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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。
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皆さんご存知のクリスマス定番の歌

「赤鼻のトナカイ」。このクリスマスソン

グは、ある家族への愛がきっかけとな

り生まれた物語「真っ赤なお鼻のルド

ルフ」が題材となって作られたのはご

存知でしょうか。今回はクリスマスシー

ズンにぴったりの素敵なエピソードを

ご紹介させていただきます。

真っ赤なお鼻のトナカイの物語は一人の少女の質問から

生まれます。シカゴに住むロバートは妻のエヴリン、娘の

バーバラと慎ましい生活をしていました。しかしある日、妻

のエヴリンが病に倒れてしまいます。ロバートの収入は十

分なものでなく、そこから治療費や薬代に消え、生活はか

なり困窮していました。そんな時、バーバラがロバートにこ

う尋ねます。「どうして私のママは、みんなと違うの？」ロバ

ートは幼い頃、体が小さくいじめられ、貧しくて進学もでき

ず、現在も満足な収入がなく、治療費や薬代で借金だら

け。そんなロバートは娘にどう答えていいかわかりません

でした。でもなんとか娘を喜ばせたい、安心させたいとの

思いから、ある物語を即興で語り始めます。

真っ赤なお鼻のトナカイの誕生

ロバートは娘に語りはじめます。生まれつき真っ赤な鼻を

していたトナカイ、ルドルフは、その赤い鼻のせいでいつも

みんなに馬鹿にされ、悲しくて辛い日々を送っていました。

ところがあるクリスマス・イブのこと、８頭のトナカイがサン

タクロースを乗せて出発しようとしたところ、突然深い霧が

立ち込めてきました。「こんなに暗くては煙突を探すことも

できない……」サンタクロースは暗闇の中で出発すること

もできず、困り果ててしまいます。その時、８頭のトナカイを

一目見ようと集まっていたギャラリーが、なにやら騒いでい

るのに気付きます。注目の的は、ギャラリーの中に居たル

ドルフ。その赤い鼻がピカピカ光っていたからです。「これ

だ！」と思ったサンタクロースがルドルフに近づいていくと、

赤鼻を笑われていると思ったルドルフは悲しくて泣いてい

たそうです。そこでサンタはル

ドルフにお願いします。「君は

みんなとは違う。でも、だから

すごいんだ。君のピカピカの

赤鼻はみんなとは違うけれど

暗い夜道を照らすことができる。だから役に立つんだよ！」

その夜、先頭を走るルドルフの活躍によって無事にプレ

ゼントが届けられ、一躍みんなが、一番憧れるトナカイに

なったのです。あんなに嫌だった赤い鼻、コンプレックスで

しかなかった赤い鼻のおかげで、世界中の人気者になっ

たルドルフ。

この年以来９頭でソリをひくよ

うになり、その先頭で世界中に

夢を運ぶお手伝いをしていま

す。ロバートは後にこう語って

います。「自分自身のコンプレッ

クスを赤鼻のルドルフに託して、神様に

創られた生き物はいつかきっと

幸せになることを、幼い娘、病と闘う妻、そして自分自身に

言い聞かせたかった。」

真っ赤なお鼻のトナカイは世界中から愛されるようになる。

娘にせがまれて毎晩この話をするようになったロバート

は、娘へのクリスマスプレゼントとしてお手製の本にまとめ

始めます。プレゼントを買う余裕の無いロバートにとって、

それは娘や妻への心のこもった贈り物でしたが、完成を目

前にして妻がこの世を去ってしまいます。悲しみに打ちの

めされたロバートでしたが、愛する娘を喜ばせるために本

を完成させます。数日後、会社のパーティーでロバートが

「真っ赤なお鼻のルドルフ」を朗読すると、会場から割れん

ばかりの拍手が起こりました。彼の会社（大手デパート）か

ら240万冊もの本が宣伝用として、無料で配られることにな

り、この物語が世界中に広がっていったのです。やがて、

ロバートの義兄弟によって作られた歌が、あのクリスマス

ソングだったのです。

介護のお仕事は、心無い報道の影響などもあり、３Ｋの

代名詞のような捉え方をされたりすることもありますが、人

生でもっとも重要な終末期をいかに心地よく、感動とともに

過ごしていただくかというお手伝いをさせていただく大切な

お仕事です。それは深い霧が立ち込める中、暗闇を照ら

すルドルフの真っ赤なお鼻のような存在だと言えるお仕事

だと思います。

今年も残すところあと10日あまりとなりましたが、ヘルパ

ーの皆様、ご利用者ご家族の皆様、今年一年、大変お世

話になりました。どうか健やかに新年をお迎えください。

「真っ赤なお鼻のルドルフ物語」
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こんにちは。相談員の盛田です！
今回は、有料老人ホームの人員体制についてお話しさせていただきます。

「3：1」でも１つ１つの業務がどのスタッフが行うかによって、手厚い介護を受けられるかが変わると
思います。
また、人員が異なることで料金差の理由となってくることもありますので、施設探しの上でポイントに
してみてはいかがでしょうか。

人員体制＝【３（入居者）：１（介護スタッフ）】の場合
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介護ロボットの開発に希望を！！
三年前になりますが、「政府が安価な新型の介護ロボット普及に乗り出す」という記事を見

