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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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平成３１年１月発行

代表取締役 花堂浩一

「『これが教育です』宮城まり子さんの言葉」

１ヶ月ほど逃げ回わりましたが、いつまでも逃げ切れない

ことが分かり、「やっと営業というものが分かり始めました。

引き続き、営業マンとして松下精神に立った営業の真髄を

極めさせてください」と幸之助氏に辞令拒否を請う手紙を

書いたのでした。手紙を読んだ幸之助氏は「面白い人や

な。こういう人がええな」と、拒否を受け付けません。発想

が何枚も上でした。ついに上甲さんは腹をくくりました。そ

んな上甲さんでしたが、後に「松下政経塾は、私の天職で

す」と言うようになったのは、国の未来を憂う幸之助氏の

想いに触れることができたからでした。詳細は上甲さんの

新刊「松下幸之助氏に学んだ人生で大事なこと」に記載さ

れていますが、その中のこんな話が紹介されていました。

肢体不自由な子どもたちの施設

「ねむの木学園」の園長、宮城まり子

さんは、松下政経塾の創設当時、役

員の一人でした。塾を訪問し、食堂

で食事をされた宮城さんの言葉が頭

から離れなかったようです。「日本の

指導者を育てる塾で、プラスチックの

食器を使っているのね。こんなことで

は、この塾から大した人は出てこない気がするわ。」「ねむ

の木学園の子どもたちは、お茶碗ひとつ持つのもままなり

ません。それでも食器はすべて落としたら割れる陶器を使

っています。落としたら割れることを知っているから、落とさ

ないようにしっかり持とうと努力します。これが教育です。」

後にこの話を人づてに聞いた上甲さんの目からウロコが

落ちました。「経済の原則からいえば、落としても割れない

食器を使おうと考える。しかし教育は、経済と根本的に違う

のだ」と発想を転換させた大きな出来事となったのでした。

弊社は本年６月より、「中野区内のヘルパー不足を少し

でも解消するため介護職員初任者研修を開校したい」と

いうスタッフの想いに心を動かされ、開校することと致しま

した。今回の「ねむの木学園」の園長、宮城まり子さんの

言葉は私にとっても胆に命じなければならない大きな指針

となりました。

新年明けましておめでとうございま

す。本年も宜しくお願い致します。

アスモ新聞は、２００５年８月の創刊

以来、今月で１６０回目の発行となり

ます。経営者としての業務が多忙と

なり、現場に入ることも少なくなる中、弊社を我が子の成長

を見守るように応援していただいている多くのご利用者の

皆様に日々のご報告をしよう、とお手紙をしたためるつもり

でスタート致しました。毎月、原稿の締め切りが近づくとス

タッフの厳しい催促に頭を悩めることも多々あります。

やっとの想いで１６０回目の記事を書き始めると、２７年

間一日も欠かさず、デイリーメッセージを配信しているとい

う元松下政経塾の塾頭の上甲 晃（じょうこう あきら）さん

の記事に目がとまりました。松下政経塾は松下幸之助氏

が、財界引退後に「日本の新しいリーダーを育てたい」と私

財を投じて創設したものでしたが、開塾から一年半がたっ

たころちょっとした問題を抱えていたのでした。そんな中運

営の改革を期待されたのが、当時電子レンジの営業で乗

りに乗っていた上甲さん（当時４０歳）で、松下住設機器㈱

から松下政経塾に「教務部長」の辞令が下りました。

昭和４０年に松下電器産業㈱に

入社した上甲さんは、本社報道部

に配属され、社内報で腕を振るって

いたこともあり、幸之助氏にも名前

が知られていました。その後、電子

レンジの事業部でどん底を経験す

るものの、３年後には奇跡的な飛躍

を成し遂げ、全国トップレベルの営

業成績を上げていました。

やっと一人前の営業マンになったばかりの上甲さんは、

あの時の苦しみを味わいたくないという理由から、「日本の

リーダーを育てる教育の世界に来い！」という、天下の松

下幸之助氏からの誘いを拒みました。



節分は季節の節目「立春、立夏、立秋、立冬の前日のことをいい、季節を分けるという意味で年４回あります。旧暦で
春から新しい年が始まり立春の前日が大晦日にあたり、大事な日となりました。豆まきは古代中国から邪気をはらう行

