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峯島みどり

令和元年が始まりました。大正・昭和・平成・令和と4つの時代を生き抜い
ている方もいると思います。間には悲しい戦争がありました。戦後復興の旗
印である東京オリンピックが開催され、2020 年（令和 2 年）、2 度目の東京オ
リンピックが開催されます。 東京で2 回オリンピックを見る人も多数いると思
われます。令和が、明るい未来でありますように心願致します。
センター長

塙 のぞみ

活動報告

浜田サロン
日時：平成 31年 4月22日( 月) 10:00 ～11:30

でした。一番盛り上がった

場所：竹隈市民センター

のは、浜田地区の名所が

主催：社協浜田支部（天野支部長）

載った地図を見ながら地元について話す時間でした。

地域の方々40 名ほどが参加され、天野支部長か

「私の家はここ」
「ここの場所はこういういわれがある

ら「このサロンは参加される皆さんのものです。皆さ

のよ」など、私たちにとっても浜田をよく知るための

んで作り上げていきましょう」と挨拶があり、大きな

貴重な時間となりました。

拍手が起こりました。今回は、自己紹介カードを作

毎月、主担当のグループが変わり、毎回違った中

成したり、浜田小学校の生徒が作った名跡（寺社仏

身になるのもこのサロンの特徴です。ぜひ皆さんも

閣、史跡）のしおりのプレゼント、コーラスの先生が

参加してみて下さいね。お問い合わせは社協浜田支

音頭をとって素敵な歌の時間があったりと盛り沢山

部・天野支部長（029-247-0321）まで。

・ ・ ・

天野政幸支部長

東部シルバーリハビリ体操

渋井教室

日時：平成 31年 4月17日(水) 9:30 ～11:00
渋井公民館を会場に、4月からスタートしました。
加齢とともに低下する筋力の維持と向上に役立つ
体操教室です。イスに座って行い、自宅でも簡単に
できるものばかりです。
「若いうちから介護予防」の
第一歩として気軽にお越しください。

近くの方も、そうでない方もどなたでも参加 OKで
す。お待ちしていま～す。

若い時からの
「介護予防」が
大切なんです

場所：渋井公民館

活動報告

ネットワーク

見える事例検討会
日時：平成 31年 4月1日（月) 10:00 ～12:00
場所：ユーアイの家 相談室
タイトル：前向きな妻の介護を受ける
重度障害のある夫のケース
68 歳の男性 Aさんは自宅で脳梗塞を発症し、重
度の後遺症があり、意思疎通もできずに入院中です。
妻は今後リハビリを実施して在宅介護をしたいと希望
しています。担当の医療ソーシャルワーカーは、毎日

制作り」です。そのための一歩として、 ①病院スタッ

欠かさず通ってくる妻の負担を考えて、いろいろと情

フとの情報共有

報提供しますが、
「大丈夫です」と返されてしまいます。

う。に決まりました。

②長男へ話し合いに参加してもら

今後、ソーシャルワーカーとしてできることは何だろ

Aさんと妻の希望する在宅生活の実現に向けた

うか。アクションプランは「自宅に戻っても安心な体

ソーシャルワーカーの頑張りに拍手が贈られました。

第25回

活動報告

認知症456（すごろく）隊

日時：平成 31年 4月21日(日)
10:00 ～12:00

ずっと参加したかったので
今回参加できてよかった

些細なことでも
高齢者支援センターに
相談していいんですね

深刻にならずに
楽しく学べました

場所：ユーアイファクトリー
認知症 456
（ すごろく）
隊は、認知症について楽
しく学べるツールになって
います。

前回参加してくださった皆さん

活動報告

思い出カフェ
日時：平成 31年 4月21日(日) 13:30 ～15:30

持って来て下さっ

場所：ユーアイファクトリー

た方がいて、当時

今回久しぶりに来店された方がいました。
「見慣れ

今回参加してくださった皆さん

の思い 出をみん

たお顔に会えると嬉しい」と笑顔を見せて下さり、と

なで話しました。

ても嬉しかったです。

楽しかったお話しだけでなく、大変だった話をみんな

また、昭和 61年の那珂川大洪水の時の写真集を

で共有する時間もとても大事だな～と感じました。
生活支援・よろず相談

消費者トラブル「新元号詐欺発生中」
4月、新元号が発表されました。元号が変わる事
に便乗して、詐欺が発生しています。
Aさん「新元号に変わるので今のキャッシュカー
ドが使えなくなる。使うにはカードの再登録が必要。

