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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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「ＡＩは人間の良きパートナーになれるか？」

それは父親が開発した「ユージ（ＵＧ）」という名のＡＩロボ

ットと息子中学1年生の「隼人」が、ぎこちない出会いから

友情が生まれるまでの、わずか二十日間の物語です。

ＡＩの研究者である父親がアメリカに長期出張をすること

になり、彼は息子の部屋にユージを置いていきます。その

日帰宅した隼人はサッカーボールのような顔をした得体の

しれない、そしてガラクタのような外見でありながらしっかり

と話しかけるユージに驚きます。最初は不信感を抱いてい

た隼人だが次第にユージに心を開いていきます。悩み事

なども相談するようになるのですが、的確なアドバイスをす

るのです。

ある日、ユージは隼人の異変に気付きます。ユージは感

情によって汗の成分が変わることを理解しており、その日

の汗の匂いが「恐怖」と「嫌悪」から分泌される成分だと感

じ取ったユージは隼人に「学校デ嫌なことアッタネ」と話し

かけるのです。隼人は驚きます。その頃、彼は学校でいじ

めにあっていたのです。

ユージはインターネットで世界中の

心の専門家がいじめに対応した事例

を検索し、そこから隼人が今直面して

いる状況に一番あった対処法を見つけ

出し、助言する。その言葉に勇気を

もらい隼人は行動をしていきます。

人には、「察する」という感性が備わっており、相手の顔

色や声で「体調が悪いのではないか」「深刻な悩みを抱え

ているのではないか」と感じ取ります。私たちの介護保険

も合理化や効率化が優先されるがあまり、そういった感性

が失われてきているのではないかと思います。大切なこと

は、表（現場）の効率化ではなく裏（事務作業）の効率化

なのだと考えています。

ロボットの人間化を危惧する

ことより、人間がロボット化し

ていることの方が問題では

ないかと感じたのです。

今から30数年前、人工知能を持った

ロボットと人々の友情を描いた映画

「ショートサーキット」を劇場で観賞しま

した。アメリカの企業が陸軍向けに開

発した戦闘用ロボット「ナンバー・ファ

イブ」が落雷を受け、感情を持つよう

になります。

ある日「ナンバー・ファイブ」は、工場を抜け出し、女性

ステファニーと出会います。ステファニーはナンバー・ファ

イブに感情があることを理解し、交流を深めるのです。

ナンバー・ファイブは回収に来た工場

の警備員と戦闘になるのですが、

機転を利かせて、それを切り抜けま

す。さまざまなアクシデントに遭遇し

ながらも、ロボットと人間が心を通わ

せるストーリーに感動したことを、ＡＩ

ロボットなどの記事を目にすると思

い出します。

また最近ではＡＩというと、将棋の名人が5年前にはじめ

て登場したＡＩを搭載したコンピューター「ポナンザ」と対局

して以来、プロの棋士に一度も負けていないのです。将棋

の名人は一手指す時、7、8手先まで読むのだそうです。

一方、「ポナンザ」には過去

20年分5万局のデータが入

力されており、どんな局面で

どの駒をどこに指せば勝ち

に繋がるかを見つけ出すの

です。「彼」を進化させたのは

開発者ではなく、「ポナンザ」同士の対局で自ら学習し進

化したのだそうです。その対局数は700万回。人間が年間

3,000回対局をしたとしても2,000年以上かかるのだそうで

す。そんなことからＡＩやロボットに危機感を抱く人たちが

多いことも事実です。・・・私もそんな一人ですが。

しかしＡＩは今後人間の良きパートナーとして欠かせない

存在になるだろう。喜多川泰氏の新刊 『 ソバニイルヨ 』

（幻冬舎）にはそんなメッセージがあります。



～２００円のケーキ～

あるケーキ屋に小学生の女の子がやって来ました。お母さんの誕生日のため、イチゴのショートケーキを

買いに来たのです。店主がケースに並んだケーキを勧めると、女の子は握りしめていた手を開きました。

そこには１００円玉が２枚ありました。しかし、イチゴのショートケーキは２５０円です。女の子は自分で貯め

たお金で、お母さんにケーキを買ってあげたかったのです。

状況を察した店主は調理室に入ると、冷蔵庫からホールケーキを取り出してきました。

そしてナイフで切り分けると 「はい、２００円分」 と言って、女の子に少し小さめに

カットしたショートケーキを見せました。

もしケースに並んだショートケーキを 「２００円でいいよ」 と言って渡したならば、

差額分は店主がサービスしたことになってしまいます。店主は女の子の思いをくみ

取り、 “女の子” も “お店” も “お母さん” も笑顔になれる２００円分のケーキを用意したのです。

皆様がもし店主なら、どのような対応を取りますか？

どんな状況下でも、まず相手のことを思いやり、最善の対応を心掛けることが大切ですね。

介護支援専門員 西尾 淳

すっかり気温も上がり、最近は家族でよくピクニック☀へ出掛けている佐藤です。
さて今月は、ホーム見学をするときのポイントについてです。
初めて見学する方が多いと思いますので、普段、私たちが同行する際に、
注意深く見ている点などをいくつかご紹介します。

【アクセス】 【建物】 【運営会社】

【職員】 【入居者】 【その他】

「“距離”よりも“利便性”を確認」

①自宅からホームまでの総時間
②最寄り駅からの交通手段
→徒歩、バス、タクシー
③最寄り駅からのバスの本数
④バス停からの徒歩時間
⑤最寄り駅のタクシー状況

「“新しさ”よりも“清潔感”を確認」

①新築 or 社員寮やホテルの改築
②浴室種類
→大浴場、個浴、機械浴
③居室トイレ→個室 or カーテン
④手すりの配置状況
→共有部、居室内、トイレなど
⑤駐車場の有無と台数

