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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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「世界一やさしい料理店」

６月のある日、都内中央区の一画に

期間限定でお店がオープンしました。

店内には楽しそうに働く高齢の女性ス

タッフと楽しそうに談笑するお客たちで

盛り上がっていたそうです。お店の入

口には何やら、不思議な名前のお店

のたて看板が出ています。その看板にはこのように書か

れています。「注文をまちがえる料理店」。おとぎ話に出て

きそうな名前のレストランですが、いったいどんなお店な

のでしょうか。

普通のレストランとちょっと違う

のは、６人の笑顔の素敵な女性

たち。揃いのエプロンを身にまと

い、注文をとったり配膳したりす

る担当なんですが、ひとつの

「共通点」があります。それは、

認知症を抱えているということ。ですから、注文を聞いても

忘れてしまうかもしれません。「注文をまちがえる料理店」

の名前は、どうやらここから来ているようです。

みなさん現在、認知症の影響でお一人だけで生活する

のは難しく、グループホームやデイサービスなどの福祉

サービスを利用しているとのこと。そんな中の一人の女性

は、以前、学童保育をやっていた経験から子どもたちに

料理を出したりするのは慣れているから、わたしにもでき

るのではないかと注文担当に手をあげたようです。それで

もうまく（注文を）とれるかとか、（料理を）運んでいるうちに

こぼさないかとか・・・。失敗してご迷惑かけないか不安で

いっぱいだったようです。

実行委員を務める、テレビ局ディレクターの小国士朗

さん。いったいどのような経緯でオープンに至ったのか？

４年前、認知症介護のプロのドキュメンタリー番組を作っ

ていたときに経験した、ある「間違え」がきっかけです。

番組の舞台となったグループ

ホームで生活する認知症の方々

は、買い物も料理も掃除も洗濯

も、自分が出来ることはすべて

やります。

彼はロケの合間に、おじいさん、おばあさんの作る料理

を何度かごちそうになっていました。ある日のこと、聞いて

いた献立はハンバーグだったのに、餃子が出てきたことが

ありました。

「あれ？今日はたしかハンバーグでしたよね？」と言いか

けて、喉元までこみ上げましたが、うっと踏みとどまりまし

た。その言葉を発してしまうと、なんだか気持ちが窮屈に

なってしまうんじゃないか、と思ったのです。

同時に、この言葉を突き詰めた先に、誰もがいまよりも

ちょっと呼吸のしやすい世界の姿があるんじゃないかと

思ったそうです。「餃子になっちゃったけど、別にいいよね」

法律や制度を変えることももちろん大切だと思いますが、

私たちがほんのちょっと寛容であることで解決する問題も

たくさんあるんじゃないか。間違えることを受け入れる、間

違えることを一緒に楽しむ。そんな新しい価値観をこの不

思議なレストランから発信したかったと・・・。

私たちはいつからこんなに不寛容になってしまったので

しょうか。窮屈さを感じるのは私だけではないと思います。

認知症の介護、「支える」「支えられる」関係は、ときに不寛

容なものになることがあります。介護される側は「何もでき

ない人」として自由を奪われ、

管理の対象とされる。一方で

介護する側にも、利用者の

家族や行政担当者からの

「事故を起こしてはならない」

というプレッシャーがあり、本

当ならそんなに管理したくなくても、そうせざるを得ない事

情があることも少なくありません。でも、もし「少しくらい、

間違ってもいいじゃん」という寛容さを、わたしたちひとり

一人がほんのちょっとだけ持てたとしたら、そこにワクワク

感が生まれるかもしれません。どんなひとも、いつかは支

えられる側になります。そのときに、少しでも自分自身が

幸せな環境を得られるようにという意味でも、「寛容さ」に

ついて改めて考えてみなければならないと感じました。

次回、９月をめどに１週間程度の期間で本オープンをす

るようです。もし、足を運ばれる機会があったらぜひ、この

「ワクワク感」を、体験してみてください。
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皆さん「タブレット」を知っていますか・・・？ 簡単に言うと手持ち小型パソコンなんです。

ここ２年前から小学生にタブレットを貸し出しする学校が増えているのです。昨日のＴＶワイド番組
では、家庭で２歳児３歳児が玩具として使っている様子が放映されていました。これはディズニー
漫画や動物の動画などを見て楽しむのですが、使っているうち操作を覚えていくので凄いと感じま
した。

私たち高齢者でも、知識・趣味事・懐かしい故郷等々、何でも百科事典より便利に言葉ひとつから
次々に出てくるのです。例えば、観光地の地名を入れるだけで、写真、その土地の名所旧跡から、
名産物、マップを入れれば現在自分の居る所から交通機関乗り継ぎ、車なら道路案内、そして旅
館、ホテルの予約まで出来るのです。海外旅行だって行きたい国・都市名を入れるだけで素晴らし
い画像が次々と出て、居ながらにしてタブレットが世界旅行を実感させてくれるのです。

語学にしても会話・翻訳もしてくれるのです。皆さんも興味を持ったらちょっと、電気屋さんを覗いて
触ってみてください・・・そして便利さと楽しさを味わったら、幼児・子供・若者に負けない博学振りを
発揮し、自由自在の新しい人生をもっとより多く楽しんでほしいと思います。

