
アスモ新聞はアスモのホームページ www.asumo-kaigo.jpからもご覧になれます。

上記のアドレスか 【在宅介護センター・アスモ】 で検索してください。

「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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令和 ２年 １月発行

代表取締役 花堂浩一

「サンガイ・ジウネ・コラギ」

岩村先生は、彼の後ろ姿をみつめながら思いました。

「あの青年は裸足で歩き、しかも汗と泥で真っ黒になった

シャツ一枚しか着ていない。その青年が全くお金に手を

着けることなく、『皆で一緒に力を出し合って助け合って

生きるために』と言い残して出ていった。人間というもの

は、こんなにも、無償で人のために尽くすことができるの

だ」と。

無償の愛といえば、こんなお話もあります。多くの人が

試験を受ける、ある日本の会社の社長のお話です。時は

数十年前のある年に遡ります。社長が面接に来た学生に

聞きました。「君はお母さんの足を洗ったことがあるかね

？」その学生は正直に、「洗ったことはありません」と答え

ました。それからいろいろと質問した後に、社長は見どこ

ろがあると思ったのでしょう。「君、○月○日までにお母さ

んの足を洗ってからもう一度この会社に来てくれ」と言い

ました。

学生は実家に帰った時、お母さんの足を洗おうと思いま

した。ところがいざ母親の足を目の当たりにすると目頭が

熱くなり、とうとうその足にしがみついて泣いてしまうので

した。

学生は約束の日に会社に行き、社長にそのことを話し

ました。「私の父は戦争で亡くなりました。母は女手一つ

で私を大学まで出してくれました。『こんなに足をヒビだら

けにして、どんなにか苦労したんだろう』と思うと、母の苦

労が身にしみるようによく分かりました」

どちらのお話も感謝の大切さを訴えていると思います。

周囲に対して感謝する気持ちを持ち、その心を感じてい

るからこそできる行為ではないでしょうか。

感謝の気持ちがあれば、『皆が一緒

に力を出し合って、助け合って生きる』

社会を作りあげていくことも可能だと

信じています。

そのために私たちも、常に感謝の気

持ちを持ってお仕事に取り組んでいき

たいと考えています。

18年間、結核撲滅運動のためネパールでボランティア

活動を続けた岩村昇先生という方のお話です。

当時（1980年代）ネパールは医療制度が整っておらず、

岩村先生の診療所には、もうどうにもならないような患者

ばかりが来ていました。

そんな現状を目の当たりにして、「ここで待っているだけ

では問題解決にはならない、自分で探して治療しなけれ

ば」と、村から村へ患者を探して歩いたそうです。するとあ

る村で、結核にかかっているおばあさんを見つけました。

先生は「このままでは助からないので、なんとか自分の

診療所に連れていって治療したい」と思いましたが診療所

までは歩いて3日かかります。しかし先生にはおばあさん

をおぶって連れていく体力がありません。

「どうか若者をお遣わしください」と祈りました。

その祈りが聞き届けられたのか、

一人の青年が通りかかり、「ちょうど

その町まで塩を買いに行くところです。

僕が連れていきます」と言ってくれた

のです。青年は3日間おばあさんを

おぶって診療所まで連れていってくれ

ました。

先生は大変感動して、通常の3倍の

お金を包んで渡そうとしましたが、青年はお金を受取ろう

とはしませんでした。

青年は言いました。「僕は若く、人生は長い。おばあさん

は歳をとっているからもうあまり長くない。そのおばあさん

に僕の人生の3日間をプレゼントしただけだよ。」

その青年は「サンガイ・ジウネ・コラギ」と言いながら診療

所を出ていきました。その言葉は「みんなで一緒に力を出

し合って生きるために」という意味でした。

明けましておめでとうございます。

謹んで新年のお喜びを申し上げます。

本年もどうぞ宜しくお願い致します。

今回は海外と日本、2つのお話をご

紹介させていただきます。



0120-5318-77

施設内の転倒・転落防止対策

介護事故のトップは「転倒・転落」
介護施設は病院とは違い、転倒を防止するために本人の動きを制限
することは［身体拘束］となり法令で禁止されています。
そのため原則、介護施設で「抑制帯の使用」や自身でベッドから降りられないように
「ベッド柵で囲む」ことはできません。

×NG例

ご本人の生活リズム
や行動パターンを分
析し、どのようなリス
クがあるかを事前に
家族や職員で
話し合います

・立ち上がりや歩行を
支援する福祉用具
の利用や家具の配
置などの環境整備

・見守りの強化
・安全対策の研修開催

・低床ベッドの利用
・身体に受ける衝撃を
緩和する「衝撃吸収
マット」の利用

アセスメント 予防 軽減

相談員 花堂

介護施設は自宅と同じ「生活の場」ですので、ご本人自らが動くことにより発生する

転倒・転落のリスクを完全に防止することは難しく、いつでも誰にでも起こりえます。
ご入居者様に安全にお過ごしいただくため、日々最善な方法を検討してくれますが、
十分な説明を受けたうえで、ご家族にご理解いただくことも重要となります。

