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あいねっと推進チーム

神奈川県に位置する中津川に建設された「宮ケ瀬
ダム」、保土ケ谷にある「西谷浄水場・水道記念館」昨
年、開館 25 周年を終えた港北区にある「横浜ラボー

末吉地区センター体育館で「ボッチャ大会」が
開催されると聞き、「ボッチャ」という言葉を亘に

ル」に行ってきましだ。

はしていても、どのような競技なのかは知らな
かったので、一応カメラを持って見学兼応援

われないため、放流の素晴らしさは見ることが出来ま

(?)に出かけました。

ダムでは 1月から 3月までの期間、観光放流が行
せんでした。「水とエネルギー館」でダムの管理、運用
などの説明を受けました。

体育館には、子供・成人・シニアの方々、関係

西谷浄水場では、どのような浄水処理工程を経て、

者、観戦者が集まっていました。「ボッチャ大会」
開催目的は、5年程前に「世代問交流」が大切と
認識され、子供からシニアまで、一緒に楽しめる
イベントとして始まったものだとかー。各世代3
名が一組となり、赤・青の少し重さのある柔らか

良質な水道水が作られるのかを映像や模擬沈殿実験

いボールを投げ合って得点を競うチーム対抗の
競技でした。ゲームの進行につれ、1点でも多く
得点するべくチーム内で集まってそれぞれ策を
練り、得点する為のボールの投げ方を話し合う

「横浜ラボール」では余暇支援や障害者のりハピリ
スボーツの DVD を観ました。多種にわたる催し物の展

などで説明を受けました。その後、相模湖の原水が民
初に到着する着水井、ろ過池価少と砂利の層を通して
浮遊物を取り除く)、配水池など見学し、最後に出来立
ての./美味しいお水を蛇口より直にいただきました。

示、スボーツ競技、文化活動などに関係者の方々の熱
意と参加者の明るさ、力強さを感じた研修会でした。

等交流が進んでいきました。
観戦していて得点となるボールの位置、ボー
ル問の距離の測り方など、わからない所は、とこ
ろどころあったものの、逆転になりそうなボール
の一投には、ついつい応援の声に"ネツ"が入り
ました!

結果発表の後には、区役所よりワールドカップ
記念の定規、開催者側より優勝賞、参加賞など
が手渡され、おいしい「おにぎり」の昼食に笑顔
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宮ケ象タムへようこそ

がこぽれて終わったボッチャ会でした。(S)

横浜ラホールでDVD鑑賞
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再び「終のf主処」編!

ーあなたは「終の住処」をどことお考えです
か?最後まで自宅に住みつづけたいとお考え
の方も多いのではないでしょうか。私たちがと

りうる選択肢はどのくらいあるのでしょうか。
「終の住処」については、この欄で過去にも取
り上げました。あの時からさらに鶴見区にある
特別養護老人ホームは増えましたが、超高齢社
会で進む高齢者の増加には追いつけず、未だ狭
き門です。前回見逃したという方もいらっしゃ

れるという好循環が生まれたようです。
今ではとても楽しく通っていらっしゃいます。
自宅での暮らしは、比較的元気な方ならひと
り暮らしであっても大丈夫そうですね。認知症
が始まると、少し危なくなります。すると、老人
ホームを探すことになります。次に老人ホーム
、1易,06
を見てみましょう。
0
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お伝えしますー

あります。介護保険制度の下に設置された特別
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るでしょうから、再度取り上げて、最新情報も

2.老人ホーム、その他の入所型施設で暮らす
いわゆる老人ホアムには大きく分けて 2 種類

1.自宅で暮らす
ひとりで暮らせる問は、デイサービスを利用し
たり(自宅でひとりでは危ない入浴もできます。リ
フト付きのお風呂や車椅子で入れるお風呂があ
つたりします)、ヘルパーさんに来てもらったりし
■

ながら、自宅で暮らしつづけることができます。
ほかにも訪問医療(医師がくる)、訪問看護(看護
師かくる)、訪問りハピリ任里学療法士がくる)な
ど、医療面でもサーピスがあります。手すりをつ
けたり、スロープにしたりという住宅改修もでき
ます。ゴミ出しが出来ない高齢者宅には、ゴミを

