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私たちが相談をお受けします♪
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塙のぞみ

近藤ゆかり

日高友紀子

立川利行

峯島みどり

社会福祉協議会上大野支部では今年度、区民館を利用した出前サロンを行う事にな
りました。歩いて集まれて地域の皆様の憩いの場になれる様に、
「我が事・丸ごと」
の地域づくりを厚生労働省も推進しています。

センター長

塙 のぞみ

ロコモ＆軽度認知症チェックセミナー

活動報告

日時：平成 29 年 6月4日（日）9:00 ～14:00

職ならではのアドバイスを受けて「数値を見てドキッ

会場：リハビリ専門デイサービスたんぽぽ

としたけど安心した」
「まだまだ元気でいられそうで

今回は千波のリハビリ専門デイサービスたんぽぽ

す」などの適切なアドバイスを受けられたことでホッ

さんに会場をお借りして開催しました。血管年齢や

とした様子でした。参加した皆さまから「チェックの

血流のチェックから始まり、肺年齢、軽度認知症、

結果も大事だけど、何よりとても楽しかった。また参

栄養セミナー、シナプソロジー、ロコモなど色々な面

加したい」との声を頂きました。次回は11月に吉沼

から健康チェックを行いました。出てきた数値に一

で行います。今回参加された方も、まだ参加したこ

喜一憂しながらも、最後の薬剤師との相談では専門

とない方もぜひ遊びにいらしてください。

活動報告

認知症サポーター養成講座
日時：平成 29 年5月27日
（水）10:00 ～11:30

た。今日学んだことを活かして誰かの役に立ちたい

会場：千波市民センター

と思った！」
「親が最近物忘れをするようになったの

認知症サポーターは認知症の人を温かく見守る応

で参加した。すごろくで認知症のことがわかった！」

援者です。家族や友人が認知症になっても慌てずに

等と感想をいただきました。

済むように認知症のことを正しく理解することが始め

＊東部高齢者支援センターでは今年度、圏域の 4市

の一歩となります。

民 センター（ 千

この講座では、よりわかりやすく認知症について

波・竹隈・城東・上

知っていただくために、認知症 456（すごろく）を活用

大 野）で認知 症

しています。ゲーム感覚で楽しくできるので、頭に残

サポーター養成

りやすいのです！

講座を行う予定

今回の参加者からは「楽しかったし、勉強になっ

です！

サロン こなん

活動報告

活動報告

第 3 回 認知症456（すごろく）隊

日時：平成 29 年 6月2日
（金）

日時：平成 29 年5月21日
（日）10:00 ～12:00

会場：保和苑

会場：ユーアイの家 デイサービス室

太陽がとても眩しく輝く中、

今回は介護関連の職種の方が多数参加して下さい

保和苑の紫陽花を見に行っ

ました！ 他市町村からの参加も多く、認知症456
（す

てきました。時 期は少し早

ごろく）が少しづつ広がっています。このすごろくは、

