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回覧

東部高齢者支援センターは4 年目となります。気持ちを引き締め、
これからも高齢者の相談窓口として頑張って行こうと思います。
センター長

第4回

塙 のぞみ
活動報告

東部圏域交流会

日時 : 平成 30 年 4月5日(木) 13:30 ～15:30
場所 : 茨城県総合福祉会館
東部地区で活動する皆さんが1年に1回、一堂に
会する交流会を開催しました。

と各参加事業所の活動紹介を行いました。

サロンを主催する地域の方が 9グループ 21名、障

最後に、お互いヒーローになりきり「自分をほめた

害・介護事業所からは 34 事業所44 名、総勢 65 名

いと思った瞬間」をインタビューし合い、グループメン

の方にご参加いただき、和やかな雰囲気のなか、水

バー全員がヒーロー伝説を披露し、あちこちで笑顔

戸市地域包括支援センターの土屋センター長からの

があふれました。

心温まる挨拶を皮切りに、支援センターの活動報告

圏域内のネットワークは確実に広がってきましたよ。

活動報告

思い出カフェ
日時：平成 30 年 4月15日(日) 13:30 ～15:30

茨城鉄道のことなど、いきい

場所：ユーアイファクトリー

きとお話してくださいました。

毎回いろんな昔のお話で盛り上がります。皆さん
「昔は良かった

第 32回 サポーター会議

どんな所が良かったのか、どん
な思い出か、その時の風景やたわいもない会話たち。

よ～」と言います。

これからもその様々なことを私たちに教えてほしいな

心が豊かだった

と思います。

と。今回は、遊

＊毎月手作りケーキがおやつに出ます。4月はミルク

び道具のことや、

レープでした♪

ネットワーク

日時：平成 30 年 4月10日（火）
15:00 ～16:30
会場：上大野市民センター

現在の
ー数
サポータ

！
137 名

ネットワーク

見える事例検討会

日時：平成 30 年 4月2日（月) 10:00 ～12:00
場所：ユーアイの家 相談室
60 歳前半で体調を崩し、仕事を辞めたり自宅を手

今回も認知症の家族支援編で、認知症のあるある

放したりと過酷な環境変化があり、収入もぎりぎりの

エピソードや、それに対応する方法などを検討しまし

状態で借金もある、進行性の神経難病を患うAさん

た。あるヘルパーさんから、対応が上手なご家族が

とその家族を支援するケアマネの事例について検討

いるというお話がありました。その方は夫婦ふたり暮

しました。徐々に体の動きは悪くなり要介護 5、身体

らしで、ご主人が認知症で何度も同じ話しをするそう

障害者2 級ですが、ペットと生活できる在宅療養を

です。それに対して奥様は穏やかに同じ話しを聴く

希望。今後の病態の変化に対して、訪問診療の医師

のですが、時折「あ！ ちょっとお茶入れてくるね」とか

を中心に関係者が話し合いを持つことや、経済的な

「洗濯物取り込んでくるね」と席を離れることで、何度

面の支援として医療や福祉制度に精通した支援者の

も同じ話しを聴く辛さからちょっとだけ避難すること

力も借りることなどの解決策が提案されました。元気

をしているそうで

な一歩を踏み

す。上手に付き合

出せるような

うヒントを広くお

検討会になり

伝えできたらいい

ました。

なと思います。

生活支援・よろず相談

消費者トラブルに遭わない為に
先日、ある場所で「訪問買取」の話をしました。靴
や洋服を買い取ると言ってやってきて、最終的には貴
金属を安価で買い取っていくというものです。
この話をしたら、Aさんは「私の家にも電話来たわ。

応すると良いのかを知って下さいね。
茨城県警のひばりくん防犯メールに登録すると最
新の情報や注意喚起のメールが届くようになります。
詐欺だけでなく、事件や不審者情報などもあります。