令和２年干支の彼らを称える
今年の主役｢ねずみ｣・・・身の毛もよだつほど苦手な人も多いのでは？？ ハツカネズミ、ハ

ムスターなど例外として？？一般に嫌われる圧倒的不人気の哺乳動物の彼ら・・・

食べ物、ゴミを荒し、見るからに不潔、ノミや伝染病を広めるなど、みんなの嫌われ者・・・

そんな彼らにも少しでもいいところが・・・という訳で、少し彼らを擁護してみますと・・・

マウス、ラットなど、実験動物として、周知の通り医学、生物学の発展（癌、糖尿、神経疾患等）
に欠かせない恩恵を人類は受けている事実は見逃せません。特徴として彼らは、多産で確保が容易
低コスト、成長も世代交代も早いことから、実験結果が早く得られるようです。
自然界では小型肉食動物、鷹などの猛禽類にとって必要不可欠な食物となり、生態系に必要な役割
を持ち・・・また、古代から衛生的状態で飼育すれば、人類にとって重要なタンパク源、食料とな
ること。かつて補給を絶たれた各地の戦地では野生の彼らが貴重な栄養源とされていたことも・・
・現在も南米、東南アジアなどの一部では美味しい食材（珍味？）として重宝されている彼ら・・・
写真のようによく見れば、愛らしさもある彼ら・・・世界各国、有名なキャラクターとしても

認知されている彼ら、身近で彼らに出会ったならば・・・今年はもう少し温かい目で見てやりた
い・・・というのは、いかがでしょう・・・？（ムリか ）

世界のねずみスターたち 日本のねずみスターたち 江戸庶民のねずみスター

介護支援専門員 浅津 朗



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、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？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「車いすを使うと、どんなメリットがあるの？」です。
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第1回初任者研修を終えて

12月21日、アスモカレッジの初任者研修第1期生が
巣立って行きました。
土日開催にもかかわらず10月5日からの3か月間、
受講生は1日も欠かすことなく熱心に通い、講師を引
き受けてくださった15名の方々の熱意ある講義から、
「介護とは何か」の真髄を吸収されたようです。

【受講生の感想より（一部）】
『私が第一に学んだことは、介護職は利用者さまの日
常生活にかかわる専門職であるということです。利用
者さまは権利の主体者であり、自立支援という意味で
生活を自己選択し、自己決定ができることが重要で
あることを様々な場面で学びました。このことは介護
にかかわる者の基礎として、常に意識し、大切にして
いきたいと思います。そして、目的をもって利用者さ
まの目標を達成するように意図的に考えられる介護
職を目指したいです。・・・学ぶことの楽しさを久々に
味わうことができ充実感がありました・・・』

今後、第2回以降の初任者研修講座では、たんぽぽ
で働く現役のヘルパーさんも、1科目でも学び直した
い方には『聴講生』としての門戸を開く予定です。

初任者研修担当：北風敦子



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。

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

今月は、「雇用した人材の4割が、1年以内に辞めてしまう。」

そんな高い離職率の課題を解決した事業所の事例をご紹介します

より詳細の話が聞きたい！
などのご意見・ご相談はLINEにてご連絡下さい！

今月の
豆知識

「1年未満で辞める人と、1年以上続く人の違いは何なのか。
それを分析し、適切な対応をすれば、離職率を下げられるのではないか」

①②：有給休暇や育児休暇、介護休暇など、会社の制度・体制を整える
③ :当社の社風や介護という仕事に対して適性がある人を採用する
④：定期面談の際に辞めそうな予兆を察知してケアする

仮説

原因 ①労働条件が合わない②家庭との両立が難しい
③職場の人間関係④業務内容が合わない

解決策

具体的
行動

③：適正検査の実施
④：入社して1年の間に7回の面談、面談には専用の事前アンケートを使って可視化

結果 短期の離職率が確実に低下

『電子マネーは相続できるの？』

Ｑ：電子マネーや仮想通貨は相続がおこった場合どのように扱われるのでしょうか？
Ａ：ＳｕｉｃａやＰＡＳＭＯなど交通系電子マネーやＬＩＮＥｐａｙなどのＳＮＳ系の電子マネー、その他様々な電子マネーが各社から
提供されています。交通系電子マネーは規約により、相続手続きすればチャージした残高を相続し払い戻しを受けられます。

しかしＳＮＳ系の電子マネーは規約に「残高は一身専属で相続できない」旨が定められている場合もあり、各社に確認する必要
があります。また、ビットコインなど仮想通貨はアカウントや公開暗号鍵と言われるパスワードのようなものを相続人が把握して
いなければ、現実に相続は難しくなります。また仮想通貨は相続税の対象として相続財産にどのような評価基準で計上するの
か、現時点では正式な決定が出ていないのが現状です。

もしもの時に備えて最低限、どのサービスを利用しそれぞれのＩＤやパスワードなどを一覧にしておくことが良いのではないでしょ
うか？

今後もますます電子マネーなどのサービスが増えていくことが予想されています。「デジタル遺産」の取り扱いについて、国の
法整備も遅れを取っているのが現状です。最新情報と相続の専門
家の意見を取り入れ、事前に準備をしていく必要がありますね。

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。


