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私たちが相談をお受けします♪

月

水戸市東部高齢者支援センタースタッフ

塙のぞみ

五十嵐真弓

須賀川優美

峯島みどり

永堀則雄

暦の上では立冬となり、日に日に寒さが増してきました。インフルエン
ザの予防接種は行いましたか？ 新型コロナウイルスと区別がつきにくくな
りますから、主治医と相談しインフルエンザの予防接種を行ってください。
センター長

塙 のぞみ

知って 得 するホームドクターのお話し
安達耳鼻咽喉科医院について
お聞きしました

安達耳鼻咽喉科医院

安達耳鼻咽喉科医院は、昭和 46 年初代安

ケーション能力を維持し、

達一枝院長が開院。千波町御茶園通りを少し
入った場所に、おしゃれな洋館と素敵な花々に
囲まれた心なごむ佇まいが印象的です。

認知症予防をしていくた
玄関先に咲く素敵な花々

安達忠治院長は、2 代目院長として2000 年
から診療をされています。

めにも、聴力を管理する
のはとても重要。聞こえ

づらくなったと感じたら、早めに補聴器をつけ、
慣れた方が良いということです。

先生は、帝京大学医学部卒業後、同大学耳

超高齢社会の日本で、加齢に伴う難聴は誰

鼻咽喉科にて主に耳科学、聴覚医学を専門に

もが気になることだと思いますが、近隣に耳の

勉強をされてきたそうです。

専門家である先生がいることは、とても心強い

音で入ってくる情報はとても大切。コミュニ

ことです。

安達院長からのワンポイントアドバイス ～「補聴器」について〜
補聴器をつけるタイミングとして、テレビの

下さい。

音量が大きくなった、話かける時に大声になっ

また、耳そうじは、やりすぎてトラブルを起

ている等、周囲の人が気づいたら早めに補聴

こす方が多いです。耳垢は、自然に出てくると

器を検討し始めるのが良いです。

思って触りすぎには、注意しましょう。

使い始めは、何度か調整が必要です。上手
く使えても年に1回は定期的に調整を継続して

安達耳鼻咽喉科医院

安達 忠治

院長

誰でも参加 OK 活動報告

第 40 回

認知症456（すごろく）隊

思い出カフェ

誰でも参加 OK 活動報告

日時：令和 2 年10月18日(日) 10:00 ～12:00

日時：令和 2 年10月18日(日) 13:30 ～15:30

場所：まるごとカフェ

場所：まるごとカフェ

これまで複数回ご参加していただいているベテラ

茨城の栗を使った美味しいモンブランケーキをい

ンすごろくマスターのお二人。456 隊フォローアップ

ただきながら、昭和の女優さんや電車のこと等々、そ

として、すごろくの内容

れぞれの話題で話に花が咲きました。簡単な体操

の振り返りの他、認知

や脳トレもして皆でリフレッシュをしました。介護を

症 789という動画を視

卒 業したご 家 族

聴しながら認知 症 対

（OB・OG）の 方
が引き続きご参加

応について学びました。

開運寺サロン

地域紹介

してくださること
も増えており、温
かな輪 が広がっ

日時：令和 2 年 9月28日( 月) 10:00 ～11:30

ています。

場所：開運寺

誰でも参加 OK 活動報告

千波町舟付にある開運寺にご協力いた

下市イオン相談会

だき開催しているサロンです。新型コロナ
ウイルス対策の為、住職の計らいで広い
お堂に集まりました。この日は参加者の
方のAIロボット「コタロウくん」が登場！

日時：令和 2 年10月15日(木) 11:00 ～15:00
手作り
コースター

コタロウくんの号令の元、ラジオ体操をしたりクイズ
をしたり、大いに盛り上がりました。コースター作成
もしてお土産に持ち帰りました。

ちに、さんし
いっ

場所：イオンスタイル下市店
毎月15日に下 市イオン
相談会を開催しています。
この日はアイセイ薬局さん
のご協力で血流測定の機
械を設置しました。お薬手帳やお薬を持参されて薬
剤師さんにご相談されている方もいました。
相談したいことがあるけど支援センターまで行くの
はどうしようかなと躊躇される方も、お気軽にお越し
ください。

AI ロボット「コタロウくん」

地域紹介

東部元気歴史散歩「那珂川貨物駅と日清製粉」
水郡線から引込まれた那珂川貨物駅は、杉山川

戦 後の昭和 20

岸にあり明治23 年（1890）11月26日に開設された。

年（1945）に工

大正6 年（1917）に細谷門前の川岸通りに、日清製

場は赤 塚 駅南

粉水戸工場が操業を開始する。原料は県内の小麦

側に移転し、旧

で那珂川上流の物は舟運により川岸に荷揚げされ、

工場跡地周辺

それ以外は貨車輸送だった。昭和 5 年（1930）に火

や鉄 道 跡は馬

災で工場が全焼してしまった。昭和 6 年には再び工

場川の埋め立て

場が新設されその後生産が拡大されたため、昭和

や 那 珂川の 築

11年（1936）杉山川岸の那珂川貨物駅から工場構

堤により、地形が変わり住宅地や住宅地と変わって

内まで線路が延ばされた。その後も工場の設備の

いった。今となっては跡を残す物はほとんど残され

能力が増強され生産が拡大していった。しかし、終

ていない。

水戸一高下の那珂川貨物駅

誰でも参加 OK ネットワーク

第 57 回

見える事例検討会

日時：令和 2 年 10月1日（木) 10:00 ～11:00
場所：まるごとカフェ
タイトル：失語症のAさん
いつの間にか脳梗塞を発症し高次脳機能障害と
重度の言語障害が残り、言葉でのコミュニケーショ
ンができなくなった Aさん 67才男性。急きょ入院し