介護支援専門員 森本 順子

♪タブレットに
夢中∞

こんにちは。相談員の盛田です！
今年も首都圏では、数多くの有料老人ホームが開設されています。
今回は、新規オープンのホームでの介護スタッフについてお話いたします。

・ホーム長はじめ

※下記の図はオープニングスタッフや社員研修の例です。
見学時に参考にしてみてください

運営会社により、オープニングスタッフの体制の違いやスタッフの教育の部分もさまざまです。
また、新規オープン時は入居者様が少ないですが、その分人員配置より手厚い介護を受けられるとも言えま
す。パンフレットやインターネットだけでは、わからないのが人材の部分です。
見学時の参考にしてみてはいかがでしょうか。

【施設長】
・系列ホームから着任

【介護スタッフ】
・系列ホームから５割異動
・募集採用が５割
（有資格者のみ採用）

【社員研修】
・介護研修や

【社員研修】
・開設に向けた介護の研修や

【介護スタッフ】
・系列ホームから５割異動
・募集採用が５割
（無資格者も採用）

A社 B社 C社

〈１棟目を開設する会社〉 〈複数運営する会社〉

介護スタッフを
新規募集採用
（有資格者を中心に採用）

接遇の研修も行う

【社員研修】
・介護研修や

【施設長】
・系列ホームから着任

無資格者には
資格取得の支援を行う

有資格者には
国家資格取得の支援を行う



こんにちは！福祉用具相談員の佐藤英郎です。

車いすは「移動する」だけでなく、正しい姿勢を保って座れる「いす」の役割も果たしています。

では、どんなことに気をつけて選べばいいのでしょうか？３回に分けてポイントをお話ししています。

最終回のテーマは「車いすを選ぶときのポイント」です。

夏場の脱水に要注意！

高齢者は体内の水分バランスが崩れやすく、脱水を
起こしやすくなっています。
夏場は汗をかきやすいので、特に気を付けましょう。

症状の訴えがないからと放置していると、意識障害や
熱中症により、命の危険が高まります。
こまめな水分補給が脱水の予防につながります。

また、腎臓病や糖尿病は尿量が増えるので、脱水に
は特に注意が必要です。

こまめな水分補給で脱水予防を！

適さない飲み物 おすすめの飲み物

コーヒー
紅茶

緑茶

カフェインは利尿作用がある
ので、飲むとかえって尿量が
増えて、水分補給の効果が低
くなってしまいます。

経口補水液

スポーツドリンクなどの
イオン飲料

うすい塩味の
野菜スープ

水に電解質が入ったものカフェインを含むもの

ご利用者様の作品

加藤宏一様
中野区上高田在住
大正11年生まれ

2002年頃から10年間
に渡って様々な絵を
描かれました。
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加藤様、素敵な作品
ありがとうございました。

ご自宅にはたくさん、額に入った絵
が飾られています。

バレリーナや女性の人物画をよく
描かれていたそうです。



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

台所に潜む食中毒の危険！

肉や魚などの食材には、細菌
やウイルスが付着しているも
のと考えましょう。

細菌やウイルスの付着した手
を洗わずに食材や食器などを
触ると、手を介して、それらに
も細菌やウイルスが付着して
しまいますので、特に注意が
必要です。

食器用スポンジやふきん、
シンク、まな板などは、細菌
が付着・増殖したりウイルス
が付着しやすい場所と言われ
ています。

ご自宅に歯医者さんが伺います。
お気軽にお問い合わせください

TEL 0120-099-505

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

Ｑ：相続手続きで銀行や役所へそれぞれ戸籍書類を提出しなければならず、とても煩雑だと聞きました。

銀行手続きが多く今からとても心配です。

Ａ：これまで銀行預金や株券を相続するには、相続関係を証明する戸籍謄本一式を手続きの窓口ごとにそれぞれ提出しなければ

なりませんでした。したがって銀行や証券会社が複数ある場合は銀行や証券会社の数だけ戸籍謄本が必要になったり、戸籍の

返却を各金融機関にそれぞれお願いするのも手間がかかっていましたので相続人にとってはとても負担が大きいものでした。

そこで法定相続証明情報制度が今年の５月２９日からスタートしました。法定相続情報証明制度とは、法務局で発行してもらえ

る戸籍を簡素化した証明書のことです。イメージとしては亡くなった方と相続人との関係性を表す親族図を法務局が公的書類とし

て証明するものです。法務局は無料で希望の枚数を発行してくれますので複数の銀行にも対応できます。また、金融機関も法務

局が相続関係を証明してくれていますから、独自で戸籍から相続関係を精査する必要がなくなるので、すみやかに預金等の相続

手続きが実施できます。

相続手続きには、不動産、税金、年金、銀行、証券、役所など様々な手続きが必要でどこからどう始めたらいいのかわからない

とのお声をよくお聞きします。当方ではそんな複雑な相続

手続きを安心してワンストップで行えるサービスをご提供

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。

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。


