユーアイファクトリー
今回の 456（すごろく）隊には

ゆったりとした相談会です。

89 歳の方にもご参加いただきまし

唱歌を口ずさんだりして楽

た。
「町内会でやってみたい」とい

しい時間を過ごしました。

う感想をいただきました。

きんもくせいの会

活動報告

活動報告

活動報告

認知症サポーター養成講座

日時：平成 30 年11月10日(土) 10:00 ～11:30

日時：平成 30 年11月11日(日) 10:00 ～12:00

場所：竹隈市民センター

場所：竹隈市民センター ホール

主催：社協浜田支部（天野支部長）
今年も一人暮らしの方との集いが開催されました。

認知症サポーターは何か特
別なことをする人ではなく、認

髙橋市長の挨拶の後に、舟生踊り他 3 名による「フラ

知症について正しく理解し、偏

メンコ踊り」
、メモリーズによる「みんなで歌おう」が行

見を持たずにご本人やご家族

われたりと、出席者が

を温かい目で見守る応援者です。認知症の方と接す

互いの「絆」を結び合

る機会がある方や、介護の経験がある方からも好評

うことが出来ました。

をいただいています。

詐欺対策は大丈夫？

生活支援・よろず相談

Ａさん「せがれから『金貸して』って電話が来て詐

Ａさん側からの連絡もなしに警察から逮捕協力の電

欺だと思って自分からせがれに電話したんだ。そした

話があることも、②Ａさん側で用意した現金を使うこ

ら『電話してない』って。騙されなかったんだよ。今

ともありません。最初の息子様に電話したまではOK

は警察も対応が早くて向こうから電話してきて、
『逮捕

ですが、その後は相手の方が上だったようです。自分

に協力を！ お金も警察で返すから』って言うから、騙

だけは、うちの家族に限っては、
「あり得ない」と思わ

されたふりしてお金渡して協力したんだ」

ず、もう一度対策について確認してみて下さい。

Aさんは残念ながら詐欺に遭っています。皆さん、
どこで詐欺と判断するかわかりますか？ この場合、①

＊警視庁 HP「だまされないで（特殊詐欺に注意！）
」より

社会福祉士

立川 利行

見える事例検討会

ネットワーク

第 39 回 サポーター会議

ネットワーク

日時：平成 30 年11月1日（木) 10:00 ～12:00

日時：平成 30 年11月9日（金）15:00 ～16:30

場所：ユーアイの家 相談室

会場：上大野市民センター 会議室

テーマ：末期がんを告知されていないAさん

テーマ：今知っておくべき空き家対策

Aさんは66 歳。肝臓ガン末期と診断され、週 3 回

今回はイサカホーム代表取締役の井坂

透析に通い、余命宣告の期間は過ぎています。自宅

一二様、株式会社 L＆F 代表取締役の森

を離れ病院に近いアパートで息子と二人暮らし。家

久純様に空き家の現状と対策をご講義頂

族の話し合いで本人告知はしない方針です。体調に

きました。空き家を放置しておくことの危険

波があり、話をするのもおっくうなAさんにケアマネは

性や税制の面から簡単には更地にするわけ

現在の
ー数
ポ
サ ータ

！
152 名

「本人の意向」を確認できずに困っていました。徐々

にもいかないなど、生活の中で役立つ知識を教えて

に家族や本人の気持ちが現れていることがわかり、ア

頂きました。その後、参加者がそれぞれグループに

クションプランは病気の予後予測や緊急時の連絡先

分かれ、空き家の

について関係者全員で情報共有するための担当者会

活用法を考えまし

議を招集することになりました。医療と介護の多職

た。高齢者や生活

種連携が利用者

困窮者のシェアハウ

の「生活の質」を

スやサロンの場、趣

高 めることを実

味活動を行う場な

感できる検討会

ど様々な意見が出

となりました。

ていました。
地域紹介

東部元気歴史散歩「水戸城と東部下市低地の堀」
すけもと

水戸城は平安時代の末頃に、馬場小次郎資 幹が

入された内堀で、8月号に「外

館を築いたのが始まりで、その子孫の馬場満 幹氏

堀だった旧桜川」で載せた、そ

と続き、次の江戸道 房が160 数年治めました。その

の那珂川に注ぐ所から更に掘ら

後佐竹氏の支配となり城や城下を12 年間整備した

れたのが勘十郎堀です。宝永

義宣は関ケ原の合戦に参陣しなかったため、徳川家

年間に松波勘十郎が直接那珂

康から秋田藩に国替えの命が出されました。そして

川から船を入れ、城の倉に荷

徳川の時代が長く続きました。歴代の本丸を中心と

揚げ出来るようにし、川番所も

するこの丘は、水戸の城の700 年の歴史があります。

つくられました。取り残されたのが渋田沼で、堀の

東部低地に掘削した堀は千波湖や桜川から水を導

一部は現在日赤病院の駐車場の所です。

みつもと

みちふさ

よしのぶ

イベント案内

おしらせ

● 東部元気ふれあいサロン │ 日時：12月11日(火 )、1月8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12日(水)、1月9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15日(土 ) ＊1月は鵜の岬で新年会なので活動なし
＊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：12月20日(木)、1月17日(木) ＊毎月第3木曜 13:30 ～15:30 │ 場所：城東小学校
● 開運寺サロン │ 日時：12 月17日(月) 10:00 ～12:00 │ 場所：千波町開運寺
● 認知症456（すごろく）隊 │ 日時：12月16日(日)、1月20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：12月16日(日)、1月20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）

支援センター劇場

生活支援・よろず相談

「ご近所さん」ちょっとだけ気にかけてみてく
ださい

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］冬は乾燥の季節

ご近所に
一人暮らしの高齢者の
方はいますか？

「74歳女性からの相談。毎年冬になると肌が乾燥し
て痒くなるんです。乾燥は年を追うごとにひどくなって
いる感じがします。何か対策はありますか？」

［アドバイス］
冬は空気が乾燥しているので、皮膚の乾燥もひどく
なります。室内でも暖房器具を使用することで乾燥

真夜中でも電灯が
ついていたり

します。こたつに入りっぱなしだったり、長時間電
気毛布を使ったりすると皮膚の乾燥を助長してしま
います。
また、高齢になるにつれ、皮膚のみずみずしさを
保つセラミドという物質が低下するのも関連していま
す。他にも、夏と違って積極的に水分を摂らなくな

新聞が何日分も
溜まっていたり
カーテンや
雨戸が
閉めっきり
だったり

ることで体内の水分量が減っていることも考えられ
ます。
予防としては、①入浴時ゴシゴシ洗い過ぎると必
要な皮脂まで取り去られてしまうので、優しく洗う。
②セラミド配合の保湿剤を入浴直後に塗る。
（手の
ひらに広げ、皮膚温になじませてからたっぷり塗る）
③室内の湿度を保つように（60％が目安）加湿器等

こんな時は
「支援センター」に
連絡してください。
ご近所の
見守りが
地域の
力です

を使用し、こたつから出る時間も積極的に作る。④
水分をこまめにとる（体重×30cc が目安）などがあ
ります。ぜひ試してみてください。

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

