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私たちが相談をお受けします♪

月

塙のぞみ

五十嵐真弓

須賀川優美

峯島みどり

永堀則雄

寒さの中にも早春の息吹が感じられる頃になりました。まだまだインフル
エンザが流行っています。油断せず、外出時は『マスク』、帰宅時は、
『手
洗い・うがい』が大切です。東部高齢者支援センターに新しいスタッフが
入ってきました。五十嵐真弓さん保健師です。色々な機会に顔出しします。
宜しくお願い致します。

第 52 回

センター長

見える事例検討会・サポーター会議 合同企画

日時：令和 2 年 1月10日（金 )
14:00 ～16:00
場所：上大野市民センター ホール

塙 のぞみ
誰でも参加 OK ネットワーク

現在の
ー数
サポータ

！
165 名

参加者：47名
毎年1月は一年間の活動を振り返る会で
す。事例を通して見えてきた地域課題を解
決するために、サポーター会議では、さま
ざまな研修や会議を開催してきました。
これからも自分たちの住む身近な地域のことを考
える場として、
「見え検」や「サポーター会議」へのご
参加お待ちしています。

第 34 回

認知症456（すごろく）隊

日時：令和 2 年1月19日(日) 10:00 ～12:00
場所：まるごとカフェ
今回はスポーツクラブのスタッフ、地域活動をされ
ている元民生員様などが参加されました。
「近所でも
独り暮らしや、老夫婦世帯が増えてきた」
「いまだに
身内の認知症を公表したがらない家もある」
「近所付
き合いが薄くなっている」
「ちょっとした気づきが大事
になってくる」など認知症の周知活動の大切さなどが
話題になりました。

誰でも参加 OK 活動報告

誰でも参加 OK 活動報告

思い出カフェ
日時：令和 2 年1月19日(日) 13:30 ～15:30
場所：まるごとカフェ
今年最初の思い出カフェは「あけましておめでとう」
の挨拶で始まりました。
お誕生日の方のお祝いをしたり、昔話
を楽しんだりして盛り上がり、恒例と
なったミニ勉強コーナーでは水戸市
でも問題になっている詐欺被害につ
いて学びました。

お
いし
よ！
いケーキもある
地域紹介

福祉講演会『終活と家族の未来のために』

日時：令和 2 年 1月18日（土 ) 10:00 ～11:45
場所：城東市民センター
講師：山野 克己（税理士・水戸市青色申告会常任理事）
主催：社会福祉協議会城東支部
参加者は100 名超え！ エンディングノートを使い、
相続の事や遺言書の事で「相続」が「争族」にならな
いように、ユーモアあふれ、笑いがいっぱいの大盛
況の講演会でした。
地域紹介

柳橋整形健康講座「便秘のしくみ＆ガンコな便秘をどうにかしたい！
！」
日時：令和元年 12 月27日（金 ) 11:00 ～11:30
場所：柳橋整形外科医院
柳橋整形外科医院では定期的に、生活していく上
で大切な健康に関する講座を実施しています。
講師は、日本赤十字病院の皮膚・排泄ケア認定看
護師の金成尚子先生。柳橋俊秀先生の脳トレもあり、
笑いにつつまれ、和やかな雰囲気で行われました。

