水戸市東部高齢者支援センター

だより

水戸市東部高齢者支援センタースタッフ

私たちが相談をお受けします♪
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回覧

東部高齢者支援センターでは、歩いて集まれる場所にサロンを作りたいと思っていま
す。介護予防の運動が出来たり、認知症の事や介護の事、健康管理の事など、定期的
に集まってお話しが出来る場が欲しいと思っています。ぜひ、うちの町内でも行いたい！
我が家を使っても良いよ！ 私達の思いに共感して頂ける方、連絡お待ちしています。
10月から、新たな社会資源、
「とくし丸」が、若宮地区・城東地区・元吉田地区を廻
ることになりました。食料品（セイブ）の移動販売車です。週に2 回定期的に
自宅に来てくれます（申し込みが必要となります）。
「買い物難民を救え」
「見守
り」の役目を担ってくれています。

センター長

塙 のぞみ
活動報告

城東ふれあいサロン
日時：平成 30 年 8月16日( 火 ) 13:30 ～15:30
場所：城東小学校

また、移動販売「とくし丸」が10月初旬から城東
地区へも範囲が拡大するとのことで担当者からのお

城東地区社協の皆様が開催しているサロンにお邪

話がありました。買い物に行けなくても、自分の目で

魔してきました。今回は参加者が少な目との事です

商品を選びたい。そんな希望をかなえてくれます。ぜ

が、参加者の方より「サロンに来るのが元気の秘訣

ひ活用して下さいね。

だよ」と。その言葉通り、歌あり、笑いあり、勉強会？
ありの楽しい時間を過ごしてきました。

お問い合わせは東部高齢者支援センターでも受け
付けております。

活動報告

こなんサロン ユーアイの家見学会
日時：平成 30 年 8月3日( 金 ) 10:30 ～11:30

100 歳になる入居

場所：ユーアイの家

者様とお会いして、

特別養護老人ホームユーアイの家に、こなんサロン

「自分も元気でいな

の皆さんが見学にいらっしゃいました。入居している

くちゃ！ 負けてら

方とお話しをしたり、ユーアイの家でどんな生活をして

れないね！」等感想

いるのかDVDで見ていただいたりしました。もうすぐ

をいただきました。

認知症サポーター養成講座

活動報告

日時：平成 30 年 7月28日(土) 10:00 ～12:00
場所：城東市民センター
年 4回各市民センターを周り、認知症サポーター養
成講座を行っています。これまでの延べ参加人数は
398 名となりました！ 認知症についての正しい知識や

人やその家族を気にかけてくれたり、ちょっと支えてく

理解を持った方が増えることで、当たり前に認知症の

れたりする地域になっていくのではないかと思います。

見える事例検討会

ネットワーク

日時：平成 30 年 8月1日（水) 10:00 ～12:00
場所：ユーアイの家 相談室 │ 参加者：32 名
テーマ：本人の意向が聞けないケース

第 36 回 サポーター会議

ネットワーク

日時：平成 30 年 8月10日（金）

現在の
ー数
サポータ

15:00 ～16:30

！
152 名

会場：上大野市民センター

87 歳・ 要

認知症 789、家族支援編ということ

介 護3の 在

で、今回も４コマ漫画で認知症のある

宅 生 活を 続

あるエピソードへの対応の仕方を考え

けるAさんは

ていきました。グループワークで皆さんと一緒に考え

約7か 所 の

ていくのですが、最後の発表の時に『劇団森のくまさ

事 業 所の介

ん』と称し、4コマ漫画をリアルに演技で再現してく

護サービスを365日利用していて、ケアプランは家

れたグループがありました！ サポーター会議はざっく

族の意向で決められています。担当ケアマネージャー

ばらんに意見交換する場になっています。参加してみ

はご本人と会って、直接お話を聞きたいと希望しまし

たい！ という方は東部高齢者支援センターまでご連

たが、ご家族からストップがかかりました。Aさんの

絡下さい。

ためのケアプランですから、Aさんに会わないといけ
ない状況ですが、家族にもそれなりの理由が隠れて
いそうです。それぞれの家庭にそれぞれの事情、介
護保険を利用する上での法令遵守。それでもケアマ
ネは立ちどまっていられません。アクションプランと
してデイサービスの機会を使ってみようとの提案があ
りました。まずは本人を知る機会を持とう、と支援
チームで協力していくこととなりました。
生活支援・よろず相談

