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回覧

新米が美味しい時期になりました。食欲の秋そしてスポーツの秋です。健康長寿が
何より、そのためにも適度な運動、バランスンの良い食事大切です。11月23日（勤
労感謝の日）には足腰軽度認知症チェックセミナーを行います。健康診断も継続して
行う事も大切ですよ！ 東部高齢者支援センターでは年に2 回行っています。6月は千
波地区、11月は上大野地区です。皆さん参加してくださいね！
センター長

塙 のぞみ
活動報告

千波ふれあいサロン
日時：9月13日（水）10:00 ～11:45
場所：特別養護老人ホーム ユーアイの家
千波ふれあいサロンで特別養護老人ホームユーア
イの家へ施設見学にいらっしゃいました。

施設を見るのが初めてという方も多く、実際に見学
して「今はきれいなんだね」、
「個室で安心」、
「職員さ
んにみてもらえていい」など良い印象を持っていただ
けました。その後、食事をしながらのお話会でも色々
な質問がありました。
サロンの方は、見学しながら入居者の皆さんに明
るく元気に声を掛けて下さり、入居者の皆さんもとて
も嬉しそうでした。
サロンに参加して、いつまでもお元気でいると共
に、ぜひまたいらして、入居されている方に元気のお
裾分けをお願いします。

城東ふれあいサロン
日時：8月24日(木) 13:30～15:30
場所：城東小学校 第二図工室（城東ふれあいサロン会場）
城東ふれあいサロン3 年目に入りました。毎月第
三木曜日に参加料100 円で城東学区内高齢者を対
象に行っています。回を重ねる度に参加者も増えてい
ます。最初に皆さんで3人の人と握手（ハイタッチ）で
始めます。握手をすることで会場も盛り上がり楽しく
なります。毎月のサロン内容については、当番の皆さ
んが企画・運営しています。
参加してくれる皆さんからも、
「歩けるうちは参加し
ます」と、うれしい言葉を頂きました。

活動報告

活動報告

認知症サポーター養成講座

ふれあいサロン こなん

活動報告

日時：平成 29 年 8月30日(水) 10:30 ～12:00

日時：平成 29 年9月15日(金) 10:00 ～12:00

場所：綜合警備保障株式会社アルソック

場所：県営湖畔アパート 集会所

両親が60 代という若い方の参加が多く、
「認知症

今回は在宅ケアネットワークと共に「在宅医療と介

は予防が大事」
「認知症がどういうものかよくわかった」

護のお話し会」を行いました。参加者同士で身近な方

と熱心に聞いて下さいまし

を病院や在宅で看取った経験や、自分の元気の源は

た。若い年代の方にこそ認

何かなどを話しました。
「これからどう生きていくか宣

知症についての正しい知識

言」も全員で行い、
「ボランティア活動を続ける」
「きれ

と理解を頂ける機会がもっ

いに花を咲かせる」
「近

と増えると良いと思います。

所への声掛け運動を続
ける」など活発な宣言が
多く上がりました。

日時：平成 29 年9月2日(土) 10:00 ～12:00
場所：城東市民センター
今回で2 回目の参加という方から「さらにすごろく
の内容が良く分かった」との感想をいただきました。
次回は10月23日（月）
10:00 ～ 12:00 上 大

見える事例検討会

ネットワーク

日時：平成 29 年9月1日（金) 10:00 ～12:00

野市民センターで行

場所：ユーアイの家 相談室

います！

高齢夫婦2人暮らし。夫は身体が動くものの認知症

第 26 回 サポーター会議

ネットワーク

日時：平成 29 年9月8日（金）15:00 ～16:30
会場：上大野市民センター

現在の
ー数
ポ
サ ータ

！
133 名

があり、トイレの場所が分からなかったり、自宅に1人
で戻れないことがあります。介護者である妻は夫の認
知症を理解出来ず、怒鳴っています。また、夫婦共に
近隣とのトラブルがあります。検討会では、
「家族それ
ぞれの考えが違う。まとめるのは大変だが、現状が続

「
『病院・ケアマネ連携シート』東部高齢

くと考えられることを予測して家族に伝えていくことが

者支援センター試作版」が完成しました。

必要」
「妻自身も認知症の可能性があるのではないか」

圏域内外のケアマネジャーと主要な病院の

などの意見が出ました。今後、子供達それぞれに両親

地域連携室と協力してスムーズな入退院支

の状況を知って頂

援につながるよう、医師・退院調整看護師・ソーシャル

くため話し合いの

ワーカーとの意見交換ができ

場を持ち、支援の

ました。今後も使用状況のモ

方向性や 体制を

ニタリングと外来連携シート

整えていくことが

の作成を進めていく予定です。

検討されました。
生活支援・よろず相談

消費者トラブル「虐待の気付き」
ある事業所の方より「認知症のAさん、古い傷や

したら日常的に行われている可能性があります。

新しい傷がたくさんある。転んだような感じじゃない」

これ一つで「虐待されている」とはなりませんが、こう

と相談がありました。

した小さな気付きが虐待の予防・早期発見には不可

虐待の気付きのポイントです。転んだ時には膝や

欠です。何か異変に気付いた時にはすぐに高齢者支

肘などに多くの擦り傷などが出来ますが、今回はそれ

援センターにご報告下さい。報告しても、

以外の部分に傷があった様子です。また、新しい物、

誰から報告があったかなどは開示しない

古い物が混在しているということで、虐待があったと

のでご安心を！

社会福祉士

立川 利行

千波女性会「認知症456」体験会

活動報告

日時 : 平成 29 年 8月23日(水) 10:50 ～12:00

生活支援・よろず相談

支援センター劇場
「認知症サポーター」

場所 : 千波市民センター
千波女性会23 名が参加され、
「楽しかった！」
「認知症の予防のために
もまたやってみたい」という声がありました。認知症 456には、合間に脳
トレやみんなで体操をする場面もあるので、予防のためにやってみたい！