まったく同じ。結局家まで来られて、帰ってと言った

ぜひ登録してみて下さい。詳しくは高齢者支援セン

けど30 分以上も居座られた」と。Bさんは「私は Aさ

ターまでお声掛けください。

んからその話聞いていたから大丈夫だったわよ」と。
詐欺は身近なところで起きています。消費者トラブ
ルに遭わない為にどういった詐欺があるのか、どう対

茨城県警 ひばりくん防犯メール
社会福祉士

検索

立川 利行
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第14 回 認知症456（すごろく）隊

認知症サポーター養成講座

日時：平成 30 年 3月25日(日) 10:00 ～12:00

場所：ユーアイファクトリー

場所：竹隈市民センター

なったお二人に、グループ内のファ

くマスター
ごろ

3 名！
24

今回は認知症すごろくマスターに

認知症
す

日時：平成 30 年 4月15日(日) 10:00 ～12:00

認知症について正しい
知識をもっていただくた

シリテーター役となってもらい、す

めの講座です。今年度

ごろくをより楽しくわかりやすく進め

7回目の開催となり

るためにご協力いただきました。また、認知症サポー

延べ138 名の方が

ター養成講座を受けて、もっと学びたいと参加され

参加されました。
認知症という病気を理解し本人の気持ちや家族の

た方もいました。
町内会や女性会やサロンでやってみたいという

気持ちを知り、対応の仕方などについて認知症 456

方々からは、その時に「楽しく実践できるように何度

（すごろく）を取り入れて楽しく学びました。
「自分自身

かこのすごろく隊に参加して勉強したい」
「本で認知

は減塩や運動で予防して認知症の方に出会ったとき

症の勉強をするよ

には対応の心得を思

り、すごろくで勉強

い出し優しくさりげな

したほうがよくわか

くお手伝いできそう

る」などの感 想を

です」と、うれしい声

いただきました。

が聞かれました。

東部元気歴史散歩

地域紹介

陸前浜街道、那珂川に掛る「寿橋」

江戸時代、水戸街道の城下那珂川は渡船でむす

その役目は裏道脇道としての生活橋となってしまいま

ばれ、明治 10 年に陸前浜街道に変わり、18 年には

した。そして平成 10 年 8月28日の那珂川の洪水に

私設の木橋浜路橋が架設されました。明治22 年に

より落 橋 流 出し、そ

台風で流落してしまいしばらく渡船に頼っていました

の姿は消えてしまいま

が、大正元年に鉄で作られた「寿橋」が完成しました。

した。地元の高齢者

当時水戸の鉄橋は初めてであり、同時に渡船も廃止

なら、長寿を願って架

されました。大正9 年に、街道は国道 6 号と名称を

けられた寿橋は忘れ

変え、昭和 7年、上流に水府橋が竣工し、46 年に下

る事の出来ない橋の

流に水戸バイパスが開通し水戸大橋が架かってから、

一つです。
イベント案内

おしらせ

● 東部元気ふれあいサロン │ 日時：5月8日(火 )、6月12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：5月9日(水)、6月13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：5月5日(土)、19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：5月24日(木)、6月21日(木) ＊毎月第3木曜  13:30 ～15:30 │ 場所：城東小学校
● 東部おはなし会 │ 日時：5月24日(木) 14:00 ～14:30 │ 場所：柳堤荘
● 認知症456（すごろく）隊 │ 日時：5月20日(日)、6月17日(日) 10:00 ～12:00
場所：ユーアイファクトリーまたはユーアイほいくえん（東部高齢者支援センター）
● 思い出カフェ │ 日時：5月20日(日)、6月17日(日) 13:30 ～15:30
場所：ユーアイファクトリーまたはユーアイほいくえん（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：5月19日(日) 10:00 ～12:00 │ 場所：千波市民センター
		

│ 日時：6月26日(火 ) 10:00 ～12:00 │ 場所：上大野市民センター

支援センター劇場

生活支援・よろず相談

健康アドバイス

ケアマネに相談「介護認定はいつ受けたら
主任ケアマネ 峯島

いいの？」

生活支援・よろず相談

［相談］痛くない心筋梗塞ってあるの？

みどり

先のことを考えて介護
の認定しておいたらっ
て言われたの

私 歳。高血圧症はあ
るけど、自分のことは
自分でしてるわ

「69 歳男性。何となく意識がボーっとして倒れてし

80

まい、病院で検査をしたら心筋梗塞と言われました。
特に胸の痛みなどはなかったのですが、痛くない心
筋梗塞もあるのでしょうか？」

［アドバイス］心筋梗塞というと、強い胸の痛みな
どの症状があるのが一般的です。しかし、糖尿病の

病気やケガをした時は
医療保険で…

介護が必要になったら
介護保険と考えると分
かりやすいです

ある方は神経の障害のために典型的な痛みが生じ
ない場合があるそうです。
また、認知症がある方は家族が何となく元気がな
いといって病院へ連れて行ったら心筋梗塞だったと
いうこともあります。また、胸痛などの前兆がある人
が 2/3、全く前兆がない方も1/3 いるそうです。前
わかったわ！

加齢や病気が原因で
普段の生活が大変に
なったなぁ…と感じ
た時が相談するタイ
ミングですよ

兆としては、背中や顎や左腕や胃のあたりが痛むこ
ともあり、一日に何度も繰り返すような場合は早め
に病院で受診したほうが良いです。
予防としては、動脈硬化が進まないようにするこ
とが大事です。食生活の見直しや運動がカギとなっ
てきます。食事は、食物繊維や豆類を意識的に摂
取し、時間を規則的にバランスよく、よく噛んで食べ

支援センターでは
介護保険の相談や
申請を行っていま
す。 ど ん な こ と で
も気軽にご相談く
ださい

ることや、腹八分目にすること等が大事です。
運動は、ウォーキングなどを少ししんどいと感じ
る程度に行うのが良いそうです。時間は 30 分程度
で週に 3 ～ 4 回行うのが適切です。
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