市長申立による成年後見制度利用
Aさん「隣の家のBさんが最近変。1日に何度も目

の事も考えると成年後見制度を利用した方が良いと

の前の道路を行き来して、頻繁に『鍵を無くした』と

思いますが身内がわからないとの事。このような時に

うちに来る。親族の行き来は昔から無いから連絡先

は市長による申し立てが出来ます。このような時にも

もわからない。どうしよう」との相談。

ご一報いただければ、私たちが訪問し、本人の状況

認知症状が出始めているように思えます。何度も

を確認して適切な支援に繋いでいけるようお手伝いい

道路を行き来していれば事故に遭う可能性も高くなり

たします。何か変、その気付きがあった時

ます。適切な受診、介護保険の利用なども検討も必

にはいつでもご連絡をお待ちしております。

要です。認知症状もあるので介護サービスの契約等

社会福祉士

立川 利行

活動報告

第18 回 認知症456（すごろく）隊
日時：平成 30 年 8月19日(日) 10:00 ～12:00

日時：平成 30 年 8月19日(日) 13:30 ～15:30

場所：ユーアイファクトリー 2 階

場所：ユーアイファクトリー 2 階

門職の方、終活セミナーで活用した

は稲刈りも始

くマスター
ごろ
7名！
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今回は4 名の少人数でした。専

ご近 所で

認知症
す

思い出カフェ

活動報告

い方とその目的は様々ですが、すご

まり、暑さが

ろく体験中は、笑いが絶えず、終始

少し和らいだ

和やかに進みました。皆さん、認太郎じいさんになり

日曜日の昼下

きって体験していただき、
「本当に段階がわかりやす

がり。カフェ

い」
「知らなかった社会資源を知ることが出来た」と

には介 護 の
息抜きに参加された息子様やご本人、場を盛り上げ
てくださるご近所さん、認知症介護の専門職ボラン
ティア、孫のような女子大生が花を添えてくれました。
ひ孫のようなちびっこボランティアとセラピー犬のま

気付きを得て下さったようです。
もっと学びたい、もう一度すごろくをやってみたい
と思った時にはまた足を運んでくださいね。何度でも
大歓迎です。

るちゃんも大人気の常連さんです。気軽にのぞいてみ
イーツもあ
いス
る
し

よ！

美味

てください！

地域紹介

東部元気歴史散歩「誰もが習った東部水府流水術」
水府流水術は古く、水戸藩初代藩主頼房に始まっ

昭和17年に「水戸東部水泳場」が誕生しました。太

たとあります。歴代の藩主も力を入れました。水術の

平洋戦争の最中で国民皆泳の呼び掛けで多くの人達

格法の特徴は二重熨斗泳ぎです。六代治保の時代よ

が学びました。その後、昭和 43 年に那珂川の水質汚

り水術を諸武芸一統に加えられました。15 代将軍慶

染のため水泳場は

喜も幼年時代那珂川で水術を習っていて、水府流水

閉鎖され、代わっ

術は斉昭によって弘道館学科の一つとなりました。明

てプールの指導に

治4 年に水戸藩は廃藩となり文武も廃絶となり、一

なり、現在も水府

時中断となってしまいましたが、その後指南免許のあ

流の普及に努めら

る人や関係した多くの人達の努力により再興が図られ、

れています。

の し

イベント案内

おしらせ

● 東部元気ふれあいサロン │ 日時：9月11日(火 )、10月9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：9月12日(水)、10月10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：9月1日(土 )、15日(土 )、10月6日(土 )、20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：9月20日(木)、10月18日(木) ＊毎月第3木曜 13:30 ～15:30 │ 場所：城東小学校
● 認知症456（すごろく）隊 │ 日時：9月16日(日)、10月21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：9月16日(日)、10月21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

「介護保険負担割合証」の自己負担は人に

生活支援・よろず相談

健康アドバイス
［相談］帯状疱疹って

よって異なります。主任ケアマネ 峯島 みどり
ワシの
自己負担は
どうなってるの？

介護サービスを
利用すると
自己負担が
発生するのは
ご存知と
思いますが…

何度もかかるのですか？

「75歳女性からの相談。背中が何かチクチクするな
あと思っていたら、帯状疱疹でした。なかなか治ら
なくて大変でした。またかかってしまうこともあるん
ですか？」

［アドバイス］
自己負担は
原則１割ですが、
収入等により
２割または３割に
なります

皆さん子供の頃に水疱瘡に罹ったと思います。その
原因のウイルスが水疱瘡が治ったあとも神経に潜ん
でいます。
帯状疱疹は加齢や過労などで免疫力が下がると
水痘帯状疱疹ウイルスが増えて感覚神経に沿って皮
膚に帯状に疱疹ができます。強い痛みを伴うことが

ご自分の
「介護保険
負担割合証」で
確認しましょう

多く、3 ～ 4 週間続くと言われています。皮膚の発疹
が治った後も数か月から数年にわたって痛みが続く
こともあります。
一度治っても、ストレスや過労が重なり免疫力が
下がると発症しますので、できるだけストレスを溜め
ないようにしたり、疲れたら休むなど、無理をしない
ことが大事です。

介護認定を
受けた方には
介護保険証と
一緒に
発行されて
いますよ

また、50 歳以上の方は帯状疱疹ワクチンを受ける
こともできるようです。一度かかりつけの医師に相
談してみてはどうでしょうか？

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