養護老人ホーム(特養)と、費用はかかるけれど
入所要件のゆるい有料介護付き老人ホームで
す。後者での不祥事や事故、虐待事件などが報
道されていますので、入所に二の足を踏んでい
る方もいらっしゃるのでは。ただ、特養には直ぐ
に入所するのは難しいので、有料老人ホームを
探す方はたくさんいらっしゃいます。
両者の一番大きな相違点は、料金だと思いま
す。特養は介護保険制度内の施設なので原則1
割負担ですが、有料老人ホームは全額自己負
担になります。

取りに来てくれる市のサービスもあります。
また、ひとり暮らしは他人と話す機会が少なく

施設入所はなんといっても安心が得られま
す。見守ってくれる職員がいるのでひとり暮ら

なりますが、デイサービスでは高齢者同士、気の
合う人を見つけておしゃべりを楽しむことができ

しの不安はありません。しかし、プライバシーが
ないのでは?と心配される方もいらっしゃるで
しょう。今新たにつくられている特養はユニット

ます。

私の知人に慢性疾患をもつ86歳のおひとり暮
らしの方がいます。外出できた頃は絵のグループ
や書道グループで楽しまれていましたが、徐々
に外出できなくなってしまい、家に引きこもるよ

型というタイプがほとんどです。個室なん部屋
かの住人で 1ユニットとして暮らします。各居室
から出ると居問のようなスベースが有り、食事
はそこでユニットの仲問とします。ユニット型は

うになりました。みんなでデイサーピスを勧めま
したが、最初はとても嫌がっていました。

従来型に比べ、利用料は高くなります。
要は、自宅で頑張れるところまで暮らし、ひと
りで暮らすのはもう無理かなと思ったら、施設

「あなたにあったところをケアマネジャーに
いくつか探してもらい、お試ししたら」と話したら、

で暮らすのが理想でしょうか。

試した結果、お気に入りがみつかり週2回行き始
めました。そのデイサービスでは希望者はぬり絵
ができるのですが、彼女は絵心があるので水彩
画を描くことになり、作品がみなさんから褒めら

ヘルパー、デイサービス、特養などは介護保
険制度のサービスですから、利用料は原則1割
です(H27年8月から一定額以上の収入がある

人は2割)。制度は細かく決められていて複雑なの
で、ケアマネジャーに相談して下さい。
高齢になった飼い主さんが施設に入所して捨て
られてしまうべットが社会問題になっていますが、
横須賀にべットと一緒に入れる特養があります。こ
こでは、ベットも大好きな飼い主さんと一緒に入所
して、共に暮らせます。利用者さんが先に亡くなっ
た場合は、特養のべットとして、生涯を終えるまで、
みんなのもとで暮らします。ベットは飼い主さんに
とっては大切な家族のようなもの。一緒に入所で
きれぱ、気持ちの安定にも役立つでしょう。
ここでは、エサ代、トイレにかかる費用(ベットシ
ーツや猫砂)、ベットの医療費のみ自己負担だそ
う。世話は職員さんが手伝ってくれるそうです。ベ
ツトと暮らす人にとっては夢のような老人ホーム
ですね。

3.特養の待機問題
都市部の特養はどこも待機者がでています。現
在では、入所要件は要介護3以上で、1や2の人は
特別な条件を満たす必要があります。要介護3と
は、ひとりで移動できない、身支度や掃除に支援
が必要、排池に介助が必要、などです。認知症が
なけれぱ特養にはなかなか入れないという噂も
あります。

待機者となっています。
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ここでもう一度高齢社会のおさらいをしましょ
う。日本は超高齢社会。VVH0の定義で、超高齢社
会は高齢者(65歳以上)が人口の 21%を超えた
状態。日本は 2007年に超高齢社会に突入しまし
た。世界1です。

2017年版の高齢社会白書(内閣府)では、2016
年伯月1日現在の高齢化率は 27.3%。人口 1000
人のうち、65歳以上が273人ということです。こ
れに対して生産人口は60.フ%。どう考えても全員
が年金だけで暮らせるはず無いですよね。それ
で定年後も働いて、とか、女性も働いて、という
ことになりましだ。日本では長いことママは働か
ずに育児に勤しむという価値観で、保育行政が大
変に立ち遅れていましたが、ここへ来て保育所の
増設を始めた背景には、ママにも働いてもらって
税金、年金、介護保険料、健康保険料をたくさん
収めてもらわなくちゃならないという、足元の事
情もあるのでしょう。
私たちの生きる現代日本はこうした現状にあ
ります。できるだけいろいろな情報を得て、賢く
自分らしく老後を暮らせるよう、チャレンジしまし
よつ。