ました。要介護者が歩くのを支えたり、高齢者を抱える介護職員の負担を軽くしたりするなど、

機能を絞った１０万円程度のロボットの開発を企業に促していました。さらに、介護保険の対

象を広げ、これらのロボットを、月数百円でレンタル出来るようにするとのことでした。

政府が普及を促すのは、①介護する人が高齢者を抱え上げる時の負担を減らす、②高齢者ら

が自分で歩くのを支える、③排泄時の支え、④認知症の人を見守るシステム等、の４分野の

ロボット。現在は、一部のメーカーが人型ロボットを開発していますが、１台２，０００万円

と高額で普及していません。今後は重点的な補助制度や量産効果によって２０１６（平成２８）年度にも普及型

の介護ロボットが登場すると想定していました。

本年２０１６年度の国際福祉機器展では、普及までは行きませんが、かなり精巧な介護ロボットが開発され、

展示、説明、体験が実施されていました。特に感じたことは、介護者のためのロボットから、要介護者自身の

ためのロボットが多く登場していたことで、要介護者の自立生活に繋がる明るいニュースになります。

今年５月に北海道旅行をした時、人型ロボットがホテルのフロントにて、挨拶を交わし軽い話の受け答えを

していて、来客の人気者でした・・・。 介護支援専門員 森本 順子



アスモ勉強会のご報告

第４回アスモ勉強会

平成28年 11月19日（土）18時より
インフルエンザの予防接種をおこな
い、その後、「認知症ケアは家族支援
から」をテーマに、山田忍先生を講師
に招いて介護のポイントなど事例を
挙げ、分かりやすくお話をしていただ
きました。

本年もありがとうございました。

良い御年をお迎えください。

村岡、橋本、福地、鈴木

インフルエンザとノロウィルスってどんな病気？

Q. どんな治療法があるの？

Q. どんな予防法があるの？

●インフルエンザ
抗インフルエンザウィルス薬（タミフル ・ リレンザなど）によ
り、発熱期間の短縮やウィルス排出量の減少が期待できま
す。ただし、症状が出てから48時間以内に服用を開始する必
要があり、それを過ぎてしまうと充分な効果が期待できないと
されています。
●ノロウィルス
現在のところ治療薬が存在しないため、点滴などの対症治
療法を行いながら、症状が治まるのを待ちます。嘔吐や下痢
を抑える薬の使用はかえって回復を遅らせてしまうこともある
ため、医師が慎重に検討します。

●インフルエンザ
予防接種によって、発症を防いだり重症化を抑えたりす
る効果が期待できます。特に感染者との接触が多い医療
従事者や介護従事者、重症化リスクの高い65歳以上の高
齢者などは摂取が推奨されています。
●ノロウィルス
現在のところワクチンが存在しないため、正しい手洗いの
励行や食品の加熱処理、感染者との濃厚な接触を避ける
といった、基本的な対策を継続することが大切です。
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こんにちは。
福祉用具相談員の
花堂彩です。
今年も福祉用具コラムに
お付き合いくださいまして
ありがとうございました！

皆様、どうぞ
よいお年を
迎えください



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

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。

何をしている団体？
「認知症みんなで考える中野ネットワーク（略称MIKAN）」という会の
活動の１つで、認知症サポーター養成講座を行っています。講義形式
だけでなく寸劇を取り入れていて、とても分かりやすいと評判です。

初めまして。認知症みんなで考える中野ネットワークの事務局です。
今日は、中野の街でうわさの「認サポ劇団」をご紹介します。

「認知症みんなで考える中野ネットワーク（略称MIKAN）」とは

中野区内で認知症支援を行っている家族会や団体どうしがネットワークを組み、情報交換や認知症の理解促進など

への活動を行うことで、認知症の方や介護をしているご家族が安心して暮らせるまちづくりを目指しています。

「認サポ劇団」の特徴は？
最大の特徴は様々な分野からの参加者が劇団員を構成し、新しいネット
ワークを広げ続けているところです。受講される方には認知症の知識だけ
でなく、相談機関とのつながりを作れるように心がけています。アスモの
浅津ケアマネジャーさんも大道具や役者で関わって下さっていますよ。

背景画はアスモ浅津さんの作品

です。車のハンドルなど小道具

もバッチリ!

認知症サポーター養成講座
のお問い合わせ
MIKAN事務局

℡０３－５３５６－５４４７
（しらさぎ桜苑白岩）

Ｑ： 相続税対策の一つとして生前贈与がありますが、贈与税はかかるのでしょうか？

Ａ： 贈与を行うと贈与税がかかる場合があります。

贈与税には基礎控除というものがあります。基礎控除とは、一年間（1月1日から12月31日）贈与を受けた金額が

基礎控除として定められた金額以内であれば、贈与税はかからないというものです。

贈与税の基礎控除は110万円です。例えば、200万円の贈与を受けた場合、110万円分は非課税なので、残り90

万円に対して贈与税が発生します。贈与税の申告は翌年の春に確定申告を行い納税します。

贈与税には相続時精算課税制度や教育資金贈与など、一定の条件を満たした贈与であれば、贈与税の軽減を

受けられる特例がいくつもあります。さまざまな特例を使い、効果的に相続税対策を考えて行くことが重要です。

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。
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