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峯島みどり

永堀則雄

東部高齢者支援センターが始まってから早いもので 5 回目の冬を迎えます。毎月15
日にイオンスタイル下市店で相談会を行っています。買い物の合間にちょっと立ち寄っ
て話をして血圧を測って行くかたなど、常連さんも増えました。これからも身近な存在
になれるように、顔の見える関係作りを心掛けて行きます。

地域紹介

開運寺サロン 認知症すごろく体験会取材

センター長

塙 のぞみ

コスモスの集い

活動報告

日時：令和元年10月28日( 月) 10:00 ～11:30

日時：令和元年11月2日(土) 10:00 ～12:00

場所：開運寺

場所：城東市民センター
主催：水戸市社会福祉協議会城東支部

認知症すごろくを開運
寺サロンで、茨城新聞社

前半は「おたがいさま水戸」について講演。後半は

と日テレの取材を受けな

食事会になりました。参加者の方からの折り紙のプ

がら開催しました。参加

レゼントや、
「かあさんの歌」
「相撲甚句」
、替え歌「も

者の皆様は緊張もせず

しもし詐欺よ」などもあり、楽しいひと時を過ごし、ま

楽しんで行いました。

た来年の再会を約束しました。

茨城新聞は11月10日介護の日特集で載りました。
日テレは「日テレNEWS24 特集」で、ネット配信され
ています。パソコンやスマホから見られます。
活動報告

認知症サポーター養成講座

日時：令和元年11月18日( 月) 10:00 ～12:00
場所：上大野市民センター
認知症サポーターは「認知症の方やその家族を温

活動報告

上大野地区お楽しみ食事会

日時：令和元年11月1日( 金 ) 11:00 ～12:30

かく見守る応援団」です。認知症を知るためのはじ

場所：上大野市民センター

めの一歩として、1. 知って 2.予防して 3.みんなで支

主催：水戸市社会福祉協議会上大野支部

える！ そのための細やかな対処方法や行動心理な

食生活改善推進員の作った具だくさんのトン汁、わ

どを学びました。参加して下さった皆さんにはサポー

かめご飯、メープルパン

ターの証としてオレンジリングが授与されました。

ナコッタや弁当を食べな
がら民謡やカラオケやフ
ラダンス。皆で合唱した
りと、楽しいひと時を過
ごしました。

認知症456（すごろく）隊

日時：令和元年11月17日(日) 10:00 ～12:00
場所：まるごとカフェ
今回、茨城新聞を見て、すごろく隊に参加してく

職場のスタッフに周
知するのにも使える
ツールだと思う

第 32回

どうしても他人ごとに
なってしまう認知症の
こ と も、疑 似 体 験 す る
ことでよく理解できた

誰でも参加 OK 活動報告

れた方もいました。
誰でも参加 OK ネットワーク

第 50 回

見える事例検討会「Kさんの在宅生活を支えるケアチームの連携」

日時：令和元年 11月1日（金 ) 10:00 ～12:00

チーム内に不協和音が響いてきました。ケアマネは

場所：まるごとカフェ

自分の系列の事業所への風当たりも強く感じ、キズ

夫が主介護者となって要介護 5 のKさんの在宅療

を作らないためにどうしたらいいのか悩みました。

養を支えるケアチームは、ケアマネをはじめとした介

アクションプランは、A. 訪問診療医から「キズを作

護サービス事業所が 4つです。ほぼ寝たきりの生活

ることは誰でもあり得ること」と伝える。 B.トランス

で 全身の皮 膚も弱くなり、内出

や離床時間の問題はないか、リハ

血や傷、発赤や剥離には十分注

ビリテーションの視点で検討する。

意しながら対応し、チーム内でも

ケアマネは主治医とケアチームの

情 報 共有しましたが、いつの間

連携の重要性と、キズを作らない

にか傷ができてしまいました。傷

ための新しい角度からのアプロー

を作ったのはどの事業所なのか、

チに手ごたえを感じたようでした。
誰でも参加 OK ネットワーク

第50 回 サポーター会議

現在の
ー数
サポータ

日時：令和元年11月8日（金）15:00 ～16:00

！
165 名

会場：上大野市民センター 会議室
講師：大越 篤様・山内 貴雄様・木村 節子様（ファー
マシー中山城東薬局）
、松浦 育子様（友愛薬

圏域の5か所の薬局さんから、各薬局の特徴や薬

局水戸店）
、垂石 大輔様（アイセイ薬局本町

剤師が自宅に訪問する等の在宅への取り組みを教え

店）
、八木 孝様（さつき薬局千波店）
、金谷 法

ていただきました。その後の交流会では質問が絶え

好様・熊野 祐介様（アイン薬局千波店）

ず、大いに盛り上がりました。参加者の方には薬局さ

テーマ：薬剤師さんと仲良くなろう！

んを身近に感じていただけたと思います。

～東部圏域薬剤師さんとの交流会～
生活支援・よろず相談

「セルフネグレクト」をご存知ですか？
独居のKさん（78 歳男性）の知人の方より「Kさんが

という気力が湧かず、周りにも助けを求めないことを

最近おかしい」
と相談がありました。ご自宅を訪問して

言います。原因は認知症や精神疾患、配偶者との死

みると、家の中はごみが溜まり足の踏み場もない状態。

別、病気の影響などさまざまです。周りが気づいたと

Kさんは「大丈夫。なんにも困ってない」と言っていま

きにはKさんのように健康状態が悪化していることも

したが、実際には食事もまともにとれていませんでした。

少なくありません。Kさんはその後病院受診をして必

「セルフネグレクト（自己放任）
」という言葉をご存知
でしょうか？ ネグレクトとは、育児放棄や介護放棄に
使われる言葉ですが、セルフネグレクトは生活環境や
栄養状態が悪化していても、自分ではなんとかしよう

