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私たちが相談をお受けします♪
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回覧

梅の花も咲き、観梅の季節になりました。梅と共にスギ花粉も来ています。
花粉症の人にはつらい季節かもしれませんね！ 私たちも花粉症に負けず、
東部地区高齢者の相談窓口として頑張ります！

認知症サポーター養成講座（郵便局）
日時：平成 31年1月29日( 月)
［1回目］10:00 ～12:00 ［2回目］13:30 ～15:30
場所：水戸中央郵便局

センター長

塙 のぞみ
活動報告

繰りかえす」
「名前や住所が記入できない」などの場
面に出くわすことが予想できます。判断力の低下が
影響して詐欺に遭ってしまう事もあります。

日本郵便関東支社より依頼を受けて、認知症サ

「認知症のことが良く分かった」
「すごろくでどのよう

ポーター養成講座を行いました。生活の中で金銭

に認知症が進行するかが理解できた」
「郵便局で利

管理は非常に重要な事ですが、認知症になると難し

用者の為にできることを考えてみたい」と心強い意見

くなることも増えてきます。特に郵便局などの金融機

をいただきました。地域の方々が住み慣れた街で生

関では、本人がその症状の為に「何度も通帳発行を

活できるよう、一緒に活動していただけたらと思います。

介護予防教室（谷田町サロン）
日時：平成 31年 2月4日( 月) 10:00 ～11:30
場所：熊野神社社務所
タオル体操とシナプソロジー、ちょっと真剣にエ
ンディングノートについて考えました。短時間ですが、
頭と体を刺激して、笑顔いっぱいの時間になりました。
「ここに幸あり」の替え歌「谷田に幸あり」の歌詞が
とてもステキで感動的でした。
4月からは谷田サロンとして毎月開催します。初め
ての方も大歓迎でお待ちしています。

活動報告

ネットワーク

見える事例検討会
日時：平成 31年2月1日（金) 10:00 ～12:00

見を出し合い、主治医に協力を得て住み慣れた他市

場所：ユーアイの家 相談室

の行政にも相談するなどのアクションプランが出され

タイトル：娘の家に帰りたくない Aさん

ました。Aさんを想うケアマネさんの今後の頑張りに、

長年、他の市に住んでいた89 歳の女性 Aさんは、

暖かい拍手が贈られました。

震災の後、長男との別居、次男との死別など悲しい
出来事が続き、水戸市の長女夫婦の家で暮らしてい
ます。夫婦なりに懸命に介護をし、最期まで面倒を
みるといいますが、Aさんは失敗を怒られたりするの
で、家では怯えて暮らし、うつ病や過呼吸となり入院
しました。ケアマネは、退院にあたってAさんが安心
して生活できる場所はどこなのか悩んでいました。退
院というタイミングで何ができるか参加者全員が意
活動報告