事が平安時代に伝わり江戸時代に庶民に広がりました。
本来は大晦日に行われていましたが、節分に邪気祓い行事として定着していきました。神棚に
お供えした炒豆を夜になって戸口、窓、ベランダなどに（ない場合は南の方向におきます）大きな
声で「鬼は外！」鬼が入ってこないようにすぐに戸は閉めます。地方によりいろいろやり方があるよ
うで、こどもなんかは大はしゃぎですね・・・

昔の家庭でよく見かけた玄関飾り、いわしの頭にひいらぎの魔除けはすっかり見かけ
なくなりましね・・・一方近頃ではコンビニはじめ、この時期店頭を賑わしているのが恵
方巻きなる太巻き寿司。この恵方巻きの起源は諸説あり、江戸時代から明治時代にか
けて大阪の花街で商人が芸遊びをしながら商売繁盛を願って食べたのが始まりという
説がよく知られているようです。願いをこめて丸ごと一本一気に食べきることで「運を一
気にいただく」を意味しており、途中で止めると運を逃すそうです。咀嚼、飲み込みに
自信のない方は自殺行為なりかねないので止めましょう（笑）
昔ながらの行事のひとつ、節分で、この一年無病息災で過ごせますように・・・

豆まきで「鬼は外！福は内！」 恵方巻き食べて「あーん ぱくっ・・・んがっふっふ・・・」

１月が明け、あっ・・・という間に２月がやってこようとしてます・・・今年国内は天皇陛下の生前
退位、それに伴い元号の改元、消費税１０％増税、など大きな節目になる年です・・・
それはそれとして・・・ 毎年必ずやって来る、日本古来からの伝統行事、時節柄節分につい
て紹介します。

介護支援専門員 金子恵美子

時節柄、そろそろ 節分・・・

0120-5318-77

【今年の抱負】
小川 慶久［おがわ よしひさ］

今年の抱負：2019年から、新た
に相談員を増員して、6名体制で
対応させていただく事になりまし
た！宜しくお願い致します！

佐藤 公亮［さとう こうすけ]

今年の抱負：
①即決即断・・・男らしく！！
②丁寧な会話・・・思いやり♥
③笑門来福・・・笑顔でﾊｯﾋﾟｰに♪
今年も愛持って一生懸命努めます。

盛田 晴也［もりた せいや］

今年の抱負：今年も一つ一つ丁寧
に対応して、ご入居者様・ご家族
様に安心して入居していただける
よう努めてまいります

新年あけましておめでとうございます。
シニアハウスコムは、おかげさまで、11年目を迎えることができました。

地域の皆様、病院・福祉事業所・有料老人ホームの関係者様に感謝申し上げます。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

、

古庄 実［ふるしょう みのる］

今年の抱負：一生懸命精進し、皆
様から頼りにされる相談員になり
ます！

（個人的には体を鍛えたいです・・）

渡部 梢［わたなべ こずえ］
今年の抱負：昨年11月に入社致
しました。今年は、ご相談者様
のお役に立てるよう精進してま
いります。よろしくお願いいた
します。

花堂 博子［はなどう ひろこ］
今年の抱負：2019年1月より入
社致しました。ご相談者様に寄り
添ったご提案を心掛け、素敵な住
い探しのお手伝いを致します。



新年明けましておめでとうございます。福祉用具相談員の佐藤英郎です。旧年中は、大変お世話になりま

した。本年も、より一層皆様のお役に立てるよう精進致しますので、どうかよろしくお願い申し上げます。

さて、ベッドの上で長く同じ姿勢を取ると、身体の一部に圧力がかかり続け、血流が悪くなり床ずれが発生

しやすくなります。床ずれ防止用具を使用して、リスクを軽減することが重要です。では、どんなことに気を

つけて選べば良いのでしょうか？これから３回に分けてポイントをお話します。

第１回のテーマは「床ずれ防止用具があると、どんなメリットがあるの？」です。

「床
ず
れ
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に
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、
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？
」

次
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こ
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り
し
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す
。
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し
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！

今年の抱負

体を温める食べ物、冷やす食べ物

この時期、食べる物にも気を遣って、なるべく体
の温まる食べ物を選びたいですよね。
体を温める食べ物と冷やす食べ物の見分け方
には幾つかの方法があります。必ずしもこれが全
てに当てはまるというわけではありませんが、参
考にしてみてください。