それでも、有料老人ホームに比べて費用が安い
ため、希望が多いのです。
鶴見区の待機者数はH29年10月1日現在382人
で、そのうち要介護3以上が339人、最も介護度
付録

が重い要介護5の方に限定しても85人の方が

上末吉福祉だよりは、今年も、みなさんに役
立つよう、いろいろな情報を提供していきます

、

調査報告します

中

現在鶴見区と周辺区にある特別養護老人ホームは以下のとおり。

【従来型】
やまゆりホーム(福)横浜鶴声会鶴見区獅子ケ谷/新鶴見ホーム(福)横浜市福祉サービス協会鶴見
区江ケ崎町/若竹苑(福)若竹大寿会神奈川区羽沢町/けやき荘(福)孝楽会神奈川区菅田町/港北
みどり園(福)緑峰会港北区新吉田町/ワゲン新横浜(福)ワゲン福祉会港北区大豆戸町/新横浜さ
わやか苑(福)清光会港北区大豆戸町/新横浜パークサイドホーム(福)千里会港北区新横浜

【ユニット型】
しょうじゅの里鶴見(福)兼愛会鶴見区江ケ崎町/新鶴見ホーム新館(福)横浜市福祉サービス協会
鶴見区江ケ崎町/わかたけ鶴見(福)若竹大寿会鶴見区矢向/ニューバード獅子ケ谷(福)近代老人福祉
協会鶴見区獅子ケ谷/羽沢の家(福)さくら会神奈川区羽沢町/福寿園横浜(福)共助会神奈川区菅
田町/菅田心愛の里(福)七葉会神奈川区菅田町/ヴィラ神奈川(福)平成記念会神奈川区菅田町/ニ
ユーバード(福)近代老人福祉協会港北区新羽町/新吉田(福)怡土福祉会港北区新吉田町/ひぱり
福あおぞら福祉会 223‑0056 港北区新吉田町/第 2 新横浜ハークサイドホーム福)千里会港北区
新横兵

平性30年4月1一鶴見区下野谷1 しょうしゅの里鶴見小野がオープン予定
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ぼんぼこりん広場は出産ラッシュ!
ぼんぽこりん広場は年中行事を子どもたちやママたちと楽しんで
います。2月は桃の節句に向けて、折紙でお雛さまを作りました。今年
折紙の指導に当たったのは三ツ池のKさん。事前に一生懸命練習し
て指導にあたってくれました。若いママたちはすぐに覚えて、みんな

'

かわいいお雛さまを作れましたよ。ボランティアのオパアちゃまたち
がチピちゃんのお相手をするので、ママたちは集中して作品を作れ
ます。こんな時問も忙しいママには大切です。

メ寿

為五

そしてぼんぽこりん広場の3月は卒業の季節。0歳から来ていた子
は3年問通ってくれたことになります。お座布団に寝ていた小さな赤
ちゃんたちがすっかり成長して立派なおにいちゃん、おねえちゃんに
なりました。4月から幼稚園児です。
12年目に入ったぼんぽこりんは、毎月1回開催しているので、3月で

倉.

133回目。この問たくさんの子どもたちが卒業していきました。
うれしいことに昨年から出産ラッシユで、第二子が次々に生まれてい
ます。2月も、まだ生後1ケ月の第二子を、検診に合わせて連れてきて
下さったママがいらっしゃいました。みんなで囲んで、「わー、かわい
しU。また、第二子が生まれるかもしれませんね。
10時 12時会場上末吉2丁目会館(生協の後方です)
日程は下記をご覧ください。

折紙でお雛様

3月は卒業の季節,
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うれしさと寂しさと︑
大きくはぱたくことを願って
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4月6日 (金)金曜えがお阜

6月1日 (金)金曜えがお亭

4月16日 (月)ぽんぽこのん広場

6月15日 (金)やよい本

4月20日 (金)やよい会

6月18日 (月)ぽんぽこのん広場

5月11日 (金)金曜えがお亭

7月6日 (金)金曜えがお亭

5月18日

金)やよい会

7月20日

金)やよい会

5月21日 (月)ぼんぽこりん広場

7月23日 (月)ぽんぼこのん広場

5月25日 (金)老人の集い

7月27日 (金)老人の集い