かったのですが「もう咲きそ

どのように認知症が進行していくのか、どんな介護

うだね」
、
「いっぱいになった

サービスがあるのかも遊びながら学べます。介護関

らきれいだろうね」など、自

連の職種の方からは「新人教育にも活かせそう！」との

然の中を歩きながらリフレッ

感想を頂きました。脳トレ

シュしていました。ピンコロ地蔵の前では皆さん「よ

や体操のマスの部分をアレ

ろしくね」など声を掛けていました。今度はぜひ紫陽

ンジして楽しむグループもあ

花が満開の頃に行きましょうね。

り大いに盛り上がりました！
活動報告

思い出カフェ
日時：平成 29 年5月21日
（日）13:30 ～15:30

だきました。新しいことにチャレンジしたり家族以外

会場：ユーアイの家 相談室

との交流をすること等が効果的だそうです。参加され

今回はミニ講座「認知症予防の紙芝居」を行い、

た方からは「とっても

講師のきらめき認知症トレーナーの戸塚知孝さんから、

勉強になった。また

歳と共に脳細胞は減るけど脳の神経ネットワーク（情

来たい！」等の声をい

報交換する細胞）は増やすことができるとのお話をいた

ただきました。
ネットワーク

見える事例検討会
日時：平成 29 年 6月1日（木）10:00 ～12:00

経済的面からも社会保険労務士の方や市役所の職員

会場：ユーアイの家 相談室

から制度を説明して頂きました。

60歳男性。脳梗塞による後遺症を抱えており、サー

事例提供者からは「困っていたので検討してもらえ

ビス付き高齢者向け住宅で過ごしながら介護保険

て良かった」
。参加者からは「障害サービスや制度は

サービスを利用しています。本人は「外で働きたい」

分かりにくい。今回、

「収入を得て弟に迷惑をかけたくない」と話していて、

各分野の方が分かり

これから障害者手帳を取得予定です。障害サービス

やすく説明してくれて

を利用していく時の相談窓口やサービス内容について

良かった」などの意見

障害サービス事業所の方に説明を頂きました。また、

を頂きました。
生活支援・よろず相談

［事例紹介］成年後見制度「不動産の売却」
「認知症の親の施設入所が決まったんだけど、実
家の処分は出来ないか」との相談。
不動産の処分については名義人の意思確認が必

却に納得するであろうことが予想される場合には、成
年後見制度の申し立てを行い、後見人を通すことで、
不動産売却が可能になります。そして、もちろんです

要になります。親が名義人である場合、親の「処分に

が、その場合に売却して得られたお金は

ついての意思確認」が必要ですが、認知症ということ

「名義人本人の為に使う事」と定められて

で意思の確認が難しい事が予想されます。本人が売

います。

社会福祉士

立川 利行

地域紹介

東部元気歴史散歩

備前掘

備前掘みち、正岡子規と歩く
備前掘は400 年前、千波湖の
増水により大きな被害を受けて
いた下町の洪水防止と農村の利
水を目的として造られたものであ
辿ったのが俳人の正岡子規であ
る。どんな思いで歩いたのかを
考えながら、今の備前掘みちを
歩いて史跡