ています。今後もしばらく続く可能性があるので十分
ご注意を！ もちろん元号が変わってもカードはその
まま使えます。心配な時にはいつでも東部高齢者支
援センターにご相談下さい。

担当者を向かわせるからカードを預け、暗証番号を
教えてほしい」
。このような内容で2月の頃より発生し

社会福祉士

立川 利行

ネットワーク

第 43 回 サポーター会議
日時：平成 31年 4月10日（水）15:00 ～16:30
会場：上大野市民センター 会議室
サポーター会議では、色々な職種の皆さんと認知
症の方を介護しているご家族への支援の一つとして、
「認知症 789」を作成しています。

現在の
ー数
サポータ

！
152 名

今回は「夕暮れ 症
候群」
「夏なのにコートを着ている」という場面につい
て4コマ漫画を考えました。もうすぐ認知症 789 の
第1弾が完成します！ お楽しみに。

地域紹介

東部元気歴史散歩「水戸納豆は、下市が本場」
納豆の歴史は奈良時代に中国から伝来したと伝え

豆として売られ、名物としても東京方面に知られるよ

られ、東北地方で製造されました。わらに付着した

うになりました。その後人気の出た納豆を製造する

納豆菌により煮た大豆を発酵させ、食品にし全国各

業者が下町に増え、全国的に水戸と言うと納豆と言

地で作られるようになりました。水戸で最初に製造し

われる位に代表的な名物となりました。天狗と名付

たのは、明治22 年、柵町の

けたのは強く負けないように

「天狗納豆」で知られる笹沼

との理由があるそうです。

清左衛門です。氏は東北宮
城県仙台で技術を学んびま
した。県内は原料の小粒大
豆の産地であったため「小粒
の水戸納豆は美味」と言われ
ました。そして水戸鉄道開通
によって、停車場内で水戸納
創業記念祭風景（明治 43 年）

現在の笹沼五郎商店 水戸天狗納豆

おしらせ

イベント案内

● 東部元気ふれあいサロン │ 日時：5月14日(火 )、6月11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8日(水)、6月12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：6月1日(土)、6月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：5月16日(木)、6月20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：5月27日(月)、6月24日（月）10:00 ～12:00 │ 場所：千波町開運寺
● よつば会サロン │ 日時：6月27日（木）＊偶数月第 4 木曜 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：5月19日(日)、6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：5月19日(日)、6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）
● イオン何でも介護相談会 │ 日時：5月15日(水)、6月15日(土 ) 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

「エンディングノート」を書いてみませんか
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］正しい目薬の付け方は？

みどり
年を取ると病気や
認知症になることが
不安だわ

突然倒れたり
意識が無く
なったり

ないとは
言えないな

「88 歳の女性からの相談。眼のかゆみがあって目薬
をもらっているけど、一向に良くならないので先生に
相談したら、目薬の付け方が悪いのかもと言われま
した。どんな風に付けるのがいいのでしょう？」

［アドバイス］
家族のことを
考えておかない
とならないね

延命や遺言とか
面倒でないか？

目薬をさすのって、意外と難しいんですよね。
①まず手を洗って清潔にします。
②ティッシュを用意します。
③ 顔を真上に向け、目薬をもっていない方の手で下
まぶたを軽く引き下げて、あかんべえの状態にしま
す。上を向きにくい方は、寝た状態でさしましょう。
④目薬の容器の先がまつげやまぶたに触れないよう

私はエンディング
ノートを書いてる
よ。人生を振り
返ったり、財産や
もしもの時のこと
が整理できるのよ

エンディング
ノート

！？

に気を付けて、1滴目の中に入れます。
⑤目をパチパチするのは良くありません。涙と一緒に
流れてしますので、1分くらい軽く目を閉じて静か
にしていましょう。
⑥目の周りの皮膚についた余分な目薬をティッシュ等
で軽くふき取ります。
⑦ 2 種類以上の目薬をさす時は、5 分くらい間を開

エンディングノートは
テーマに沿って
書き進めながら思いを
自然に整理できるように
なってます

興味のある方は
東部高齢者支援
センターへお問い
合わせください

けてからさしましょう。
手が震えてさしにくいという方は利き手で容器を
持って、反対の手でげんこつを作ってげんこつを台に
してさすと狙いが定まりやすいですよ。
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

