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回覧

梅雨に入り、水害・土砂災害の危険な時期に入ってきました。
今年は、新型コロナウイルス感染の危険も重なっています。
「自

らの命は自ら守る」の意識をもって、家族で避難の仕方、避難
所への避難・分散避難、
（親戚・知人・ホテル等避難所以外の
場所）を話し合っておきましょう。

センター長

東部元気歴史散歩「水戸に初めて、電灯をつけた
前島平は慶応元年（1865）、渋井町で生まれた。

家は生活が苦しく15歳の時、久慈郡太田町の亀宗
呉服店に奉公に出た。惜しみなく働き当主に認め

られ、20 歳で婿養子となり前島家を継いだ。その
後も一層家業に励み、明治26 年（1893）太田銀行

頭取役を始めとする、幾つもの要職に就いた。新し
い事業をするため専

前島 平」

地域紹介

約は少なかったが、水戸歩兵第二連隊の加入もあり

経営が軌道に乗り、明治 44 年（1911）に日立鉱山
から中里発電所と町屋発電所を買い戻し、中里から
水戸までの送電線を敷設した。この年太田町と現ひ

たちなか市にも電燈が灯った。第一次世界大戦も勃
発し電気の需要が増

加、大 正 8 年（1919）

る。その当時茨城県

賀美、川尻各発電所

には電 燈 がなく、今

を里川沿いに稼働さ

後産業発展のために

せた。発展を続ける

も電気事業に有望性

茨 城 電 機 は 大 正10

を感じた。自然資源

年（1921）笠 間 電 気

の里川を利用した発

を始め数社と合併し、

電であった。明治38

茨城電機株式会社を

年（1905）太 田 町 の

設 立した。 そして電

実業家の人達と会社
の建設工事を始めた。

たいら

電灯がついた、平は43 歳になっていた。当時の契

業の呉服商を閉店す

を設立、中里発電所

塙 のぞみ

気不足を補うため県
明治31年撮影（34 歳）

火力発電所跡に建つ碑

内各所に発電所を建

設したが不足を補え

その頃日立村の日立鉱山が動力源の不足から、前

ず、福島県の郡山電気と合併し茨城の電気王と呼ば

出によって「一時譲渡し後日買戻しに応じる事」の条

本社を東京に移した。住所も東京に移し、昭和 8 年

島の進めている中里発電所を買収したい再三の申し
件を付して、譲ることにした。代わりに水戸市北三
の丸大杉山に火力発電所の建設を着手し、明治 40

年（1907）電燈供給を開始し、県内水戸で初めて

れるようになった。会社を東部電力株式会社と改名、
（1933）68 歳で亡くなった。当時建設した里川の各
発電所は今も稼働している。北見町に立つ「電気事
業創業の地」の碑が当時を偲ばせてくれている。