サポーター通信
第23 回サポーター会議

生活支援・よろず相談

支援センター劇場
「ご相談はお気軽に！」
一人で悩みを抱えず

日時：平成 29 年 6月9日（金）
15:00 ～16:30

に、何でも相談してくだ

会場：上大野市民センター 会議室

さい。
主任ケアマネ 峯島

「医療と介護の
連 携 につ いての
会議」第 3 回を行
い、退院に向けて

現在の
ー数
ポ
サ ータ

みどり

はい！
東部高齢者
支援センター
です

る。明治22 年の春、この街道を

ネットワーク

！
131 名

のフローチャート
や情報共有シート

を辿ってみ
でしょうか。

立場から沢山の意見をいただき、
地域紹介

さらに改訂を進めていく予定です。

吉田山神宮寺薬王院 その1

病気になっても介護が必要になっ

吉田神社の南に吉田山神宮寺

暮らしていけるよう、スムーズな

薬王院があります。平安時代の

支援体制構築の第一歩になれば

初期、吉田社の神宮寺としてとき

いいなと思います。

デイサービズや
介護保険サービス
について知りたい
のですが…

た。医療側と介護側それぞれの

どうしたら
いいですか？

の見直しをしまし

てはいかが

ても安心して住み慣れた地域で
ご自宅に伺ってご説
明することもできま
す し、 支 援 セ ン タ ー
にお越しいただいて
もいいですよ

した内政安定の政策と天皇の御

！
そう
、
あら

の桓武天皇の勅命で仏教を利用

が神院を思わせ、趣ある建物の配
置も神宮寺
の名残を感
じさせます。

母は足が悪いので
家に来てもらうと
ありがたいわ

に建立されました。優しい唐破風

それでは
伺います

身体の健康と安全の祈願のため

（竹内俊行）

おしらせ

イベント案内

●認知症456 (すごろく) 隊 │ 日時：7月16日（日）
、8月20日
（日）＊毎月第3日曜 10:00～12:00 │ 場所：ユーアイファクトリー
●思い出カフェ │ 日時：7月16日
（日）
、8月20日
（日）＊毎月第 3日曜 13:30 ～15:30 │ 場所：ユーアイファクトリー
（木）、8月23日
（水）14:00 ～14:30 │ 場所：柳堤荘
●東部いきいき相談会 │ 日時：7月20日
●上大野支部社協主催出前サロンin 渋井（体操と脳トレ・パンフラワー・血圧測定）
日時：7月26日
（水）10:00 ～11:30 │ 場所：渋井町公民館
、8月19日
（土）＊毎月第1・3土曜 13:30～15:30 │ 場所：千波市民センター
●いきいき“むつみ会”サロン │ 日時：8月5日（土）
●東部元気ふれあいサロン │ 日時：8月8日
（火）＊毎月第2火曜 13:30 ～15:30 │ 場所：渋井町公民館
（水）＊毎月第2 水曜 10:00 ～11:30 │ 場所：千波町 蔀彰男様宅
●千波ふれあいサロン │ 日時：8月9日
（市内居住の 65 歳以上の方対象）
●エンジョイスクール「認知症予防を目的とした読み書き計算の学習」
日時：5月～3月まで ＊毎週月曜 9:30 ～11:30 │ 場所：城東小学校
問い合わせ：029-241-4820（高齢福祉課地域支援センター介護予防係）

ケアマネに相談！

生活支援・よろず相談

健康アドバイス

生活支援・よろず相談

［相談］親が 70 代になったら

［相談］携帯電話からも

「40 代女性。両親は70 代です。元気でいて欲しい

「68 歳女性からの相談。先日、夫が急に胸が苦しい

ですが、病院通いが増えて親の老いを感じます。将

と言って、顔が真っ青になってしまいました。家の2

来、介護が必要になった時に、どうしたら良いので

階にいたので、固定電話からは遠く、そばを離れる

しょうか？」

のが不安でした。意識があることを確認して電話し

考え始めよう

［お答え］70 代も後半になると、病気や介護のリス
クも高くなります。もしもの時に備えて、親が 70 代
になったら、将来どのような介護や医療を受けたい
のか聞いておくことをお勧めします。
いきなりは聞きづらいものですが、
「最近、終活が

119 番通報できるの？

たのですが、後から携帯電話を持っていたことを思
い出し、携帯からかければ良かったのかな？ と反省
しました」

［アドバイス］緊急事態は急にやってくるもので、
慌てないでと言われても慌ててしまいますよね。

流行っているけど…」などと話しながら、
「お父さん（お
母さん）
ならどうしたい？」
と聞いてみてはいかがでしょ

携帯からも119 番通報できますよ。連絡した時に、
携帯からかけていることを伝えましょう。

うか。親の希望が聞けたら、他の兄弟姉妹にも伝え

①消防からは「火事ですか？ 救急ですか？」と聞か

ておきましょう。いざという時に、
「あの時、お父さん

れるので、
「救急です」と答えてください。

（お母さん）はこう言っていたよね」と確認しあえます

②そして、住所・氏名、いつからどんな状況かを。

よね。

③また、電話をしている方の名前や携帯電話の番

身近に介護を受けている人がいないと、
「介護は

号も聞かれますので、自分の番号も覚えておいた

大変そう」と不安が出ると思います。しかし、さまざ

ほうがいいですね。

まな介護サービスを利用しながら、住み慣れた自宅

他にも、今まで大きな病気をしたことがあるか？

で暮らし続けたり、家族の介護負担を減らすことも

かかりつけの病院があるか？ など尋ねられることが

可能です。どんなサービスがあるのか、詳しく聞きた

あります。もし、現在治療中の病気があったらそれ

いという時には、気軽に高齢者支援センターへご連

もお伝えください。救急車が来るまでの間、何をす

絡ください。

ればいいか指示をしてくれるので、指示に従ってくだ
さいね。
主任ケアマネ

近藤 ゆかり

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

