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峯島みどり

回覧

猛暑が続いています。危険な暑さから命を守るために、まずは脱水予防・熱中
症予防が必要です。冷房を使い温度管理をし、暑いなかの不必要な外出は避けま
しょう。そして、水分だけでなく塩分も摂ってください。

渋井町まつり

センター長

塙 のぞみ

地域紹介

日時：平成 30 年 7月14日(土) 13:00 ～15:00
場所：渋井町鹿島神社境内
気温 32 度の暑い中、第16 回渋井町まつりが行わ
れました。町内の方のカラオケ、そして社協の川角さ
んのバルーンアート、渋井町コミュニティー振興会の
皆様の太鼓演奏などで盛り上がりました。模擬店で
は、焼きイカ・焼きそば・かき氷・ポップコーン・飲
み物がすべて無料！ 地域の力強さを感じさせられる
手作りの祭りでした。
活動報告

認知症サポーター養成講座

日時：平成 30 年 6月26日( 火 ) 10:00 ～12:00
場所：上大野市民センター
認知症 456（すごろく）を体験しながら認知症に
ついてのお話をさせてもらいました。
「楽しく学べた」
「わかりやすい」との声を多数いただきました。
認知症サポーターは「何か特別な事をする」人で
はありません。今までよりもちょっとだけ家族やお隣

活動報告

千波よつば会

認知症456（すごろく）体験会

日時：平成 30 年 7月12日(木) 10:45 ～12:00
場所：千波市民センター
千波よつば会は、

さん、友人を気にかけて、少しでも変だなと思った時

千波高齢 者クラブ

に支援センターに教えてくれる、それも一つの活動で

の一つで、会員34

す。認知症に

名の登録があるそ

なっても住み

うです。 今 回は役

よい街を一緒

員さんからの 依 頼

に作っていき

で 認 知 症 456（ す

ましょう！

ごろく）を行い、
「またやってみたい！」という声をいた
だきました。認知症 456（すごろく）体験者は今月で
1,075 名になりました！

茨城保健生協元吉田支部 出前講座

活動報告

楽しい「脳トレ」

日時：平成 30 年 6月19日( 火 ) 13:30 ～14:30

いきます。両手を使って左右で違う動きをしたり、ルー

場所：柳堤荘

ルを変えたりして脳を混乱させることで脳を活性化さ

脳への刺激がない生活を続けていると、脳の機能

せる手遊びのようなことをやってみました。まごまご

は低下していきます。逆に脳をよく使い、刺激すると

したり、間違ったりすることで脳が活性化されるプロ

「脳の神経のネットワーク」が増えて、脳が活性化して

グラムで、皆さん笑顔で楽しんでいただけたようです。
ネットワーク

見える事例検討会「徘徊という散歩をするAさん」
日時：平成 30 年7月2日（火) 10:00 ～12:00
場所：ユーアイの家 相談室 │ 参加者：38 名

のんびりした農村地帯です。
5 年前から徐々に症状が出始め、今は雨が降る中

男性77 歳独居。5人兄弟の長男。アルツハイマー

でも外に出ていきます。ケアマネは Aさんの服装や

型認知症と診断され要介護 3。ヘルパーやデイサー

失禁しながら歩く姿を徘徊だと認識し、いつか迷子

ビスの支援を受けながら暮らしています。優しく穏や

になったり事故に巻き込まれたりする危険があるので

かな性格で両親と農業を営んでいました。住まいは

はないかと心配していますが、兄弟は散歩だから迷子
にならないと話します。生まれ育った思い出のある家
で暮らしたいというAさんと兄弟の想いを叶えるため
に何ができるか検討しました。アクションプランとし
て地域の見守り体制を構築しましょうと提案され、第
一歩としてご兄弟に認知症のことやリスクも伝えるこ
とになりました。ケアマネからは、
「明日やるべきこと
の方向性を見出し、兄弟への伝え方にも工夫をした
い」と話しがありました。

第 35回 サポーター会議

特別講習会「ストーマと一緒に過ごすめに」

ネットワーク
現在の
ー数
ポ
サ ータ

！
152 名

日時：平成 30 年 7月10日（火）15:00 ～16:30
会場：上大野市民センター 会議室
講師：セントケア訪問看護ステーション水戸
管理者・看護師 野元 陽子 氏
消化器や泌尿器の病気が原因で、排泄のための
開放口を「ストーマ」といいます。つまり、尿や便の出

