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「人に喜ばれる仕事を！」のアスモは、

みなさまとの新たな出会いをお待ちしております。

代表取締役 花堂浩一
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平成２８年６月発行

「社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった」

『社会人として大切なことはみ

んなディズニーランドで教わった』

の著者、香取貴信氏は、高校1年

時に東京ディズニーランドでアル

バイトを始めます。ヤンキー少年

だった香取氏にとって、このアル

バイトが運命的な出会いとなり、今では年に250回、講演

やセミナーを勤める人気講師として活躍しています。

そんな彼のエピソードをご紹介致します。彼は16歳でデ

ィズニーランドに入社すると、ヤンキー上がりの彼を厳しく

指導する上司の町丸氏と出会います。入社2年を過ぎた

頃、町丸氏に呼び出され、こう言われます。「小さい頃に親

父さんを亡くし、女手一つでお前を育ててくれたお袋さんを

母の日にディズニーランドに招待してやれ。俺のところに

もちゃんとあいさつに来い」。当時18歳の香取氏は、それ

だけは勘弁してくださいと懇願するも受け入れられず、母

親と一緒にディズニーランドに行くことになりました。

生まれて初めて母親をバイクに乗せてディ

ズニーランドに行きます。町丸氏にあいさつ

に行くと、「香取君のお母さんですか！ どう

したんですか今日は」「もしかして今日は母の

日だから香取君がお母さんを連れてきたんで

すか。いやぁ、親孝行ですね」と。「私たちも

香取君にはさんざんお世話になっていまして・・・」とニコニ

コしながら、町丸氏と母親は盛り上がっていました。そして

「パレードや花火を見る位置はここがいい」とか風向き風

速まで細かく書き込まれた地図を用意していたのです。あ

いさつを済ませてすぐに帰ろうと思っていたのですが、「お

まえ、分かってるだろうな。必ず最後まで案内しろよ。でな

きゃクビだぞ」と、結局閉園までいることに・・・。シンデレラ

城をバックに母親と2人で写真も撮ってもらいます。閉園後

またバイクに母親を乗せて帰るのですが、信号待ちのとき

に「貴信、ありがとう。母ちゃんな、あんたがこんなふうにし

て母ちゃんを招待してくれるなんて夢にも思わなかった。う

れしかった。本当にありがとうね、ありがとうね」と泣いてい

たそうです。その言葉を聞いて香取氏も泣きそうになり、

「うるせえ、黙っとけ」と強がるしかなかったようです。

しばらくすると、町丸氏は新潟にあるスキー場の支配

人になります。その引越しの荷物の片付けを手伝うため

に、3人の後輩を連れて新潟の町丸氏の自宅に行くと、

「香取にはちょっと違うことを頼みたい」と別室に連れて

行かれます。目の前にダンボールが置かれ、開けると手

紙の山でした。「俺な、ディズニーランドに勤めだしてから

今までいろんな人から手紙をもらったんだ。なかなか捨

てられないから、読みたくなったときにすぐ読めるよう、消

印を見て年ごとに並べて欲しいんだ」と言われます。その

一枚目の手紙に書かれた「町丸義之様」という宛名の字

に見覚えがありました。消印は「1987年」ちょうど香取氏

がディズニーランドに入社した年の手紙でした。「いい機

会だから読んでみろ」と言われ、母親が出した手紙を初

めて読むことになります。

「はじめまして、香取貴信の母親です。いつも貴信がお

世話になっております。・・・うちの子はすごくボンクラです

けど、根はいい子なんです」手紙は続きます。「貴信がデ

ィズニーランドでアルバイトを始めてから、『町丸さんが、

町丸さんが』とあなたの名前ばかり言うんです。『こんな

ことがあって町丸さんにさんざん怒られた』とか『いつか

ぶん殴ってやる』とか文句も多いですが、今まで自分の

ことを話す子ではなかったから、きっとあなたにすごく影

響を受けているのだと思います。親がこんなことを書くの

はおかしいかもしれませんが、あなたと一緒にいたらあ

の子は変われる気がします。だからどうか見捨てずに指

導してやってください」と切々と書いてありました。読んで

いるうちにポロポロ泣けてきて、泣きながら全部読み終

えたそうです。振り返ると町丸氏も大泣きしていました。

「知らないところでお前のお袋は俺にこんな手紙をくれて

いたんだ。いい機会だから読んでもらおうと思ったんだ。

まだあるぞ」とその後、手紙は20通も出てきたそうです。

この紙面をご覧いただ

いているすべての皆様が

親心というものを意識す

るようになれば、ご家族

の絆がより深まるのでは

ないでしょうか。



0120-5318-77

こんにちは。相談員の盛田です！
今回は、有料老人ホームにはどんな有資格者が働いているのかをお話しさせていただきます。
介護・医療・リハビリの各分野でさまざまな資格がありますので、働くスタッフに焦点をあててみると、
各運営会社の特色が見えてくるので参考にしてみてください。

