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私たちが相談をお受けします♪

月

塙のぞみ

日高友紀子

須賀川優美

立川利行

回覧

峯島みどり

寒さも増し、インフルエンザが流行ってきています。外出の際はマスクをする。
帰宅後は、手洗い・うがいをして予防してください。乾燥もしていますので、
加湿器を使ったり、タオルを濡らして部屋に掛けておくのも有効です。
センター長

塙 のぞみ
活動報告

千波ふれあいサロン 初詣
日時：平成 31年1月9日(水) 10:00 ～11:30
場所：蔀会長宅
年初めにサロンメンバーで大洗磯前神社まで初詣
に行って来ました。
「普段なかなか大洗まで行けない
ので参加できてよかった！」と感想の声がありました。

城東お話し会「みんなで支える高齢時代」

活動報告

「水戸市社会福祉協議会城東支部 福祉講演会」

「住み慣れた自宅で暮らしたい」をテーマに劇も行

日時：平成 31年1月19日(土) 10:00 ～12:00

われました。地域包括ケアシステムとはたとえ誰かの

場所：城東市民センター

助けが必要になっても住み慣れた場所で安心して生

協力：水戸在宅ケアネットワーク

活が継続できることであると学びました。

活動報告

イオン介護相談会
日時：平成 31年1月15日( 火 ) 11:00 ～15:00
場所：イオンスタイル水戸下市
介護相談と、血圧測定、シルバーリハビリ体操も
実施しています。買い物ついでに気軽に相談できた
よ、ちょっとおしゃべりできて気分転換になったわ、
と喜んでいただきました。

認知症456（すごろく）隊

折り込みチラシに広告が
載ってます

活動報告

活動報告

思い出カフェ

日時：平成 31年1月20日(日) 10:00 ～12:00

日時：平成 31年1月20日(日) 13:30 ～15:30

場所：ユーアイファクトリー

場所：ユーアイファクトリー

牛久市や笠間市からもお 越しいただきました。

ご家族の方によるマジックショーや参加者の方の

「ずっと参加したかったので今回参加できてよかった」

誕生日のお祝いを行ってたくさん笑い盛り上がりまし

「持ち帰ってやってみたい」と感想をいただきました。

た。カワイイ赤ちゃんのご参加もありました。

虐待について
Aさん「怒鳴ったり、無視したりするのも虐待と聞
いて、自分もしているかもって心配になった」との事。

生活支援・よろず相談

今回、水戸市では「高齢 者虐待
をなくすために」という冊子を作

虐待は大きく分類すると5つに分けられます。
「身

成しています。地域での気づき

体的虐待」
「ネグレクト」
「心理的虐待」
「性的虐待」

のチェックリストも載っています。

「経済的虐待」です。自分では一所懸命に介護してい

ほしい方は高齢者支援センター

るつもりでも、ついつい怒鳴る、無視する、部屋から

までご連絡ください。虐待についての正しい

出られないようにする等をしてしまう事も…。

知識や対応で、誰もが安心して過ごせる街に

虐待については早期発見、早期対応が重要です。

していきましょう。

社会福祉士

立川 利行

ネットワーク

見える事例検討会・サポーター会議 合同企画

現在の
ー数
ポ
サ ータ

日時：平成 31年1月11日（月) 14:00 ～16:00

！
152 名

場所：上大野市民センター ホール
年末から新年かけて一年を振り返る時期に合わせ
て総まとめを行いました。
ケアマネジャーをはじめ
とする多職種連携と、医療、
地域との顔の見える関係づ
くりと支援者のスキルアッ
プを目指して活動してきま
した。
今年も、見え検は毎月
初め、サポーター会議は毎
月10日頃に開催予定です。
ぜひ一度のぞいてみてくだ
さい。

地域紹介

東部元気歴史散歩「常磐線の開通によって下市は」
常磐線はもと日本鉄道株式会社により、常磐炭

れた形となり、線路以北一帯が俗にお屋敷町と呼ば

鉱の石炭を東京方面に運送する鉄道として計画され、

れるようになりました。やがて列車の本数が増加す

日本鉄道海岸線とよばれた

るようになると、下市低 地

が、明治 31年、上野、青森

を走る機関車からの煙害が

間の直通列車が運転される

ひどくなっていきました。と

と、39 年 に 鉄 道 国 有 法 が

りわけ線路より南側と上市

施行され、常磐線と呼ばれ

地区で分離された形となり、

るようになりました。ただ下

踏切という障害によって、水

市を走る鉄道は荒神町と桜

戸で商業がもっとも栄えた、

川の間を東西に貫通し、商

本町道りの商店街の人達が

人町と旧士族町とに両分さ

頭を悩ます事となりました。
昭和 30 年当時、水戸駅近くを走る貨物 D51

イベント案内

おしらせ

● 東部元気ふれあいサロン │ 日時：2月12日(火 )、3月12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：2月13日(水)、3月13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2日(土)、3月16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：2月21日(木)、3月21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：2 月26日(火 )、3月26日（火）10:00 ～12:00 │ 場所：千波町開運寺
● 認知症456（すごろく）隊 │ 日時：3月17日(日) 10:00 ～12:00 ＊2月はお休みです
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：2月17日(日)、3月17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）

支援センター劇場

生活支援・よろず相談

イオンスタイル水戸下市店・毎月15日「なんで
も介護相談会」

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］インフルエンザになったら

お父さんの
介護のこと
支援センターまで
行くのは大変だわ

そうだな。
気軽に相談
できないかな

どうしたらいいの？

「78 歳男性の家族からの相談。この前父親がインフ
ルエンザに罹り、どう看病していいかわからず慌てて
しまいました。看病のポイントがあれば教えて下さい」

［アドバイス］
えっ？
介護の相談会を
やってるの？

あなた、
イオンのチラシ
見たら相談会の
案内があるわよ

インフルエンザに罹ると家族にもうつる可能性がある
ので看病するのも慎重になるし、突然の発熱などで
本人は辛いし家族も心配ですね。看病のポイントは、
本人の症状を和らげるような手当をすることと、看病
する側も予防をしっかりすることです。インフルエン
ザは手についたウイルスが口に入ったり、空気中に漂
うウイルスを吸い込んだりして体の中に入ります。そし
お買い物
のついで
に相談で
きていいわね

ちょっと
寄ってみよう

て、免疫が落ちているとウイルスが増殖して症状が出
ます。
【看病のポイント→】①発熱がある時は悪寒が
あれば温める。悪寒がなければ冷やす。 ②発熱があ
る時はなかなか食事もとれないので、消化の良い物や
カロリーの高い飲み物等を少量づつ食べてもらい、水
分補給もしっかりと。 ③罹ってしまった人と接触しな
いようにする。接触する時はお互いにマスクをし、必

イオンスタイル
水戸下市店で
毎月 日は
相談会を
開催しています。
血圧測定や
体操タイムも
あります。
気軽にお立ち寄り
ください
15

ず手洗いうがいをする。熱が下がった後もウイルスは
生きているので5日間は要注意。④部屋の換気をする。
空気の入れ替えをすることで部屋に溜まったウイルス
を外に出すことはとても重要。 ⑤看病する側もしっか
り栄養・休養を取るようにする。などです。
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