気軽に相談できる心強い味方です。な

口のことで、自分で袋の交換や管理が必要になりま

かなか聞けない実践的な内容に「今後のケアマネジ

す。高齢になってくると処置の負担が大きくなるので、

メントの参考にしていきたい」との感想をいただきま

訪問看護は在宅で医療的な管理が必要な方にとって

した。
生活支援・よろず相談

水戸駅南交番のお巡りさんからの注意喚起です
「6月の終わり頃、水戸市内でもハガキで未払金請

事件は案外身近に起きています。自分や自分の家

求をされ、実際にお金を支払ってしまった方がいる」
、

族は大丈夫と思わずに、今一度考えてみて下さいね。

「
（お巡りさんの）メールにネットショッピングの大手業
者を名乗るところから買った覚えのない物の未払金
請求のメールが届いた」との話がありました。

もし困った時にはいつでもご相談下さ
い。一緒に対策を考えましょう！
社会福祉士

立川 利行

活動報告

ふれあいサロンこなん 出前講座「認知症予防」
日時：平成 30 年 7月6日( 金 ) 10:00 ～11:00

の交流などです。サロンに来る

場所：県営湖畔住宅の集会所

方は人との交流も、ちょっとし

水戸市発行の「認知症 1.2.3」という冊子を使いな
がら、認知症予防のお話や、脳トレをしました。
認知症予防に大事なことは生活習慣病の予防や人と

思い出カフェ

活動報告

た運動もできるので、認知症予
防にはとても有効だと感じます。ちょっと物忘れが心
配という方、サロンに参加してみてはいかがでしょう？
活動報告

第17回 認知症456（すごろく）隊
日時：平成 30 年 7月15日(日) 10:00 ～12:00

場所：ユーアイファクトリー

場所：ユーアイファクトリー 2 階
参加者：12 名

くマスター
ごろ
7名！
27

今回はご家族の参加が多くありました。日頃の悩

認知症
す

日時：平成 30 年 7月15日(日) 13:30 ～15:30

みを一緒に共有し、アドバイスもさせていただいてい

認知症予防サロン「ケセランパサ

ます。小さいお子さんも来店してくれたので場がとて

ラン」の皆さんや、わくわく講座を受

も明るくなりました！

けて地域ですごろくを開催したいと

カフェには、たまに柴

那珂市から参加の方もいました。
「社会資源のことを

犬のまるちゃん↓もセ

もっと詳しく知っておき

ラピー犬とし

たい」
「笑って楽しくで

て登場しま

きました」と、やる気が

す。 癒 され

外の熱気を吹き飛ばす

ますよ～♪

ような元気な回でした。
地域紹介
荒神橋

赤沼町
馬場川

新寺橋

馬場

当時の面影の残る所はな

います。その原因となったのが Uターンした川の逆流

いですが、児童公園や保

によるものでした。昭和 25 年の改修工事により外堀

育所、消防署の所は埋め

的役目の馬場川は埋め立てられ、4つの橋が無くなり

立てられた所です。城東

ました。当時川は荒神町で左に直角に曲がり現在の

地区は那珂川が蛇行する位置にあり、増水時の被害

城東小学校の裏を流れ、また右に直角に曲がってい

を心配して国に対して対策を要望している所です。昔

ました。子供の頃この川を見るとかなり深い所を流れ

も今も水に対して心配が続いています。

島橋

珂川に挟まれた城東地区に大きな被害をもたらして

代官町
三ノ町

浮橋
ニノ町

イベント案内

おしらせ

● 東部元気ふれあいサロン │ 日時：9月11日(火 ) ＊8月はお休みです。＊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：9月12日(水) ＊8月はお休みです。＊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：8月4日(土 )、18日(土 )、9月1日(土 )、15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：8月16日(木)、9月20日(木) ＊毎月第3木曜 13:30 ～15:30 │ 場所：城東小学校
● 認知症456（すごろく）隊 │ 日時：8月19日(日)、9月16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：8月19日(日)、9月16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）

搦手橋

川崎町

荒神町

ていたのを覚えています。

那珂川

水戸の下市はたび重なる水害により、旧桜川と那

河岸通

東部元気歴史散歩「外堀だった旧桜川
（馬場川）
」

支援センター劇場
・

生活支援・よろず相談

・

「貯筋」で「貯金」介護予防
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］こんなに暑いのに

おじい
さん、
去年の長寿
世界一は
どこの国だったと
思う？

そりゃ
日本で
決まり
だわな！

何で暑くないと言うの？

「88 歳女性の娘さんから相談。母は暑い日でも扇風
機も付けずに肌着一枚で過ごします。一応窓は開
けていて、
『自然の風があるから大丈夫』と言います。
でも額には汗が。熱中症になるのでは？ と心配なの
で、扇風機や冷房を付けるように促しています。何で

香港の 歳が

１番なのよ！

日本は 歳で

２番目ね！

83.8

高齢になると暑く感じないのでしょうか？」

［アドバイス］室内でも高温・多湿の状況では熱中

84.3

症になってしまう可能性はあります。適度な温度・

ま！
あれ

湿度調整、水分摂取が必要ですね。
相談のように、高齢の方は暑さをさほど感じない
方は多いです。

香港は坂道が
多い町だから
足腰が丈夫
なんですって！

太極拳も
やってるらしいぞ！

高齢になると体のいろんな機能が低下していきま
す。暑さ・寒さを感じる機能も低下し、鈍ってきます。
また、喉の渇きも感じにくくなります。これは加齢に
よるものなので治りません。ご本人は暑さを感じにく
くなっているので、やはり周りが注意してあげる必要
がありますね。
熱中症の初期症状は、めまいや立ちくらみ、吐き

明日から
ウォーキングで
・
貯筋しなくちゃ

ワン！

気などです。症状が出ていないか、水分が飲めてい
るか、食欲はあるか？ などを確認しましょう。冷房
をかけると「冷えて膝が痛む」と使いたがらない方も
多いので、薄手のひざ掛けなども用意してあげると
いいかもしれませんね。
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