1.育つ環境
寒い国では体に熱を吸収して蓄える必要があるため、体を温める果物
や野菜が育ちます。反対に、南国では体内にこもった熱を下げるため、体
を冷やす食べ物が育ちます。

2.地面の下で育つものか、上で育つものか

地下（地中）で育つものは体を温め、地上で育つものは体を冷やします。
冬に地下で育つ根菜類が多いのは、動物も人間も体を温める必要がある
からで、夏に地上で育つトマトやキュウリ、スイカなどが多いのは、体を冷
やしてくれるからです。

3.発酵しているかどうか
発酵食品には体の代謝を良くする酵素が入っているため、発酵食品は
体を温めます。発酵食品として代表的なものは、味噌、納豆、醤油、漬物、
チーズやヨーグルトなど。
また、日本酒や紹興酒が体を温めるのも、発酵して造るお酒だからです。

今年は今まで以上に、ご利用者様に寄り添い、ヘルパーさんへの感謝を忘れず
速やかに今やるべきことを実践していきます。
本年も、たんぽぽ介護をよろしくお願いいたします。

サービス提供責任者 宮本・大江・野口・北風



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

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。

亥年に因んで イノシシを想う・・・
今年の干支イノシシといえば・・・猪突猛進、ボタン鍋、うり坊、などみなさんご存知の
一方で、農作物を荒らす害獣としても知られるところでもあります・・・

イノシシによる被害が多い理由として主に３つの原因があるそうです・・・
①まずはイノシシの繁殖力で、２年で成熟して年に４～５頭の子供を産むそうです。妊娠率は、ほぼ１００％
（子宝の象徴？？）で駆除するより早く増え、天敵もほとんどいない。

②林業の衰退により、管理する人間が減った山林は荒れ放題、イノシシが身を隠す場所が増えた。
イノシシの活動範囲が広がり、人里まで来るようになった。

③農家の方の高齢化により、柵を作る、駆除するなどのマンパワー不足により、手が回らなくなった。

そもそもの原因を調べてみると・・・戦後の日本において植えよ増やせよで、圧倒的にスギやヒノキの針葉樹を植
林することで、それまであった広葉樹が激減（自然災害にも大きく影響）、さらに森や林を切り開いて、野生動物の
生息可能域を狭めてしまい・・・人間の生活圏に近づく結果となってしまった・・・

サル、シカ、イノシシ、クマなどの野生生物は何千年以上も日本の天然林の中で生き抜いてきたこ
とから、天候不順が続いたとしても天然の雑木林の収穫（どんぐり、クルミ、山の果実等）で充分生
態系を保てたそうです。因って本来は山の野生動物が畑の食料を好んで食べるわけでもないそうです
。農作物の被害額１位はシカで年間５９億円強、イノシシで５１億円にも及ぶそうで、農家の方の被害も甚大で・・
もはや戻ることができない状況で、害獣と位置づけされてしまうイノシシです。自然界のトップに君臨する人間に
起因することも大いにあるということを、亥年にちなんで、深く想う次第であります。

居宅介護支援 西尾・藤井・金子・浅津

『亡くなった人も確定申告が必要？』

Ｑ：これから確定申告の時期を迎えますが、亡くなった人にも確定申告ってあるのでしょうか？

Ａ：所得税の納税者が亡くなった場合は、その相続人が、本人が亡くなった日の翌日から４か月以内に本人の所得税に

ついて確定申告をしなければなりません。これを「準確定申告」と呼びます。亡くなった方は、亡くなった年の１月１日から

亡くなった日までの所得について、申告しなければなりません。

生前に不動産収入や役員報酬等の収入があった方が対象となります。ケースによっては、還付金が発生する場合もあり

ます。

相続において税務申告といえば、何かと相続税の申告の方が話題になりますが、準確定申告についても忘れずに申告

していきたいですね。相続税申告は亡くなった日の翌日から１０か月以内ですが、準確定申告は４か月以内ですので

少し慌ただしいですね。

当方では相続専門の税理士と提携することにより準確定申告の要否など、相続手続き全体をワンストップでお手伝い

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。


