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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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「小欲知足」

九州のあるお寺の住職のお話です。

昨年、茨城県に住んでいるＴさんとい

う31歳の男性から、「お寺で1日修行を

させてほしい」と電話が掛かってきた

そうです。

お寺は九州ですから、住職はいつも

だったら、「わざわざ九州まで来なくても、近くのお寺で

修行をしたらどうですか」と言ってお断りするそうですが、

なぜかその時は「いいですよ。いらっしゃい」といってしま

います。

よほど居心地が良かったのかＴさんは1ヶ月もの間修行

されました。そして朝から晩まで修行する中でこんな話を

住職にされました。

Ｔさんは以前、１００日かけてお遍路を回ったことがあっ

たそうです。その道中で会った人たちからおまんじゅうや

果物、おにぎりなどをよくもらうようになります。宿がなくて

困っている時に、「よかったらうちに泊まってください」と言

ってもらえたり、お風呂を貸してもらえたり、本当にありが

たいことをたくさんしてもらったようです。

ある日、Ｔさんがお寺を訪れるとすでに閉門していまし

た。これではお参りができません。仕方がないので明日の

朝一番にお参りしようと思い、Ｔさんはそのお寺の軒下に

寝袋を広げました。しばらくするとその寺の住職が出てき

て、彼に向って思いもよらない言葉を口にします。

「いい若者が、こんなところで何をしているんだ！お前た

ちのような若者がいるから日本はちっともよくならないん

だ。人の情にすがらずに生きていけ！」

叱られてＴさんはそこを立ち退き

ました。悔しくて悔しくて涙が出て

きたそうです。その時は「何もあん

なに言わなくても」と思ったそうで

す。でも彼はふと考え直しました。

「あれは大切なことを教えてくれて

いるのではないか」と。

Ｔさんは自分自身を振り返ってみると、お遍路回りをスタ

ートしたときと、その後の心の変化に違いがあることに気

がつきました。自分は人の親切がいつの間にか当たり前

になっていた、と。人から物をもらう時、施しを受けて、初め

は「ありがたい、ありがたい」と思っていました。でもいつの

間にか、もらえないと「どうしてくれないのか」と思うように

なっていたのです。

宿に泊めさせてもらえる時も、最初はとても嬉しかった。

でもいつの間にか、寝袋で寝なければいけない日は、「ど

うして今日は野宿なんだろう」と不足の気持ちが出るように

なってきました。門が閉まっていると、「もうちょっと開けてく

れていたらよかったのに」と思うようになります。そんな私

の不平の心を、住職が教えてくれたのではないかと。Ｔさ

んは次の日の朝、そのお寺にお参りをし住職に「ありがと

うございました」とお礼を言って帰られたそうです。

今回の住職のお話、胸に

手をあてるとどんな人にも

心あたりがあるのではない

でしょうか。ケアマネジャー

が最近仕事の依頼をして

くれない。サービス提供

責任者が仕事をふって

くれない、ヘルパーさんが仕事を受けてくれない。また介

護業界の経営者にもそういった人を見受けます。

そういう私自身も社員やヘルパー、ご利用者の皆様から

いただいているご好意が当たり前になっているのではない

かと、気持ちを引き締めていきたいと思います。

住職はいいます。「不平というものは不足の心から生ま

れます。不足の心を持つと心が貧乏になっていきます。

『あれもない、これもない』『ああしてもらいたかった、こうし

てもらいたかった』と。」

『小欲知足』という言葉があります。小さな欲で足りてい

ることを知ったら、私たちは、毎日楽しく生きられると思い

ます。
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介護保険制度の行方

介護保険制度の理念は「周囲のサポートを得ながら、最後まで
本人が望む生活を送れること」とされている。
今年５月に成立した改正介護保険法で、来年から自立支援に積極的な市町村に国が財
政支援を行うことになった。厚生労働省は、自立支援の積極性を測る指標について、要介護
度が維持、改善した人の割合の他、介護サービスの利用計画が適切かを他職種で見直す
「地域ケア会議」や運動教室の開催など、様々な指標を設けることを検討している。
自立促す介護・・・広まるか！！

むやみに手助けするのではなく、適切な食事やリハビリを取り入れ、一人でできない部分の
サポートをする『自立支援型』の介護をどう普及させるか・・・2018年度介護報酬の改定に向け
て、こんな議論が先月から本格的に始まった。
報酬を手厚くするよう求める声がある一方、評価の難しさから慎重論も多く、賛否が分かれて
いる。
身体機能の向上か、生活の質の向上か・・・
両方が伴った介護サービスを望みたい。

介護支援専門員 森本順子

【対象者】
介護全般でお困りの方。

【人数・場所】
弊社には相談室がございます。
個人・ご親族・友人でも複数人お越し
頂いても構いません。

【内容】
アスモグループでは、ケアマネジャー・
訪問介護・福祉用具のレンタル、販売
をしておりますので、幅広い介護のご
相談をお受けしています。

こんにちは。相談員の盛田です！
今回は、シニアハウスコムが有料老人ホームをご案内する以外の
お仕事を紹介させていただきます。

シニアハウスコムは、セミナー開催・介護相談を通して、地域の方々に幅広い介護の情報を

知っていただきたいと考えておりますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。

有料老人ホームセミナー 介護相談

【対象者】
どなたでも構いません。
(例）
・地域包括支援センター
・一般企業
・福祉事業所関係
などの社員向けや地域住民向けの
介護講習会などでお話しさせて頂いています。

