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11月は別名「霜月(しもつき)」とも言われます。文字通り霜が降る月の意
味です。秋が終わり冬に季節が変わって来ます。冬といえば、インフルエ
ンザの季節です。予防注射で重症化は防ぐことが出来ます。自分の為に、
家族の為に、予防注射を行ってください。

センター長

塙 のぞみ
活動報告

知っておきたい医療知識 第9 回 ～今さら聞けないあんなこと、こんなこと～

［シリーズ］

日時：令和元年10月15日( 火 ) 14:00 ～16:00
場所：上大野市民センター
テーマ：介護者が遭遇する高齢者の精神症状や行動症状
講師：筑波大学大学院教授

水上 勝義 先生

知っておきたい医療シリーズは、ケアマネージャー
や介護職等向けに医療の知識を深められる講座に

水上 勝義 先生

なっています。今回は、
「介護者が遭遇する高齢者

いてや、お薬は慎重に使う必要があることなど、具体

の精神症状や行動症状」というお題で、筑波大大学

的なお話しを聴くことができました。

院人間総合科学研究科教授の水上勝義先生に講義

後半の交流会では、先生の柔らかい人柄のおかげ

をお願いしました。高齢者にみられる精神疾患につ

で参加者もリラックスして色んな質問ができたようです。

ナルク水戸 認知症サポーター養成講座
日時：令和元年 9月29日(日) 13:00 ～15:00
場所：ミオス 大研修室
認知症サポーターは、認知症について正しく理解
し、ご本人やご家族を温かい目で見守る応援者です。
地域貢献されているナルクの会員の方々にサポー

活動報告

ターになっていただけたこと、大変心強いです。
「一人暮らしでも不安になることはなく、地域との
かかわりを持って生活できることがわかりました」
「何回も勉強したい」などの感想をいただきました。

誰でも参加 OK 活動報告

第 31回

認知症456（すごろく）隊

誰でも参加 OK 活動報告

思い出カフェ

日時：令和元年10月20日(日) 10:00 ～12:00

日時：令和元年10月20日(日) 13:30 ～15:30

場所：まるごとカフェ

場所：まるごとカフェ

薬剤師さんと学生の方

今回から場所をま

の参加があり、
「すごろく

るごとカフェに変更

で楽しみながら認知症

しての開催でした！

の進行について学べた」

保育園の園庭を眺め

「介護保険制度について

ながら、お茶とケー

改めて確認できた」と感想をいただきました。認知症

キをおともに昔話を

456は学生さんにも学んでほしい内容です。

楽しみました。3 名ほど初めてのボランティアの方に
もお越しいただきました。ボランティアやふらっと立
ち寄ってみたよという参加も大歓迎です。
誰でも参加 OK ネットワーク