第 54 回

誰でも参加 OK ネットワーク

サポーター会議「ACP人生会議『市井の医師として』
」

日時：令和 2 年 6月11日（木 ) 15:00 ～16:30

現在の
ー数
サポータ

場所：上大野市民センター ホール
講師：内科石川医院院長

！
165 名

石川 至先生

人生の最終段階における医療とケアについて話し

合う人生会議では医師の存在が欠かせません。往診
をするお父様の背中を追い、ご自身も在宅療養支援

診療所の医師として多くの在宅医療を支える石川先
生に、ACPの歴史や現状、ガイドラインの解釈などと

てもわかりやすく講義していただき、参加した医療・
介護の各専門職の実践にむけた学びを深めることが
できました。

4か月ぶりの開催は新しい生活様式に則り、感染

症予防対策をして行いました。

「地域の安全を守る」──水戸地区防犯協会協議会会長 照山 洋 氏
現在、水戸署管内の防犯ボランティアは、32 分会

910 名で市民が安心して暮らせる街を目指して、パト

ロールを中心に、子供たちを学校と連携した見守り

地域紹介

活動を進め、高齢者に対しニセ電話詐欺被害の撲

滅を図り、侵入窃盗、自動車盗難被害の防止の為、
昼夜活動をしております。

東部地区で犯罪被害の多い地区は、水戸駅南口、

千波、酒門です。夏の時期夜に鍵の掛忘れが多くな
るので注意が必要です。

私達分会は東台管内を会員 37名で、3 台の青色

パトロール車で現在も隈なく巡回しています。

その他に危険個所の点検、のぼり旗、看板設置、

詐欺防止キャンペーンの実施、公園や道路等のク
リーン作戦や、共同募金での街頭活動、交通整理な

ど、地域の安全は自ら守る事をモットーに、今後も
市民の安全を守る手助けになるよう、活動を続けて
まいります。

生活支援・よろず相談

あなたの財産や権利を守ります
Ｑ：
「最近、独り暮らしの叔母が同じ話の電話を何度

力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を

んでいて仕事も忙しく、なかなか行くことが出来ない。

を管理したりして本人の保護を図るものです。詳しく

もかけてくる。認知症かもしれない。私も県外に住

高齢者を狙った詐欺も流行っているようだし心配だ、
何か良い手はないか？」と言う相談がありました。

Ａ：このような時には「成年後見制度」を利用してみ

てはいかがでしょうか。 成年後見制度とは、判断能

後見人等が代理し、必要な契約等を締結したり財産
は「法テラス」
「リーガルサポート」
「ぱあとなあいばら
き」
「社会福祉協議会」
「地域包括支援セン
ター」などにご相談下さい。

社会福祉士

永堀 則雄

ッヒ…
ヒッヒ

『身近な詐欺』

地域紹介

今、あなたの街で起こっている！？
最近は悪質商法のだまし手口も巧妙に

実際にどんな犯罪が起こっているのか

なり、高齢者の被害が急増しています。
千波地域で多発中

高齢者が
狙われた！！
住宅の点検商法

事前に預金額を聞きだし、後

地域の交番でお話を伺って来ました！

急増中

電話でお金の話はNG

「封印します」
に注意！

「お金が戻る」
と言われて

キャッシュカード
すり替え電話詐欺

架空請求詐欺／
還付金等電話詐欺

日空き巣に入る事件や、突然

市 役 所 や 銀 行員を 名 乗り訪

市内全域で利用した覚えのな

クすると言いその間に指輪や

ドを封筒に入れて「封印」し、

求や 還 付 金 に 絡 んだ ATM に

二人組で訪問し電圧をチェッ

現金を持っていく高齢世帯を
狙った事件。

うまい話にご用心

問し、通帳やキャッシュカー

隙を見てすり替えてしまう詐
欺が多発しています。

は
被害
の
回
1
円！
○百万

“無料のお誘い”
危険です

ら高級バックや化粧品を買わ

されてしまう被害がありまし
た。

よる振り込め詐欺が起こって
います。

市内全域で多発中

手口はますます
巧妙に

催眠商法・
SF 商法

友 達 に 誘 わ れて気 がつ いた

い 請 求 書が 突 然 届く架 空 請

振り込め電話詐欺

何はともあれ、
不安になったら
110 番！

息子を名乗り、お金を要求し
てくる。 会社で横 領をしてし
まった 等 支 払い をし な いと

犯罪になってしまうと語られ、
不安をあおられてしまう。

＊これらの犯罪は東部地区で実際に
起こっているものです。

おしらせ

誰でも参加 OK イベント案内

● 開運寺サロン【日時】7月27日(月)、8月24日（月）10:00 ～11:30 【場所】千波町開運寺
● 認知症456（すごろく）隊【日時】7月19日(日)、8月16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】7月19日(日)、8月16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】7月15日(水 )、8月15日(土) 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
運転免許証の「自主返納」

峯島 みどり

主任介護支援専門員

才の父親のことで
相談したいのですが…
83

生活支援・よろず相談

健康アドバイス

［相談］新型コロナウイルスと

熱中症に備える夏

「75歳女性。今年の夏も暑そうです。コロナ対策で
マスクは、着けていますが、汗と息苦しさで本当に

大変です。この夏を乗り切るために、どんなことに
注意が必要なのでしょうか？」

［アドバイス］
高齢者講習を受けて
運転免許証が更新で
きたんですけれど…

暑い中でのマスク着用は、心拍数、呼吸数、体感

認知機能検査
交通ルール
視力検査

温度が上昇するなど身体に負担がかかると言われて
います。喉の渇きも感じづらくなり、熱中症になるリ
スクが高まります。マスク着用時は、喉の渇きがな
くてもこまめに、水分補給を心掛けて下さい。

屋外で人との距離が十分にとれるような場所では

マスクを外して過ごしましょう。

車がふらふら
してあぶなっ
かしい
んだよ

息子

免許証の「自主返納」
について話し合うこと
をおすすめします

となりに同乗して運
転の様子を確認して
はどうでしょうか

危険を感じたら

家族がそろそろ運転を
やめたらと言っている
んです

車庫入れで
キズつけた
ようだよ

孫

また、外出自粛で運動不足の身体は、暑さに対す

る体の準備が万全でなく、水分を蓄える機能のある

筋肉が減り、いつも以上に脱水状態、熱中症にかか
りやすい状態といえます。

暑さを避けて、無理のない範囲での散歩や室内

での軽い運動などで、体力維持を心掛けたいですね。
エアコン利用時は、つけたままで1時間に 5分程

度の換気を習慣づけましょう。

安全運転でね

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