【人数・場所】
ご依頼があれば、どこへでもお伺いします。
参加人数も少数人でも歓迎です。
【内容】（例）
・有料老人ホームとは
・失敗しない有料老人ホームの選び方
・有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の違い・・など



つの味で、バランスのいいお食事

バランスのいい食事、と聞くと、一汁三菜が思い浮かびませんか？

もちろん色んな食材をバランスよく取り入れることは大切ですが、
東洋医学では「五味（５種類の味）」をバランスよく取り入れることが
体調を整える理想の食事とされています。

味
効果的
な部位 効果や作用 主な食材

酸
味

・肝
・胆
・目

皮膚や血管、筋肉を引き締める
作用。
下痢や頻尿に効果的。

・レモン
・トマト
・豚肉

苦
味

・心
・小腸
・舌

体内の余分な熱を取り除き、
炎症を抑える。便通をよくする。

・きゅうり
・ゴーヤ
・緑茶

甘
味

・脾
・胃
・口

栄養分や気（パワー）を補う。
滋養強壮に効果的。

・白米
・かぼちゃ
・はちみつ

辛
味

・肺
・大腸
・鼻

血流を促し、体を温める。
邪気を発散するため、風邪の引き
始めなどに効果的。

・しょうが
・ニンニク
・ねぎ

塩
辛
さ

・腎
・膀胱
・耳

固いものを柔らかくする作用。
便秘に効果的だが、摂りすぎると
血圧が上がるので注意。

・アサリ
・わかめ
・しじみ

ご利用者様のお誕生日

9月11日、ご利用者様の丸谷敏子様が、

百寿のお誕生日を迎え、長寿のお祝いと
して、中野区長 田中大輔様から表彰状
と花束を授与されました。

丸谷様、百寿のお誕生日

おめでとうございます。

こんにちは！福祉用具相談員の佐藤英郎です。

特殊寝台（介護ベッド）は、ご利用者さまの「自立」のお手伝いをし、介助するご家族の「負担を軽く」して

くれる、そんなベッドです。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「特殊寝台を選ぶときのポイント」です。



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：介護施設の入居時の不動産について

来月、父が介護施設へ入居することになりました。私たち子供たちは既に独立して家庭を持っているので、実家が空き家になる

ので売却するか悩んでいます。処分を検討するにあたってどういった点を気をつけなければいけないのでしょうか？

Ａ：ご本人の収支バランスや将来の相続税について

ご質問のようなケースでよく介護施設の入居金の捻出や空き家対策のため不動産の売却がされますが、売却してしまうとその

後の相続税が高くなってしまう場合がありますので要注意です。不動産は売却すると現金に変わりますが、現金は相続税法上、

相続税評価を下げる特例はありません。一方不動産に関しては、相続税評価を下げるために色々な特例が用意されています

ので、売却せず、ご家族が実家に移り住んだり、実家を取り壊して賃貸物件を建てたり、駐車場にする方が相続税評価が下が

る場合もあります。その結果、家賃収入を得て毎月の施設利用料に充てることも出来ます。相続税がいくらかかりそうなのか？

不動産は本当に売却するべきなのか？仮説と検証を繰り返し

戦略的に検討していくことが必要です。

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。

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

ケアプラン作成 訪 問 介 護

猿渡 光信［さるわたり みつのぶ］在宅介護センター・アスモ 福祉用具

出 身 地 ：神奈川県小田原市 血液型：A型 趣味：観光、ﾄﾞﾗｲﾌﾞ、ﾌﾟﾛﾚｽ、野球

座右の銘：昨日の自分より今日の自分！！

ひとこと：福祉用具を通して、自立した生活をサポートし、自分らしい生活を

送れるよう、最大限お手伝いさせて頂きます。

９月１日より、株式会社アスモに４名の新しいスタッフが加わりました。
この紙面をお借りして、皆様にご紹介させていただきます。どうかよろしくお願いいたします。

渡部 亜矢子［わたなべ あやこ］ シニアハウスコム

出 身 地 ：秋田県横手市 血液型：O型 趣味：水泳、登山

座右の銘：前進あるのみ

ひとこと：施設をお探しのお客様のために、丁寧なご案内をいたしますこと、

お約束いたします。

古庄 実 ［ふるしょう みのる］ たんぽぽ介護 サービス提供責任者

出 身 地 ：大分県豊後大野市 血液型：B型 趣味：楽器（ｷﾞﾀｰ、三線、ｳｸﾚﾚ）

座右の銘：一期一会

ひとこと：埼玉の田舎から通っております。

笑顔で頑張りますのでよろしくお願いします。

宮本 雅子［みやもと まさこ］ たんぽぽ介護 サービス提供責任者

出 身 地 ：福岡市博多区 血液型：B型 趣味：ゴルフ、音楽

座右の銘：信念岩をも通す（信念なき者全てを失う）

ひとこと：相手の立場になってどんな気持ちになるかを考えて、言葉を発する

よう心がけています。毎日明るくﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞに過ごしてゆきたいです。