「企業として介護への想いを確認」

①事業内容
→建設、教育、介護など
②運営施設数
③施設以外の介護事業の展開
④研修制度の実施

「接遇、表情、雰囲気を肌で確認」

①施設長の人柄と理念
②介護職員
→人数（日中、夜間）
→勤続年数と資格の有無
③介護以外の職員
→清掃、洗濯などの分業制
→リハビリ職員の有無
→看護師の勤務時間

「表情、雰囲気を肌で確認」

①平均年齢
②平均介護度
③男女比
④入居者の表情
⑤身体状況と介護レベル
⑥職員との距離感

「余暇活動と付加サービスを確認」

①レクリエーションの頻度と内容
②身体状況によるフロア分け
③食事内容
→見学時に試食も可能
④リハビリの提供
→個別、集団

0120-5318-77



こんにちは！福祉用具相談員の佐藤英郎です。

歩行器・歩行車は四脚のフレーム構造で人を支え、歩行訓練や室内・外出時の歩みをサポートします。

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。

第２回のテーマは「歩行器・歩行車には、どんなタイプがあるの？」です。

「歩行器・歩行車を選ぶときのポイント」 次回は、このテーマでお送りします。お楽しみに！

ことわざクイズ答え
（逆さまで読むとわかります）

ストレスを引き起こす症状は、一見「ちょっと疲れてる
かな？」という程度のものが多く、ストレスが溜まって
ることに気付きにくいのが現状です。溜め込まないよ
うにするためにも、今の自分はどれくらいストレスが溜
まっているか下の表でチェックしてみましょう。

□食欲が無い □悲壮感を覚える
□頭痛 □人に合うのが煩わしい
□胃痛 □朝起きるのが辛い
□イライラする □過食気味

全身の抵抗力を高めるホルモンの合成
時に必要不可欠。柑橘類、いちご、柿、
緑黄色野菜に多く含まれる。

全身の抵抗力を高めるホルモンの合成
時に必要不可欠。ストレスが原因で起こ
る痛みや不安を和らげる作用をもつ。

卵、牛乳、牛肉、大豆、豆腐などに
多く含まれる。

食べ物でストレスを吐き出そう！
梅の雨と書いて梅雨。
梅雨は梅の実がなるころに降るので

「梅雨」と命名されたという説があります。

雨の日は湿度が上がります。
高い湿度は汗の発汗を邪魔します。

体内に溜まる余計な水分が疲れを呼びます。
スイカ、トマト等で水分を排出しましょう！

カルシウム ビタミンＣ

ビタミンＢ１ たんぱく質

４つ以上の項目に当て
はまったら注意！！
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神経のいらだちを鎮め、精神安定
をはかる。血圧を安定させる。

乳・乳製品・小魚・海草等に多く
含まれる。

神経の機能を正常に保つ。ストレ
スを受けると体内で消費量が多く
なるため「精神的ビタミン」とも呼

ばれている。豚肉・レバー・
玄米・卵などに多く含まれる。
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ま
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ストレス対策をしよう！！



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。

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。

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

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

【認知症の母親を抱える長男の施設探し】

こんにちは。シニアハウスコム相談員の小川です。
これまでたくさんの方々からホームの入居相談を承ってきました。
今回はその中から一例をご紹介します。
皆様の将来の備えに一役買えたら幸いです。

■相談者：長男（58歳） ■入居者：母親（85歳）
■住 所：東京都中野区 ■住まい：同居（母親、長男2人暮らし）

【相談内容】相談者は認知症の母親と二人暮らしだが、認知症がかなり進行しているようで徘徊も始まるようになり
、はりになり長男の仕事にも影響するほど介護者側の負担が大きくなってきたため、受入れ可能な施設を探したい。

【見学件数】中野区内1ホーム、練馬区内2ホーム 計3ホーム

【コメント】認知症の母親の介護負担にかなり精神的に参っていた長男様は、希望施設が決まった時に、「このまま自宅介護続け
てたら、もしかしたら虐待してたかもしれません。。」という発言が、自宅介護の壮絶さを物語る印象的な言葉でした。

【施設提案】認知症対応に慣れており、自宅からあまり離れてない施設を数ヶ所提案
■体制：認知症対応力がある ■エリア：中野区周辺 ■その他：定期的な通院介助サービスがある

【入 居 先 】■東京都練馬区の介護付有料老人ホーム ■入居金：500万円 ■月 額（総額）：23万円位

【選定理由】①施設長とその他介護スタッフの雰囲気（施設内で働くスタッフの人柄に安心感があったから）
②認知症フロアがある（認知症に特化したフロアがあり、安心して任せられそうだから）
③病院への無料付添い介護サービス（病院への通院時に施設側で対応してくれるから）

『未成年の相続人がいる場合、家庭裁判所の関与がないと遺産分割できない？』

Ｑ：主人が若くして亡くなりました。主人名義の自宅を妻である私に名義変更しようとしたところ、家庭裁判所で

息子（18歳）の代理人を選んでもらわないと遺産分割出来ないと言われてしまいました。

代理人を選ぶ手続が必要なのでしょうか？

Ａ：このようなケースの場合、相続人は奥様、18歳のご子息の2人になります。未成年者は法律上、法律行為が

出来ず親権者が代わって行うことになります。

遺産分割も法律行為の1つです。奥様は相続人としての立場と親権者の立場の2つを有することになり、これが

利益相反にあたるためご子息に対して家庭裁判所より特別代理人を選んでもらうことになります。

そして特別代理人と奥様で遺産分割をすることになります。

こう言ったケースも事前に遺言書の作成や民事信託の利用で煩わしい手続を回避することができます。

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。


