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峯島みどり

東部高齢者支援センターも水戸市から委託を受け3 年になりました。少しずつ浸透し
てきている事が実感出来る様になりました。やっと形が出来てきたところです。これ
から中身を充実させる段階になってきました。身が引き締まる思いでいます。地域の
皆様と手を取り合って、地域作りのお手伝いをして行きたいと思っています。
センター長

塙 のぞみ
活動報告

「出前サロン」in 東大野（第 7回）
・in 極楽（第 8 回）
・in 圷大野（最終回）
【in 東大野（第 7回）
】日時：平成 30 年1月26日( 金 ) 10:00 ～11:30 │ 場所：東大野区民館
【in 極楽（第 8 回）
】 日時：平成 30 年1月27日(土) 10:00 ～11:30 │ 場所：上大野市民センター
【in 圷大野（最終回）
】日時：平成 30 年 2月11日(日) 10:30 ～11:30 │ 場所：圷大野区民館
水戸市社会福祉協議会上大野支部主催の出前サ

れ話しなど、とても楽しいひと時となりました。最終

ロン。in 東大野（第 7回）では、雪がまだ残る中、過

回のin 圷大野では、認知症456
（すごろく）を行いな

去最多人数の参加者でたいへん盛り上がりました。

がら、体操や脳トレなどとても盛り上がりました。

in 極楽（第 8 回）では、残雪が凍り寒さも厳しい日で

参加者の皆さんからは「久しぶりだね」
「楽しかっ

参加者は少めでしたが、体操とペンギンファミリーの

たからまた集まりたいね」
「普段みんなが集まる機会

創作や、その後の普段は聞けない極楽地区のあれこ

は少ないので、1年に１回はこういう機会があると良
いね」など笑
顔で感想をい
ただきました。

in 東大野（第 7 回）

in 極楽（第 8 回）

in 圷大野（最終回）

川岸通立浪町内会「認知症456（すごろく）体験会」
日時 : 平成 30 年1月28日(日)

活動報告

ごろく）を行いました。体験中はみなさん笑顔と笑い

今回は川岸通立浪町内会のみなさんと認知症に優

にあふれていて、
「認知症のことが良く分かった」
「制

しい地 域 作り

度のことも良く分かった」
「心配だったけど安心でき

の第2弾で、第

た」などの感想を頂きました。

1弾 の 認 知 症

安心で認知症の方に優しい街づくりを、すごろく

サ ポーター 養

や認知症サポーター養成講座を通してお手伝いで

成講座に続き、

きたらと思います。機会があれば、ぜひまた行いま

認知症 456
（す

しょう！

見える事例検討会

ネットワーク

活動報告

第12 回

認知症456（すごろく）隊

日時：平成 30 年2月1日（木) 10:00 ～12:00

日時 : 平成 30 年2月18日(日) 10:00 ～12:00

場所：ユーアイの家 相談室

場所：ユーアイファクトリー

独居の男性。廃用性の筋力低下により室内も伝い

今回は、益子町・利根町・取手市・茨城町と、他県・

歩き、失禁もある状態。調理や洗濯など出来る部分

他市町村から参加された方が多かったです。水戸の

もあるが、日中ほとんど動かずにいるため更なる筋力

方はサロンで認知症 456（すごろく）を実践している

低下のリスクが高い。必要な介護サービスを入れた

方々で、普段やっている中でもう一度学び直してみた

いが本人がいろんな理由を付けて利用しなくなってし

いと参加されました。皆さまから「ただ話し合いをす

まい困っているケース。サービスの必要性を本人だけ

るよりも楽しく認知症について学べる」
「グループホー

でなく家族にも理解してもらうために、サービス事業

ムでやっている地域の方向けの茶話会で活用したい」

所や主治医とも連携していく必要があるのではないか

等の感 想

とのアドバイスがありました。

をいただ
きました。

活動報告

思い出カフェ
FMぱるるん

活動報告

日時 : 平成 30 年2月13日(火)