要な介護サービスを受けられるようになりました。
何か気になることがありましたらお気軽
に支援センターまでご連絡ください。
社会福祉士

須賀川 優美

思い出カフェ

誰でも参加 OK 活動報告

活動報告

第3回

ケアマネCafé・ケアマネ交流会

日時：令和元年11月17日(日) 13:30 ～15:30

日時：令和元年11月8日( 金 ) 14:00 ～15:00

場所：まるごとカフェ

場所：上大野市民センター ／ 参加者：17名

今月は総勢26 名の方が集まり、にぎやかな思い出
カフェとなりました。昭和の役者の写真集や、若かり

10月12日から14日にかけての台風災害時のケア
マネの対応について話し合いました。

し頃の趣味や出来事などで笑い声をあげ盛り上がりま

担当する利用者様の安否確認のため、電話をかけ

した。初めてお会いする方々も徐々に仲良くなり、
「最

たり、家族と連絡をとったり、防災ラジオもチェック

後にはまた会おうね」と笑顔で手を振りあっていました。

していたことが分かりました。
「災害時避難行動支援
者制度」の登録者の動き、避難所の様子など、今後
の災害に備えて何をどうしたらよいのかを真剣に話し
合う機会となりました。

地域紹介

東部元気歴史散歩「下市の景勝地、備前堀八景」
徳川斉昭は藩の子弟の鍛錬のために「水戸八景」
、

かれています。
「水は過ぎゆく人生を映しながら、何

千湖暮雪、青柳夜雨、山寺晩鐘、太田落雁、巌般夕照、

処から流れきたりて、どこに去ってゆくのだろうか─」

広浦秋月、村松晴嵐、水門帰帆をさ

江戸時代から水戸市の備前掘には

だめ領内の景勝地を一巡すると約

藤 柄の夜雨、松並の晴嵐、中沢の

30里になったといいます。その他に

秋月、常照の晩鐘、三俣の夕照、瓦

八景と名のつく所は各地にあります

谷の暮雪、浜田の落雁、吉沼の帰帆

が、下市にも備前掘八景という所が

の八景があると書かれています。又

あります。下市柳町の画家・浅野新

この絵は浜田の割烹「魚兼」に掲げ

次郎が描いた八景には次のように書

られています。

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】12月10日(火 )、1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】12月11日(水)、1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】1月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
● 城東ふれあいサロン【日時】12月19日(木)、1月16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】12 月23日(月)、1月27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）、1月9日（月）＊毎月第 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】12月23日（月）、1月27日（月）＊毎月第 4月曜 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】12月15日(日)、1月19日（日）10:00 ～12:00 【場所】まるごとカフェ
● 思い出カフェ【日時】12月15日(日)、1月19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】12月15日(日)、1月15日(水) 11:00 ～15:00 【場所】下市イオンスタイル

生活支援・よろず相談

支援センター劇場
ケアマネジャーの選び方

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］あかぎれの予防ってできるの？

介護認定結果が
届いたから
ケアマネジャーを
決めたいんだけど
どうしたらいい？

「70 歳女性からの相談。この季節になると毎年あか
ぎれに悩まされます。ぱっくり指先の皮膚が開いて
痛くて困ります。今年こそはできないように何とかし
たいのですが、何かいい方法はありますか？」

［アドバイス］
水戸市の居宅
介護支援事業所の
リスト一覧表を
参考にしてください

あかぎれは、冷えと乾燥によるものです。歳と共
に、体の中の水分は減っていきます。
乾燥すると、皮膚のバリア機能が衰えてひび割れ
が起こりやすくなります。ひび割れするととっても痛
くて辛いですよね。
予防に一番大事なのは、乾燥を防ぐということです。
水仕事や入浴後などは特に、保湿クリームを塗るよう

お年寄便利帳にも載ってます
あら、ここは
近所だわ

気になる居宅支援事業所
が見つかったら一度問い
合わせてみましょう

にしましょう。保湿クリームを塗るだけではダメな方
は、①水仕事をする時はゴム手袋をする。②外出時
に手袋等で防寒する③入浴時によく温まる。④水に
濡れたらすぐにやさしくふき取る。⑤保湿をしっかり
する。＊洗面所やキッチン等に置いてすぐに使える
ようにしましょう。
保湿剤にもいろんな種類があります。ワセリンは

迷ったり、アドバイ
スを聞きたいときは
高齢者支援センター
にお気軽に相談して
ください

刺激が少なくて使いやすいです。乾燥だけなら尿素
配合のクリームも有効です。
（湿疹や傷があると痛み
やかゆみを伴うことがあるので注意）自分に合った
物を探してみましょう！
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

