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回覧

梅の花が咲き観梅の季節になりましたが、まだまだ油断大敵！ 今年は、新
型コロナウイルスが中国から全世界へと感染が広がってゆきました。インフ
ルエンザ、ノロウイルス全て、外出時は「マスク」、帰宅時は「手洗い・うがい」
が基本です。油断せず予防に心掛けてください。 センター長 塙 のぞみ
活動報告

浜田ふれあいサロン

ふれあいサロンこなん

地域紹介

日時：令和 2 年1月27日( 月) 10:00 ～11:30

日時：令和 2 年 2月7日( 金 ) 10:00 ～11:30

場所：竹隈市民センター 会議室 │ 参加者：27名

場所：嶋田章子様宅

テーマ：水戸で生まれたオセロを体験しよう

皆さんご近所から歩いて集まっています。様々な

水戸市文化交流課の職員さんを招いて、オセロの

体操、楽しい脳トレ、歌などで交流をしています。日

歴史や名前の由来などミニ知識とルールを教えていた

本の名湯・秘湯のクイズでは「昔よく旅行をした」
「こ

だき、さっそく対戦開始。奥深いオセロの世界に皆さ

こに行ったことある！」等、大変盛り上がりました。

んすっかり魅せられたようです。お土産に簡易型オセ
ロ盤とバッジをいただき、
「家に帰ってすぐやってみよ
う」
「脳トレになるな」
ととても好評でした。

活動報告

ナルクサロン（ふれあいロード）
活動報告

いきいき“むつみ会”サロン

日時：令和 2 年 2月15日(土) 13:30 ～15:30

日時：令和 2 年 2月15日(土) 10:00 ～11:30
場所：ナルク水戸
参加者同士で特殊詐欺の実例やだまされやすい
診断などで盛り上がり、細心の注意を払い、みんな

場所：千波市民センター
健康ゲームサロンと称し、パッチワーク手芸に麻雀、

で声掛けをする大切さを再認識しました。詐欺実例

合唱の練習ではハーモニカ演奏もあって盛りだくさ

寸劇では、
「へぇ～なるほどねぇ」と感心され、最後

んの内容でした。1年を通して外出行事や食事会など

にみんなでウクレ

さまざまなイベントを楽しんでいるようです。千波の

レ演奏での「もし

皆さん一緒に楽

もし詐欺よ」
（もし

しみませんか？

もしカメよの替え

会員募集中でー

歌 ）の 合 唱で 締

す！

めくくりました。

第 53 回

誰でも参加 OK ネットワーク

サポーター会議

現在の
ー数
サポータ

！
165 名

日時：令和 2 年 2 月10日（月) 15:00 ～16:30

らによって作成さ

場所：上大野市民センター 会議室

れたものです。

講師：野口久美様（中央高齢者支援センター）

ゲームを通し

テーマ：
「もしバナゲームをやってみよう！

て人生の最期を

～ACP 我がごとにして考えてみよう、この後のこと～」

自分事にして捉

ACPとは、アドバンス・ケア・プランニングのことで、
愛称は「人生会議」です。

え、グル ープ で
話し合いました。

最期のときにどうありたいかといった、もしものと

「カードゲーム方式をとることで気持ちが重くならずに

きの話し合いができる「もしバナゲーム」を行いました。

考えることができた」
「サロンでもやってみたい」等の

このゲームは在宅医療や緩和ケア医療に関わる医師

感想を頂きました。

活動報告

出前サロンin下道
日時：令和 2 年1月26日(日)