生活支援・よろず相談

この後のこと…どうしよう
Tさん（70 歳男性）から「今は一人暮らしをできて

に自分の情報をまとめて整理することをお勧めします。

いるけれど、持病もあり、今後のことが心配。市内に

Tさんの場合は市内に親族もいるとのこと。必要

妹や甥などいるけれど迷惑はかけたくないと思ってい

なことを整理した上で頼めることがあるかもしれない

る。何を準備したらいいでしょう」
と相談がありました。

ので、話し合える機会も持てるといいですね。

自分が元気なうちに、信頼する人に必要な部分を

エンディングノートの記入方法などお気軽

サポートしてもらえるよう取り決めをしておく任意後見
という方法がありますが、まずは「エンディングノート」

にご相談下さい。
社会福祉士

須賀川 優美

活動報告

認知症456（すごろく）体験会
日時：令和 2 年1月20日( 月) 13:30 ～

「予備知識として勉強になった」
「やっぱり最後まで慣

場所：城東市民センター

れ親しんだ地域に住みたい」
「何事も一人で悩まず相

城東女性学級で認知症すごろく体験会を行い、31

談する事が大事」などの感想が出ました。短い時間で

名の方が参加されました。みなさん元気に楽しみな

したが、すごろくを通して認知症を体験できたかなと

がら体験され、
「運動や脳トレで頭も体も温まった」

思います。

地域紹介

東部元気歴史散歩「下市柳町にあった武熊城」
現在の竹隈市民センターの所に「武

水戸の近郊に居館を築いて土着してい

熊城跡」の碑が設置されている。この

たので、城下町の形成発展は見られな

地東西500ｍ南北440ｍに城が存在し

かった。しかし江戸氏は一族や家臣、有

ていた。当時、江戸氏は、江戸郷（現在

力武将を回りに配置するなどして、水戸

の那珂市下江戸）の地を与えられ、江

城の護りを固めた。その一つが武熊城

戸氏の祖となり、その後、通景の時代河

である。通房が入城して7代 160 数年

和田城主になり15世紀前半通房の時に

江戸氏が続き、戦国時代の末期、佐竹

水戸城主となった。その時、弟の通常

氏の猛攻をうけ水戸城支配が終り、武

が武熊城主となる。この時代に「水戸」

熊城は佐竹氏の短い支配の時代を経て

という地名があらわれてきた。家臣達は

おしらせ

竹隈市民センターに設置されて
いる碑

廃城となった。

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】2月11日(火 )、3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】2月12日(水)、3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7日(土)、3月21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20日(木)、3月19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17日(月)、3月23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）＊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】2月17日（月）、3月23日（月）＊毎月第4月曜（2月は第3月曜日）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】2月16日(日)、3月15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】2月16日(日)、3月15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】2月15日(土 )、3月15日(日) 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

介護保険のサービス「施設サービス①」
主任ケアマネ 峯島

妻8

2歳

老老介護で
頑張ってきた東部さん。
そろそろ施設を考えては
と言われました。

どんな
ところが
あるので
しょうか？

東部さん
88 歳

介護施設には介護老人
福祉施設（特別養護老
人ホーム）と老人保健
施設やグループホーム
などがあります

健施
特養・老

みどり

設

ホーム
グループ

「老人保健施設」はリハ
ビリテーションを行い、
在宅復帰を目指します

それぞれに特色
があり、利用目的
が異なるんです

「介護老人福祉施設」は
主に要 介 護 3 ～ 5 の 認
定をされている常時 介
護が必要な方

その人の状態や家族の
状況を考慮して検討し
ます。
担当のケアマネジャー
や支援センターにご相
談ください

「グループホーム」は認知症の方
の集団生活型介護になります

健康アドバイス

生活支援・よろず相談

［相談］下痢の時は

下痢止めを飲めばいいの？

「82 歳男性からの相談。普段、便秘や下痢はしない
のですが、先日急にお腹が痛くなり下痢をしました。
幸い1回出ただけで落ち着いたのですが、続くような
時は下痢止めを飲んだほうがいいのでしょうか？」

［アドバイス］
この季節、ノロウイルスに感染し嘔吐や下痢の症
状が出る方がいますよね。まずはウイルスに感染し
ないように予防すること（手洗い・うがい等）が大
事ですが、もし罹ってしまった場合の対応をお伝え
します。
下痢するということは、お腹の中に入ってきた悪い
物（ウイルス等）をいち早く外に出すための現象です。
なので、基本的に下痢は止めずに出してしまったほう
が良いのです。
適度に水分摂取をしたり、お腹を温めたり、消化
の良い物を食べるようにしましょう。
しかし、繰り返し下痢が 続いたり、出血を伴っ
たりした場合は治療が必要になるので受診を勧め
ます。特にお年寄りは体内の水分量が少ないため、
容易に脱水に傾いてしまうので、ためらわず受診し
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