日時：平成 30 年 2月18日(日) 13:30 ～15:30
場所：ユーアイファクトリー
カフェでは認知症の

12 時～12 時 10 分、FMぱるるんに水戸市社会福

ご家族を介護されてい

祉協議会上大野支部の駒橋一俊支部長と「上大野支

る方からの相談をお受け

部主催 出前サロン」の話で出演しました。上大野に

しています。当日は、春

は9 町内会があり、町内ごとに区民館があります。歩

らしい光が溢れ、皆さ

いて通えるところに出張し、サロンを開催しようとの

んの暖かい笑顔に包まれました。

事で、住みよい上大野をつくる会、町内会長、民生

介護を経験した方々からのアドバイスに耳を傾ける

委員の皆様の協力のもとに区民館で1回ずつ、合計

のは現在介護されているご家族です。ボランティアさ

9 回の開催となりました。延

んや地域の方々も参加して下さり、リフレッシュタイ

べ参加者は146人です。
「地

ムに体操や昔の歌を歌って楽しい時間となりました。

域の資源を活用し、みんな

美味しいコーヒーとスイーツを用意してお待ちして

が 楽しく生き生き暮らす地

います。ボランティアさんも募集していますので気軽

域」を目指しています。

に遊びに来てくださいね。
生活支援・よろず相談

消費者トラブルに遭っている方の成年後見制度利用の事例
Aさんのケアマネジャーより「認知症のAさんの家

活用を検討してみてほしいと思います。

にシロアリ駆除の契約書がありました。誰と契約した

本人の判断能力によって違いはありますが、後見

か聞いても忘れていて、額も高額です。どうしたらい

人等であれば、こういった不要な契約を取り消したり、

いでしょうか。身寄りはありません」との相談。

解約の手続きをしたりできます。後見制度のことにつ

認知症が進み、消費者トラブルに遭ってしまった方
の事例です。この場合、まずは消費生活センターに
相談です。そして今後の被害防止に成年後見制度の

いては東部高齢者支援センターまでお問
い合わせください。
社会福祉士

立川 利行

活動報告

知っておきたい医療知識 第 3 回

［サポーター研修］

日時：平成 30 年2月8日(木) 13:30 ～15:30

生活支援・よろず相談

支援センター劇場
ご存知ですか？「在宅

場所：上大野市民センター（参加者38 名）

見守り安心システム」

講師：石川 至 先生（内科石川医院 院長）

主任ケアマネ 峯島

変わったペンダ
ントしてるわね

テーマ：呼吸器疾患の基礎

みどり

日本人の死因の第３位は肺炎です。呼
吸器は人の生死に関わるとても大事な臓器で、誤嚥・肺気腫・肺がん・気
管支炎などよく耳にする病気ばかり。普段何気なくしている「呼吸」はとて
も大切なことなのです。石川先生には上気道や肺の解剖学的なところか
ら病気に気づくこと、初期症状・予防策・治療法などとてもわかり易くお
んからは「今日の資料を参考書とし
て使いたい」
「また講義を聞きたい」
、
先生のお人柄にふれ、
「ぜひ主治医
に」との声もたくさん聞かれました。

一人暮らしで
持病もあるから
緊急通報システムを
利用することにしたの

話しいただきました。参加者の皆さ

地域紹介

水戸藩幕末悲劇の地「赤沼牢屋敷跡」

下市旧赤沼町（現、東台2丁目）に、江戸から明治初年迄 260 年続

へえ！

東部元気歴史散歩

本体

ペンダント

本体のペンダ
ントのボタン
で緊急通報が
送信されるの

いた牢屋敷があった。広さは一千坪、幕末の水戸藩内の争乱に及んで、
この牢において処刑が行われるようになり、多くの尊い命が亡くなり、そ
の数三百を超えたという。特に哀れを誘ったのは武田耕雲斉の妻とその

26 年には供養塚を建立した。現在も根本家に
より管理され守られているが、そのような歴史
を辿り現在の平和な時代がある事を忘れてはな
らない。由来記の案内板もあるので、一度行っ