い、今年の干支のネズミをパンフラワーで作り、コー

10:00 ～11:30

ヒーを飲みながら台風の被害の話や地域の話題満

場所：下道集落センター
自宅でもできるタオル体操、脳トレ、血圧測定を行

思い出カフェ

載のひと時を過ごしました。

誰でも参加 OK 活動報告

誰でも参加 OK 活動報告

第 35回

認知症456（すごろく）隊

日時：令和 2 年 2月16日(日) 13:30 ～15:30

日時：令和 2 年 2月16日(日) 10:00 ～12:00

場所：まるごとカフェ

場所：まるごとカフェ

昔話に花が咲いたり、日々の悩みに向き合ってお

ひたちなか市や、なんと仙台から参加してくださっ

互いの気持ちを鎮めあったり、自分の気持ちを吐き

た方もいました！「自分の為にも地域の為にも推奨し

出したり…。バレンタイン気分であまーいチョコレー

ていきたい」
「地域の方が楽し

トブラウニー

く過ごせることを応援してい

とコーヒーで、

きたい」
と感想を頂きました。

ほっとするよ

認知症や介護のことで分

うなひと時を

からないことがあるときに

過ごしていた

は最寄りの地域包括セン

だきました。

ターに相談できますよ。
生活支援・よろず相談

もしかして…虐待？
Q：
「私たちの前だと明るく、にこやかな奥様が、旦那
様の前だと怯えた表情をしたり、恐ろしがったりする。

すぎて奥様に強い口調になってしまっていたようです。
お二人に介護サービスを勧め、介護負担が軽減

もしかして虐待を受けているのではないか？」という

されると、二人ともにこやかな表情になりました。無

相談がありました。

理をせずさまざまなサービスや制度を利用して、介

A：奥様は最近体調を崩され、要介護状態になって

護するご家族の負担を軽減するようにしま

おり、夫婦二人暮らしで旦那様が一生懸命に身の回

しょう。

りの事をやっていました。まじめな旦那様は頑張り

社会福祉士

永堀 則雄

第 53 回

見える事例検討会

誰でも参加 OK ネットワーク

日時：令和 2 年 2 月3日（月) 14:00 ～16:00

う、②サービス内容の見直し、③ご本人と同居する

場所：まるごと支援センター

弟さんの意向を確認する。の三つを議題とした「Yさ

参加者：43 名

んの楽しみを継続させるためのサービス担当者会議

Yさんは 59 歳の女性。難病を抱え下肢麻痺、精

を開催する」に決まり、ケアマネには、Yさんが病気と

神疾患もあり障害者手帳所持、要介護 4と認定され

うまく付き合いながら豊かな生活を送れるような支援

障害者サービス介護保険サービスを併用して在宅生

にむけてエールが送られました。

活を続けています。友人との外出や楽しみを見つけ
「自分のことは自分で決めたい」と前向きに暮らしてい
ますが、慢性の食道炎による栄養不足が疑われ、褥
瘡も改善されません。
ケアマネをはじめ、支援者が生活・医療面で必要
なアドバイスをしますが聞く耳を持たず、今後どのよう
に声をかけていったらいいのか悩んでいました。
アクションプランは、①本人に病気を理解してもら

東部元気歴史散歩「彫刻家・後藤清一は下市本町生まれ」

地域紹介

後藤は明治26 年（1893）水戸

入学、木彫をはじめる。同 12 年

市本町 3丁目に生まれた。竹隈尋

仏教や哲学の研究をし、奈良に滞

常小学校を卒業するが、一級上に

在、法隆寺で才能を認められ彫刻

同じ彫刻家、木内克がいた。二人

の研究を進め多くの作品を発表し

は子供の頃から親しく、友情は生

受賞も多くあり、巨匠といわれる

涯にわたったという。この二人が

作家の道を進むこととなった。戦

下市生まれは偶然であるが水戸と

後日展が設立されると参事から参

いう風土の中で共通していること

与まで勤めた、そして一連の抽象

もあったという。同 41年、上京して遠縁の牙彫家富

作品を発表した。後藤家の墓地にある五輪塔は清

岡正の所で修業をする。大正4 年東京美術学校に

一本人が作った物だと住職が話してくれた。

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】3月10日(火 )、4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】3月11日(水)、4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】4月4日(土)、4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】3月26日(木)、4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】3月23日(月)、4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】3月26日（木）、4月23日（木）＊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】3月23日（月）、4月27日（月）＊毎月第4月曜（2月は第3月曜日）10:00 ～11:30 【場所】竹隈市民センター
● 認知症456（すごろく）隊【日時】3月15日(日)、4月19日（日）10:00 ～12:00 【場所】まるごとカフェ（東部高齢者支援センター）
● 思い出カフェ【日時】3月15日(日)、4月19日(日) 13:30 ～15:30 【場所】まるごとカフェ（東部高齢者支援センター）
● イオン何でも介護相談会【日時】3月15日(日)、4月15日(水) 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

介護保険のサービス「施設サービス②」
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］物がゆがんで見える病気って何？

歳を取って
きて、独り
暮らしは
不安だな

また高齢
者の事件
が…

「75 歳男性からの相談。最近、タイルの線が曲がっ
てみえたり、景色がぼんやりと見えることがあります。
何か目の病気なのでしょうか？」

［アドバイス］
物が歪んで見える、視界の中央がぼんやり見え
そうだ！
東部高齢者支援センター
に聞いてみよう…
あー、安心して
生活できる施設は
ありますか？

る、色の識別がつきにくいなどの症状の出る病気とし
て、加齢黄斑変性（かれいおうはんへんせい）という
目の病気があります。高齢者に多い病気のひとつで
す。眼の奥には、物を見るために大切な役割をして
いる網膜があり、網膜の中央には黄斑という部分が
あります。そこが加齢によって変化をきたし障害され
るのが加齢黄斑変性です。これまでは、欧米などで
多くみられた病気でしたが、日本でも食生活の欧米

はい！ ケアハウス
有料老人ホームや
サービス付高齢者
向け住宅などが
あります

化や高齢社会に伴い、近年患者数が増加してきてい
ます。男性の患者数が多く、喫煙や紫外線を浴びる
ことで、黄斑の進行が進むと言われています。症状
は、片目だけ出ることが多く、病気が進行しても不自
由を感じず、見つかりにくい事もこの病気の特徴です。
日頃から片目をふさいで、左右それぞれの目の見え

一度見学して
みようかな

施設によって受けられ
るサービスの内容や利
用料の設定もそれぞれ
です。ご自分のライフ
スタイルに合った暮ら
しを考えて選ぶことに
なります

方を確認してみるのも良いでしょう。加齢黄斑変性
には 2 つのタイプがあり、病気の進行度や治療の方
法などが異なります。早めに発見し治療をすること
で予後も良くなります。物の見え方が違うなと感じた
ら、一度眼科への相談をおすすめします。
保健師

五十嵐 真弓

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