誰でも参加 OK ネットワーク

第 58 回

サポーター会議

現在の
ー数
ポ
サ ータ

日時：令和 2 年 10月9日（金 )

！

20 0 名

15:00 ～16:30
場所：上大野市民センター ホール
テーマ：人生会議 第 6 回
「ケアマネジャーの人生会議の実践を聞こう」
事例提供者：ケアマネジャー（敬称略）

リハビリをすることに。若干の発語とイエス・ノーで
意思確認できるまでに回復し訪問サービスを利用し
て自宅生活が再開しました。Aさんには隣人・友人・
民生委員の見守りの目があり、何となく意思疎通が図
られているようでした。ケアマネジャーは、言語リハ
ビリの継続を提案しても拒否されてしまい、それでも

伊藤 香織

鈴木 亨

田崎 由紀子 日高 友紀子 鯉渕 望

ツクイサンフォ もみやま居宅介 城南居宅介護 ユーアイケアプ 居宅介護支援
レスト水戸
護支援事業所
支援事業所
ランセンター
事業所みがわ

問いかけながら意思を確認するため、Aさんの答えを

ケアマネジャーは、利用者さんの意向を確認しな

誘導していないか不安になりました。アクションプラ

がらケアプランを作成します。実際にどのような状況

ンは独居で身内のいないAさんの緊急時に備えて担

でどのように意向や意思決定支援をしているのか、日

当者会議を開き、言語能力の改善の可能性を再度検

頃の実践の様子を5 名の方にお話しいただきました。

討することに決まりました。

信条や迷い、支援の実例を通して、あらためて「人生
会議・医療
介護の意思
決定支援」
について考
える時間と
なりました。
生活支援・よろず相談

「夫婦喧嘩は犬も食わぬ」とは言うけれど…
Aさんからの相談。ご近所の○○さん宅から「最

い手を出してしまった。という事例も増えています。

近、頻繁に怒鳴り声が聞こえる、心配だけど声をか

夫婦喧嘩で済めばよいのですが、度が過ぎれば虐待

けづらい」大丈夫だろうか？ と言う相談がありました。

やDVとなってしまいます。

このような場合、なかなか介入が難しいです。本

喧嘩の原因はそれぞれですが、世間体を気にして我

人たちにしてみれば、
「ただの夫婦喧嘩」と言う場合

慢していると事を大きくしてしまいます。そ

が多々あります。最近では二人きりの時間が増え、

うなる前に支援センターに相談しましょう。

閉そく感が強まり、ちょっとした物言いや態度で、つ

おしらせ

社会福祉士

永堀 則雄

誰でも参加 OK イベント案内

● 認知症456（すごろく）隊【日時】11月15日（日）、12月20日（日）10:00 ～11:30【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】11月15日(日)、12月20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】11月15日(日)、12月15日( 火 ) 11:00 ～15:00【場所】下市イオンスタイル
● 開運寺サロン【日時】11月16日(月)、12 月28日（月）10:00 ～11:30 【場所】千波舟付 開運寺
＊開催行事は、新型コロナウイルス感染症の為、中止となる可能性があります。各担当者にお問い合わせください。

支援センター劇場

生活支援・よろず相談

こちら高齢者（65 歳以上）の方の相談窓口です
Vol.1～認知症編～ 主任介護支援専門員 峯島 みどり
もしもし、どこに相談し
たらよいかわからないの
で電話しました

歳になる
母親のもの
忘れのこと
なんです
81

郵便物をしまい込んで
し ま っ た り、 昨 日 の こ
とも忘れてしまうんで
す。 ど う し た ら い い で
しょうか？

今日は
何日かね…

支援センターでは、困り
ごとや、生活の様子をお
聞きして、医療機関や介
護保険につなげるお手伝
いをしています
アドバイスのおかげで病
院受診と、これからの生
活について考えることが
できました。相談してよ
かった！

歳以上の高齢者や、そ
のご家族の方は困ったら
お気軽に相談下さい
65

健康アドバイス

生活支援・よろず相談

［相談］インフルエンザ予防接種

いつ頃受ける？

「80 歳女性からの相談。毎年11月下旬頃に、インフ
ルエンザの予防接種をしています。今年は早めの接
種をすすめられました。早すぎて流行時に効き目が
なくなることはないのでしょうか？」

［アドバイス］
新型コロナに加え、インフルエンザ流行の季節が
やってきました。今年の冬は、新型コロナとインフル
エンザの同時流行や今以上に医療機関がひっ迫す
る可能性もあります。
インフルエンザワクチンも過去 5 年間で最も多い
6,300万人分が供給される見込みです。高齢者や
持病のある方は、重症化することもあり、優先的にイ
ンフルエンザワクチン接種がすすめられています。
ワクチン接種は流行前の接種が有効です。接種
後 2 週間ぐらいから効力が現れ、約 5ヶ月は持続し
ます。インフルエンザは例年12 月～3月にかけて流
行しますので、10月以降の接種で、流行期は効力を
発揮します。相談者の方も早めに接種をされた方が
良いでしょう。
コロナ禍のインフルエンザの季節、まずはどちら
の予防にも有効な「手洗い」
「咳エチケット」
「人混み
を避ける」で引き続き予防していきましょう。
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

