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峯島みどり

水戸市東部高齢者支援センターも平成 27年に水戸市から委託を受け5 年目
を迎える事になりました。平成も今月で終わり、新しい年号のもと、新たな
気分で気を引き締め、高齢者の総合相談窓口として頑張っていこうと思います。
これからも顔の見える関係作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

東部お話し会

活動報告

塙 のぞみ

千波サロン

活動報告

日時：平成 31年 2月26日( 火 ) 14:00 ～14:30

日時：平成 31年 3月13日(水) 10:00 ～11:30

場所：老人福祉センター 柳提荘 大広間

場所：蔀会長宅

毎月1回、多様な専門職と水戸在宅支援ネットワー

社会福祉協議会の地域推進係による助け合いを

クのメンバーが、最後まで自分らしく住み慣れた地域

体験できるカードを使ったワークショップを行いまし

で暮らすことを応援する、お話し会を開催しています。

た。カードを使って楽しみながら地域の支え合いや

2 月は、
「自宅で暮らすことが難しくなった時」にそな

10 年後のことを話し合いました。

えて、さまざまな「施設」のお話しと、薬剤師さんの
お薬ミニ 講 座でし
た。3月はエンディ
ングノートのお話し。
ノートを用意してお
待ちしています。柳
提荘へ GO！

地域の助け合いは
「助け上手」
「助けられ上手」
どちらも大切

ネットワーク

見える事例検討会
日時：平成 31年3月1日（金) 10:00 ～12:00

②金銭管理を専門家に、③本人の気持ちを関係者で

場所：ユーアイの家 相談室

共有する、と提案されました。

タイトル：自宅で暮らした Aさん
Ａさんは夫亡き後、介護サービスを利用して一人暮

今回は13 種の多職種連携となり、それぞれの視
点で意見を出し合いました。

らし。ひと月前に通帳を紛失、再発行。その後通帳
を弟に預けました。その頃から弟がAさんの施設入
所を声高に訴えはじめ、Aさんは弟に不信感をもって
しまいました。子どものいないAさんにとって、弟は
支援者であり遺産相続人です。
一生困らないだけの資産を持つAさんに対して、ケ
アマネは何をすればいいのか。
アクションプランとして、①主治医に認知症の診断、
ネットワーク

第 42回 サポーター会議（医療連携）

現在の
ー数
サポータ

！
152 名

日時：平成 31年 3月8日（金）15:00 ～16:30
会場：上大野市民センター ホール
「訪問看護と訪問診療との連携・介護保険サービスとしての訪問看護」
訪問看護ステーション虹 国谷 沙織 氏
「水戸市在宅医療・介護連携支援センターについて」
水戸市在宅医療・介護連携支援センター 安達 眞澄 氏

参加者の皆さんは、
水戸市にある社会資源
をおおいに活用してい
きたいと、熱心に耳を
かたむけていました。

安達 眞澄 氏

國谷 沙織 氏

地域包括ケアの「要」は医療と介護です。高齢に
なっても住み慣れた自宅で生活するための両輪です。
訪問看護は医師と連携をとりながら、医療に関する
ことや療養のアドバイスをうけることができるとても
心強い存在です。
今年度より開設された在宅医療・介護支援セン
ターは、病院と介護にかかわる事業所などの情報を
把握し、それらをつなぐパイプ役として活動しています。
生活支援・よろず相談

消費者トラブル「アポ電って何？」
最近、ニュースで話題のアポ電。簡単に言うと、事
前の電話（アポイント電話）で情報を確認したり、お
金を手元に持たせたりして、詐欺の成功率を高めるこ
とのようです。

しといて」と伝えれば、本当の息子との連絡手段も一
時的に失われます。
対策としては、やはり詐欺対策の基本の徹底だと
思います。むやみに個人情報を教えない、家族だけ