思い出カフェ
日時：平成 31年 2月17日(日) 13:30 ～15:30
場所：ユーアイファクトリー
思い出カフェでは、自然と昔話に花が咲きます。

等盛り上がりました。
他にも来店された方のマジックショーや昔懐かし
の歌などを歌い楽しいひと時を過ごしました。

「戦後、物がない頃、山で『すかんぽ』や『桑の実』
などを食べたんだよ～」
「そうそう！！」
「私も食べたよ」

あなたの選んだカードは
これですね？

当たり！
すご～い！

生活支援・よろず相談

消費者トラブル「訪問買取」
Aさん「
『着物や洋服売ってください。取りに伺い

貴金属などを安く買い取っていくものです。

ます』と業者から連絡があったのでお願いした。着

実は、最近このような電話がかかってきた、実際

物は1枚 200 円。
『ついでだから指輪やカメラ見せて

に業者が来た、
「服じゃなくてカメラや古書を売って

くれ』と言われた。そっちは無いって断ったけど、こ

くれ」と言って訪問に来たなどの話を続けて伺ってい

れってやっぱり詐欺ですか？」との相談。

ます。水戸市内を対象に今電話が回っているかもし

Aさんが気付いたように詐欺です。こういったもの
を訪問買取と言いますが、着物や靴など、日常品で
不要になったものを「買い取る」
と言って自宅まで来て、

れませんので、ご注意を。困ったらいつで
も相談して下さいね。
社会福祉士

立川 利行

現在の
ー数
サポータ

第 40 回 サポーター会議

ネットワーク

！
152 名

日時：平成 31年 2月8日（金）15:00 ～16:30
会場：上大野市民センター 会議室

手・助けられ上手、支えあう地域で暮らしたい 第２

『気づき、見守り、おせっかい』を合言葉に東部サ

弾』を行いしました。色んな立場の人達とワイワイグ

ポーターの皆さんと毎月、会議をしています。お題

ループワーク。助け合いをするためには、まずは顔

は色々。今月は社会福祉協議会の生活支援コーディ

の見える関係作りが一番大事だねとの感想をいただ

ネーターの川角さん・植村さんをお招きして、
『助け上

きました。

生活支援コーディネーターの
植村さん（左）と川角さん（右）
地域紹介

東部元気歴史散歩「水戸の煙草生産は下市が盛んだった」
明治の中ごろ以降、水戸の煙草の製造は刻み煙草
が中心で、家内工業を始めとする生産で上市にもあっ

移管されました。現在はトッパンプロスプリントと社
名変更し、たばこ包材事業を続けています。

たが下市が中心で行われていました。中には創業が
幕末であったため、当時は人力による足踏み機械で
行われていましたが、明治33 年に蒸気機関を導入し、
紙巻煙草の生産を開始しました。
「煙草製造は下市
が主流」と言われていたのですが、明治37年煙草製
造が専売制になり、45 年には民営の製造はすべて廃
止となりました。そして明治38 年専売局の水戸煙草
製作所が、下市水門町に操業を開始。当初は刻み
煙草の製造でしたが、のちの大正8 年から紙巻煙草
を製造するようになり、民営の工場も専売局直営に

大正初めの専売局水戸製造所

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12日(火 )、4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：3月13日(水)、4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：4月6日(土)、4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：3月28日(木)、4月18日(木) ＊毎月第 3 木曜（3月は第 4 木曜日）13:30 ～15:30
場所：城東小学校
● 開運寺サロン │ 日時：3月26日(火 )、4月22日（火）10:00 ～12:00 │ 場所：千波町開運寺
● 認知症456（すごろく）隊 │ 日時：3月17日(日)、4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）
● イオン何でも相談会 │ 日時：3月15日(金 )、4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

「介護予防講座」に参加しませんか
主任ケアマネ 峯島

みどり

生活支援・よろず相談

健康アドバイス

［相談］認知症にもいろいろあるの？

水戸市では
さまざまな講座を
行っています

介護
予防教室では

運動

栄養
改善

ケア 防
口腔
予
症
知
認

「70 歳女性からの相談。夫が脳梗塞になってそれか
ら何だか物忘れが増えたようなんです。認知症という
とアルツハイマー型認知症というイメージですが、他
にも色々あるのでしょうか？」

［アドバイス］
いきいき
健康クラブ

シルバー
リハビリ
体操教室

─ 健康づくり教室 ─

認知症を引き起こす原因となる病気には様々なもの
があります。一番多いのはアルツハイマー型認知症で
すが、次に多いのが脳血管性認知症です。脳梗塞や
脳出血等の脳の血管の病気によって脳細胞に酸素や
栄養が送られなくなり細胞が壊れて脳の機能を障害
し認知症が起こります。これは男性の方が多いと言
われています。
血管が詰まったり、出血したりして障害される脳の
簡単な計算や
音読も効果的です

─ 脳の健康教室 ─

部分によって、症状は様々です。物忘れや計算がで
きないなどの症状も日によって程度が違うことがあり
ます。はっきりしている時とボーっとしている時とまだ
らなことがあります。ご主人の物忘れは脳梗塞の影
響も考えられるので、主治医に相談することをお勧め
します。

「広報みと」で
お知らせしています

問合せは
下記まで

体操やレクリエーション、
会話を通して
健康作りをしましょう

他にも、レビー小体型認知症や、前頭側頭葉型認
知症など、種類によって症状の出方も様々です。ま
た治療法も違うので、専門医に診断してもらうことも
大事です。
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