【介護部門】

■介護福祉士
福祉科のある大学・専門学校卒業あるいは、
3年以上の実務経験での介護唯一の国家資格。

■実務者研修（ヘルパー１級）
230時間の講習を経ての資格。
介護職員初任者研修の1つステップアップした中級者。

■介護職員初任者研修（ヘルパー2級）
130時間の講習を経ての資格。
介護の入門資格となる。

※運営会社によっては、無資格者を雇用して社内研修や現場で介
護の技術を身につけ、後に資格を取得していく教育もおこなっている。

【リハビリテーション部門】

■理学療法士（PT）
身体の基本的な機能回復をサポートする。

■作業療法士（OT）
日常生活を送る上で必要な機能回復をサポートする。

■言語聴覚士（ST）
言語指導・嚥下指導を行い、コミュニケーション向上
をサポートする。

※PT・OT・ST共に
専門学科がある3年以上の
学校を卒業した国家資格

■柔道整復師＆あん摩マッサージ指圧師
関節・筋力等のマッサージや運動を行い、機能回復
をサポートする。
※2つとも専門学科がある3年以上の学校を卒業した
国家資格

【医療部門】

■看護師
ご存知の通り、看護学校を卒業した国家資格。
バイタルチェック・服薬確認など医療面でサポートする。
※施設の種類によっては、看護師の配置が定められている。日勤帯の
時間や夜間の配置、看護師ができる医療行為は運営会社で異なる。

どの有料老人ホームにも重要事項説明書という書類がございます。
その中には、勤務体制や有資格者の人数が種別で表記されています。
見学時に見ることができますので、入居のご参考にされてみるのはいかがでしょうか？