第 50 回
誰でも参加 OK ネットワーク

第 49 回 サポーター会議

見える事例検討会

日時：令和元年 10月1日（火 ) 10:00 ～12:00
場所：まるごとカフェ
タイトル：糖尿病から長期留置カテーテルになって

日時：令和元年10月10日（木）15:00 ～16:00
会場：上大野市民センター 会議室

しまったTさん
84 歳の女性Tさん。糖尿病から慢性腎不全・人

講師：㈱アインファーマシーズ薬剤師 金谷 法好 氏

工透析をしながらも明るく前向きに一人暮らをしてい

テーマ：薬剤師が語る「薬の適正使用」

ます。血液透析の「シャント」という特殊な血液回路

「薬は体にとっては異物
であり毒なのですが、毒性
よりも病気への効果のほう
が上回ると考えられる場合

が潰れてしまい、留置カテーテルに変更し、それも
現在の
ー数
ポ
サ ータ

！
165 名

詰まり気味で処置が必要になっています。
担当ケアマネは、またカテーテルが詰まったらどう
なるのか、施設にいきたくないTさんは、歩けなくなっ

のみ、薬によって治療するということになります。使

たら透析をどのように続けるのか検討する時期がき

い方を間違うと転倒や、死にも至ります。薬の用量・

たと考えていました。見え検マップから見えたものは、

用法が決められているのは、薬が効果的に作用する

今後必要となるだろう医療と介護、そして社会資源

ためですよ」という化学的な内容もとてもわかりやす

の数々でした。アクションプランは、A：情報収集（人

く講義していただきました。

工透析の予後や処置、透析に関する医療機関や施

薬を上手に飲むことは健康維持につながります。
飲み残しが増えたり沢山の薬を飲んでいる方はかか
りつけ薬剤師さんを決めて気軽に相談してみてはい
かがでしょうか。

設、通院に関する制度など）
。 B：人生会議を開い
て本人の想いを関係者と共有する。
地域課題として透析患者の増加に伴う社会資源の
不足も明らかになりました。

地域紹介

開運寺サロン
日時：令和元年 9月30日( 月) 10:00 ～11:30

ロンの見学に

場所：開運寺

来てくれまし

足立区千住「立正寺」小川日禮上人(おがわにっ

た。秋山住職

ていじょうにん)、北区田端「佛立寺（ぶつりゅうじ）」

の説法の他にも、お二人の高僧からも説法を受けら

浜田誠寛尊師（はまだしょうかんそんし)が開運寺サ

れ、皆様で「南無…」とお経を唱えてみました。
地域紹介

浜田地区敬老会
日時：令和元年 9月15日(日) 10:00 ～12:00

ん、おばあちゃん」で笑いの

場所：竹隈市民センター

ある雰囲気のなか、浜田女

主催：水戸市社会福祉協議会 浜田支部

性会の踊りやメモリーズによ

天野 政幸 支部長

る「みんなで歌おう」で、会場の全員が昔懐かしい歌

浜田小学校6年生2人による作文「うちのおじいちゃ

を合唱し、にぎやかで楽しいひと時を過ごしました。
地域紹介

東部元気歴史散歩「有賀神社、お磯下りで下市に仮殿」
内 原町にある有 賀

供奉し、法螺貝を吹き

神 社 は 貞 観 元（859）

ながら大洗まで渡御し

年、藤 内 神 社として

ていました。大正時代

代々崇敬され、明治 6

は馬車を利用、現在は

年、青木神社を合併。

自動車になっています。

同 10 年に有賀神社と
社号を変 更しました。

往復ともご神体、宮司
下市御仮屋の祭壇

末広町御馬車と法螺貝

の 御 休 憩と信 者の 御

平安時代から引き継がれている「お磯下りの神事」は

祈祷のため仮殿が設けられ、下市は本町二丁目がそ

有賀から水戸市内を通り大洗磯前神社まで、ご神体

の場所となっています。当日は「有賀虫切りおこし」

の御鉾 (みほこ)が渡御します。最初のころは旧 9月

の菓子が売り出されました。古来より小児の虫切り

25日に行われていましたが、現在は11月11日にな

の神として信仰されています。茨城には内陸の神社

りました。かつては宮司が馬に乗り氏子役員たちが

が海浜や神社にお磯下りをする神事が見られます。

おしらせ

誰でも参加 OK イベント案内

● 東部元気ふれあいサロン【日時】11月12日(火 )、12月10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13日(水)、12月11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】12月7日(土)、12月21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】11月21日(木)、12月19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】11月25日(月)、12 月23日（月）10:00 ～12:00 【場所】千波町開運寺
● よつば会サロン【日時】12月26日（木）＊隔月第 4木曜 10:00 ～11:30 【場所】千波市民センター
● 浜田ふれあいサロン【日時】11月25日（月）、12月23日（月）＊毎月第4月曜（9月は第5月曜日）10:00～11:30 【場所】竹隅市民センター
● 認知症456（すごろく）隊【日時】11月17日(日)、12 月15日（日）10:00 ～12:00 【場所】まるごとカフェ
● 思い出カフェ【日時】11月17日(日)、12月15日(日) 13:30 ～15:30 【場所】まるごとカフェ
● イオン何でも介護相談会【日時】11月15日(金 )、12月15日(日) 11:00 ～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

介護保険外のサービス①「配食サービス」
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］インフルエンザの予防接種

みどり
ひとり暮らしの
Ａ夫さん（ 才）
の
お友達から
相談がありました。

高
血
圧が
心配
だよ

身の周りのことは
何とかやってるけど、
いつもカップラーメンや
パンばかり買って
食べてるんだ。

79

もむ？ もまない？

「65 歳の女性からの相談。インフルエンザの予防接
種の時、注射した後にもんだほうがいいのか、もま
ない方がいいのかいつも迷います。どっちがいいの
でしょう？」

車の運転もできるし、
介護保険の申請が
必要なほどではないけど、
このままでは
まずいだろう。

［アドバイス］
この季節になるとインフルエンザの予防接種をする方
は多いと思います。水戸市でも65歳以上の方には、
公費で1,500 円負担してくれるので、自己負担分が
少なくて済みます。特に持病（糖尿病・喘息・慢性
呼吸不全等）がある方はインフルエンザに罹ってしま
うと重症化しやすいので予防接種をすることをお勧

配食サービスを
利用してはどうでしょう？
栄養バランスや減塩に
配慮しています。

自宅に配達するので
安否確認もしてくれます。

めします。
インフルエンザの予防接種は皮下注射で薬液を少
しづつ浸透させるものです。注射後にもむと急速に
薬液が浸透してしまい、副反応（赤み・腫れ等）が強
く出てしまう可能性があるので、接種後は、もまなく
ても良いのです。注射した所が赤くなる・腫れる・か
ゆみがある・痛みがある等の症状が出ることがありま

利用回数や
昼食・夕食など細かく
設定でき、試食ができる
事業所もありますよ。

どうも
ありがとう。

Ａ夫に教えてあげるよ。
元気でいるには
食事が大切だよね。

すが、通常は 3 ～ 4日で症状が落ち着きます。腫れ
や痒みがある時は保冷材やアイスノン等で冷やすと
効果的です。インフルエンザの予防として、予防接種
だけでなく、普段から手洗いうがいをしっかりするよ
うにしましょう！
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 1429-12
「まるごとカフェ」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