認知症サポーターと
は、何か特別なことを
する人ではありません。
主任ケアマネ 峯島

地域紹介

東部元気歴史散歩（浜田）銭谷稲生神社と盆唄発祥の地
平安中期以降、銭貨を中国

それって
何する人？

からの渡来銭を用いていたが、

これオレ
ンジリン
グよ

ぜ に や い な り

私、
認知症サポーターに
なったの！

という方も高齢者支援センターにお声かけ下さい。

みどり

江戸幕府は寛永13年（1635）
寛 永 通 宝を江戸、水戸など
10ヶ所で鋳造、流通を命じた。水戸藩は水戸の町人佐藤清兵衛らに命
じ、下市八丁目裏の現在浜田小学校側の銭谷稲生神社、祭神は「保食命
(うけもちのみこと)」の鎮座している所が鋳銭場跡であり、この地を銭谷

認知症のことを
理解して手助け
できる人の
ことなの

坪と言う。境内には銭供養の銭塚や水戸大黒銭があり、当時周りは田ん
ぼで、
“ハーアイヨウ銭谷田んぼから”と唄われた銭谷盆唄発祥之地で、現
在も境内で7月の最後の日曜日にその唄に合わせ盆踊りが行われている。

千波地区紹介「吉田古墳」

地域紹介

七世紀中頃この吉田に在った有力豪族の墓であり、密かなロマンは拡がりま
す。同じ年代の渡里町にあった台渡里官衙（遺跡）
との関係に想いを馳せると、
さらに歴代のロマンを感じます。この界隈は吉田古墳・吉田神社・薬王院・吉

これからは
４人に１人が認知症
になると聞いたわ

細い路地があり、そこを行くとフェンスで囲まれた盛り土と石碑が見えてきます。

サポーターが
増えるといいわね

千波中学校の正門を右に出て、体育館の向かい側に

田城、等々古代から始まる悠久の光景を思わずにはいられない地ですね。

おしらせ

イベント案内

● 東部元気ふれあいサロン │ 日時：11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：11月8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：11月4日(土 )、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
● エンジョイスクール（市内居住の 65 歳以上の方対象）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：241-4820（高齢福祉課地域支援センター介護予防係）
● 思い出カフェ │ 日時：10月15日(日)、11月19日(日) 13:30 ～15:30 │ 場所：ユーアイファクトリー
● 東部いきいき相談会 │ 日時：10月25日(水)、11月16日(木) 14:00 ～14:30 │ 場所：柳堤荘
● 認知症すごろく隊 │ 日時：10月15日(日)、11月19日(日) 10:00～12:00 │ 場所：ユーアイファクトリー
● 足腰・認知症チェックセミナー │ 日時：11月23日(木) 9:00 ～13:00 │ 場所：ユーアイファクトリー

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］家のバリアフリー

［相談］強い骨を作る！

「60 代男性。同居の 80 代母は要介護１です。足腰

「76 歳女性からの相談。この前、くしゃみをした拍

が弱くなり、階段の昇り降りや浴槽の出入りが大変と

子に肋骨にひびが入ってしまいました。そんなこと

話します。手すりを付けたいのですが、介護保険が

で！？ と驚いています。骨粗鬆症が原因と言われま

使えますか？」

した。今は骨粗鬆症の治療をしているところですが、

[お答え] 高齢になり足腰が弱くなってくると、自宅

日常生活で何か気を付けることはありますか？」

の環境を整えていく必要があります。お母様の場合、 ［アドバイス］骨粗鬆症は、骨の強度が低下して骨
階段や浴室に手すりを付けることで安全性が高まる
折しやすくなる骨の病気です。くしゃみをしたり、つ
だけでなく、動きやすくなって自立度も維持されやす
まずいて手をついたりした時など、ちょっとしたこと
くなると思います。

で骨折してしまいます。

改修費としては、介護保険から上限 20万円までの
「住宅改修費」が支給されます。つまり、20万円ま
での改修費は1割または 2 割の自己負担で済むとい

骨粗鬆症にならないためには、予防が大事です。
日光を浴びたり、ウォーキングをしたり、片足立ちを
するのもいいようですよ。

うことです。住宅改修を希望する際は、事前に市へ

自分ではなかなか運動できないという方は、各市

の申請が必要となりますのでご注意下さい。この上

民センターで行っている体操教室に参加したり、近

限の20万円は数回に分けて使うこともできます。ま

くの高齢者サロンに行ってみたりするのも良いと思

た、要支援や要介護のランクが 3 段階以上上がった

います。

時や、転居した時などは改めて20万円まで補助を受
けることが出来ます。

そして、食事も大事です。カルシウム・ビタミンD・
ビタミン Kを含む食事を摂ることが基本です。
【ご

住宅改修では、手すりの取り付け以外にも、段差

飯・きのこと豆腐の味噌汁・シャケの塩焼き・ほう

の解消や引き戸などへの扉の取り替えなどが対象と

れん草のお浸し】などの骨粗鬆症予防に必要な要素

なります。また、改修するのが自宅で、介護保険の

が入っている秋の献立はいかがでしょうか？

認定を受けている本人が改修する自宅に住んでいる
ことが条件となります。
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