「紫陽花や きのうの誠 きょうの嘘」人の心もこの花の色のよう

に移ろいやすいもの･･･という意味が込められた正岡子規の句です。

梅雨にはアジサイがよく似合います。よく目にするホンアジサイを

はじめ、ガクアジサイ、ヤマアジサイなど、この季節ならではの

風情を感じます･･･。 ＜ホンアジサイ＞

このアジサイ、愛でる以外、効能などないか調べてみたところ･･･

ヤマアジサイの変種で「小甘茶（こあまちゃ）」の葉から作られ

る「甘茶」というお茶があります。甘茶は、その名の通り甘いお

茶で、砂糖の百倍以上の甘みがあるというもので･･･（驚！）

この甘味成分は、胃や腸の機能を改善し、血行をよくする他、抗アレルギー作用も

あることから、鼻づまりの症状にも効果があるとか･･･。またその甘み（カロリー

ゼロ、ノンカフェイン）から、砂糖代わりの甘味などにも使われるそうです。

（甘味料といえばステビアなどが有名ですが･･･）

因みに故事によれば、お釈迦様の産湯に甘茶を注いだとの逸話もあります。

浅津 朗

＜ヤマアジサイ＞＜ガクアジサイ＞



パラマウントベッドの超低床電動ベッドをお届けします！
楽匠feez（らくしょう フィーズシリーズ）

らくらくモーション

連動ボタンで快適な背上
げ機構・らくらくモーション

簡単操作ボタン１つで一番
下まで下がる。15cmから
55cmまで高さ調整が可能。

液晶表示付き手元スイッチ、
暗いところでも見やすく安
心操作。

レンタルの活用

こんにちは、相談員の花堂彩です。

レンタルを利用している場合は、今

使っている商品を新しい機能の加

わったものに借り換えることができま

す。また、付属品のレンタルも利用で

きるので、ときどきチェックして、体に

合った商品にするとよいでしょう！

レンタル価額（利用者負担額）

2モーター 1割 1,100円 3モーター 1割 1,200円

垂直昇降 手元スイッチ液晶表示

☆環境省「熱中症」予防情報

●熱中症を予防するにはどうしたらよいの？

・無理をせず徐々に身体を暑
さに慣れさせましょう
・室内でも温度を測りましょう
・体調の悪いときは特に
注意しましょう。

●熱中症の種類
・熱失神 めまい・一時的な失神・顔面蒼白

・熱けいれん 筋肉痛・手足がつる・筋肉がけいれんする

・熱疲労 全身倦怠感・悪心・嘔吐・頭痛・集中力や判断
力の低下

・熱射病 体温が高い・意識障害・呼びかけや刺激への反
応がにぶい・言動が不自然・ふらつく

●起こりやすい時期

８月の日中、最高気温が高くなった日に熱中症の患者数が増加し
ています。また熱帯夜が続くと、夜間も体温が高く維持されてし
まうため、熱中症が起こりやすくなるからです。

①梅雨の晴れ間や、梅雨明けの急に暑くなったとき
６月後半～７月の晴れ間や、梅雨明けの蒸し暑くなった時期にも
熱中症は多く見られます。この時期は身体がまだ暑さに慣れてい
ないため上手に汗をかくことができず、体温をうまく調節できな
いからです。

ご利用者さまの作品

富岡 静子 様

中野区大和町在住
昭和２年生まれ

５６才からボビンレース
を習い初めて３３年目に
なり、作品として、テー
ブルクロスやバック、壁
かざりの他に、自分の洋
服にもレースの飾りを付
けておられます。

現在も月に２回、田町ま
で習いに行かれ、日々新し
い作品に取り組んでおられます。

富岡様、
素敵な作品をありがとうございました。

②真夏の気温が高いとき



ケアプラン作成

福祉用具レンタル・
販 売・住 宅 改 修

訪 問 介 護 たんぽぽ介護
TEL 03-5318-5731
FAX 03-5318-4008

有 料 老 人

ホーム紹介

シニアハウスコム
TEL 03-5318-4017
FAX 03-5318-4008

在宅介護センター・アスモ
TEL  03-5318-4007
FAX  03-5318-4008

在宅介護センター・アスモ
TEL  03-5318-4007
FAX  03-5318-4008

発行所 株式会社アスモ 〒165-0026 東京都中野区新井1丁目26番4号-2F

平成27年1月から、相続税および贈与税のルールが大幅に変わり、課税対象となる方々が増える見込みです。当社にもいくつかお

問合せがあったことで、専門家のご意見をお聞きし共に勉強していきたいと思い、平成27年3月号の紙面より、「くらしと相続の

相談窓口」を運営されている相続法務 成城事務所の門脇紀彦先生に記事連載のお願いをいたしました。

Ｑ：遺言書を遺そうと思うのですが、どのような方法で作成するのですか？

Ａ：遺言書は、大きく２つに分けることができます。

１つは「自筆証書遺言書」です。便箋などにご自身が遺言内容を書き記します。

作成費用は用紙代だけなので安価にできるという利点があります。しかし法律で決められた様式に沿って作成しなければ遺言書

の効力が無効になってしまいますので、あらかじめ下書きを法律の専門家にチェックしてもらうのが望ましいです。また、遺言書と

して各相続手続きを行うためには、家庭裁判所において「検認」という手続きを経なければなりません。

自筆証書遺言書は、文章から日付、ご自身の名前まですべてご自身で自署しなければなりませんので手間がかかります。しかし

それを受け取るご相続人からすると、すべて自筆で書かれた想いを込めた手紙と捉えることもできますね。遺言書と聞くと堅苦し

いイメージもありますが、長年寄り添ったパートナーや大切な家族への感謝の想いを込めた手紙と考えると、肩肘張らず書けるの

ではないでしょうか？当方では、そのような大切な想いをお手紙に

するお手伝いをしております。

ご相続の生前対策についてのお問い合わせはこちらにご連絡

ください。

「アスモさんの紹介で」と言っていただくとご相談は無料になります。

アスモグループと

同じ、中野区新井

に事務所があり、

訪問看護などを行

っている「東京リ

ハビリ訪問看護ス

テーション」に記

事の掲載をお願い

いたしました。

今月は、「東京リ

ハビリの理学療法

士に学ぶ ころば

ない体操」という

テーマで、自宅で

簡単にできる転倒

防止のための体操

を教えていただき

ました。

東京都世田谷区祖師谷3丁目4番7号伊地智ビル１階

「くらしと相続の相談窓口」

相続法務 成城事務所

東京司法書士会世田谷支部 支部長 門脇紀彦

電話０３－５４２９－１０９６