例）偽息子「みかんをもらったから送るね」→偽配

の合言葉を決める、知らない番号には出ない、留守

送業者「近くまで来ているけど、詳しい場所がわから

番電話を活用するなどなど。ぜひ、これを機会に「う

ない」の流れ。この例では住所、氏名、在宅の有無、

ちは大丈夫」と思わずに話し合ってみて下

息子の有無などが情報として得られます。加えて、息

さいね。

子を装った時に「電話番号も変わったから登録し直

社会福祉士

立川 利行

思い出カフェ

活動報告

活動報告

認知症サポーター養成講座in千波女性会

日時：平成 31年 3月17日(日) 13:30 ～15:30

日時：平成 31年 2月27日(水) 10:00 ～11:30

場所：ユーアイファクトリー

場所：千波市民センター ホール │ 参加者：32 名

昭和クイズをしたり、火吹き竹を手にしたりしなが

認知症になっても地域に住む人たちの正しい理解

ら昔話しをして楽しいひと時を過ごしました。思い出

と暖かい見守りによって住み慣れた自宅でながく生

カフェは認知症が心配な方、ご近所の

活することができます。参加した女性会の皆さんが

ご家族の相談に来所された方な
ど、どなたでも大歓迎です。

す！
ルで
マ

方、ご家族の方、ボランティアの方、

アイドル犬
の

地域にいるというだけで、とても心強い場所になりま
す。皆さまの住むところでも、サポーター養成講座
を開いてみませんか。

地域紹介

東部元気歴史散歩「水戸城下の争い天狗騒動」
35 万石の城下町として発展してきた水戸の町とそ

和の時代迄家の中にはその時代の刀傷など伝える所

の周辺の村々は、元治元年天狗騒乱のため戦場とな

もありました。約二ヶ月間の争乱でしたが、人々は不

り一時期混乱した時代がありました。下町に関係し

安な日々を過ごしました。その後両派の争は明治元

た戦いの中には筑波勢と市川

年九月の弘道館戦争が最大で

派が備前掘りを隔てて両軍の

あり、最後の戦いは千葉県松

間で砲銃の撃ち合いや、火が

山村で行われました。その時

放され町は混乱しました。又

の戦後処理は地元が負わされ、

神勢館（五町矢場）や浜田村、

戦死者を葬った塚は現在藩士

常澄村でも行われました。被

の墓として子孫と地元の人達

害を蒙る所はかなり多く、昭

によって守られています。

おしらせ

イベント案内

● 東部元気ふれあいサロン │ 日時：4月9日(火 )、5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：4月3日(水)、5月8日(水) ＊毎月第2 水曜（4月はお花見のため第1に変更）
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4日(土)、5月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：4月18日(木)、5月16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：4月22日(月)、5月27日（月）10:00 ～12:00 │ 場所：千波町開運寺
● よつば会サロン │ 日時：4月25日(木)、5月23日（木）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：4月21日(日)、5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：4月21日(日)、5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）
● イオン何でも介護相談会 │ 日時：4月15日(月)、5月15日(水) 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

「介護保険ミニ講座」で将来に備えてみませんか
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］尿もれが心配

みどり
介護保険のことよく分から
ないわ

認知症とかに
なったら
どうなる？

その時に
ならないと
分から
ないね

「65歳女性からの相談。最近、くしゃみをした拍子
に尿もれしてしまうことが増えて困っています。病院
で診てもらったほうがいいのでしょうか？」

［アドバイス］
尿もれの原因は色々ありますが、女性に多くあるのが、

どんなものか
事前に話を聞いて
みたいなぁ

そうだね

「腹圧性尿失禁」と呼ばれるものです。妊娠・出産・
加齢・肥満などで、骨盤底筋（膀胱・子宮などを下か
ら支えている）が緩んでしまうことで尿道を締めてい
る力が弱くなり尿もれしてしまいます。
他にも、
『切迫性尿失禁』といい、脳と膀胱の連携
がうまくいかずに、ズボンを下ろしている間に出てしま
うことがあります。トイレに行きたいと思った時には

誰か聞いてきて
くれない？

どこに聞けば
いいんだ？

いざというときに
慌てないようにな

もう間に合わないという感じです。これも骨盤底筋の
ゆるみも関係しています。
どちらも、骨盤底筋を鍛えることが大事で簡単な
体操があります。座ったままでもできるのでぜひ試し
てみて下さい。
1. 座ったまま、肛門をキュっと締めます。
2. そのまま10 秒キープし、緩めます。

東部高齢者
支援センターでは
「介護保険ミニ講座」を
出前しています

サロンや町内会の
集まりにも出向いて
いますので、
お気軽にご相談
くださいね

3. 1日3 回、朝・昼・夕１０回づつ行う。
また、
「切迫性尿失禁は薬によって膀胱の収縮を
抑えて尿漏れを改善できる」ので、一度泌尿器科に受
診することをお勧めします。
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