息子が支援センターに
相談してくれたのよ

次郎が跡地を買い求め、昭和 13 年に慰霊碑を

詳しいことは東部高齢
者支援センターに問い
合わせて見て

子らの処刑でした。あまりにも悲惨を極めた往時を思い、地元の根本常

て合掌してきてはいかがでしょうか。

おしらせ

イベント案内

● 東部元気ふれあいサロン │ 日時：3月13日(火 )、4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：3月14日(水)、4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：3月3日(土)、17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：3月15日(木)、4月19日(木) ＊毎月第3木曜  13:30 ～15:30 │ 場所：城東小学校
● 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）
● 東部いきいき相談会 │ 日時：3月22日(木)、4月25日(水) 14:00 ～14:30 │ 場所：柳堤荘
● 認知症456
（すごろく）
隊 │ 日時：3月18日(日)、4月15日(日) 10:00 ～12:00 │ 場所：ユーアイファクトリー
● 思い出カフェ │ 日時：3月18日(日)、4月15日(日) 13:30 ～15:30 │ 場所：ユーアイファクトリー
● 認知症サポーター養成講座 │ 日時：3月25日(日) 10:00 ～12:00 │ 場所：竹隅市民センター

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］転倒にご用心

［相談］これって白内障？

「50 代女性。80 代の父は寒いからと動きたがりま

「76 歳女性。最近目がまぶしくて開けていられない

せん。最近はちょっとした段差につまずくようになり、
転倒しないか心配です」

[お答え] 高齢者の転倒は外だけでなく、自宅の
中でも多く発生します。室内の転倒発生場所は「居
間・茶の間・リビング」が最も多く、次いで「玄関・ホー
ル・ポーチ」、
「階段」、
「寝室」、
「廊下」
、
「浴室」の
順となっています。
年を取ると筋力や歩行能力の低下、視力の衰えな
どが重なり、バランスを保ちにくくなります。病気や
薬の副作用で足元がふらつく、眠気が出るなども原
因の１つです。転倒が原因で寝たきりになることもあ
るので、対策をとっていきましょう。
①転倒しにくい環境を整える：住宅改修や福祉用具
を活用して廊下や浴室に手すりを設置したり、床の
段差を無くすとバランスが安定しやすくなります。
②日頃から筋力とバランス感覚を鍛える：ウォーキン
グや散歩の他、市民センターの体操教室やデイサー
ビスでの運動などに参加しましょう。
③転倒しにくい靴下や靴を選ぶ：靴底や足裏に滑り
止めが付いている靴下は足を滑らせる可能性が低く
なります。靴の場合はマジックテープやファスナー付
きの物が履き脱ぎしやすくなります。
主任ケアマネ

ことがあります。ちょっと白っぽくぼやけることもある
し、これはいわゆる白内障というやつでしょうか？」

［アドバイス］確かに白内障の症状として「視界が
全体的にかすむ」「光をまぶしく感じる」「暗いとき
と明るいときで見え方が違う」などがあります。白
内障は、水晶体が年齢とともに白く濁って視力が低
下する病気です。他にも糖尿病やアトピー等から白
内障になる場合もあります。白内障の初期段階で
は、あまり症状はみられません。進行するにつれ、
色々な症状が出てきます。朝夕の散歩の時にとても
まぶしかったり、車の対向車のライトがまぶしく感
じたりします。目の中の水晶体の濁りによって光が
散乱して、ものがかすんで見えたり、ぼやけたりして
しまうこともあります。白内障と分かったらすぐに手
術をしなくてはいけないと思われがちですが、普段
の生活に支障がなければ、すぐに手術をする必要
はありません。ごく初期であれば点眼薬で進行を遅
らせられる場合があります。
白内障などで視力が低下すると、認知症のリスク
が 2 倍になるというデータもあります。違和感を感
じたら、まずは眼科に受診して何が起こっているの
か診てもらいましょう。

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

