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令和２年３月発行

「逆転するレストラン」

本年よりスタートしましたSDGｓ(持続可能な開発目標）活動は、弊社の一ヶ月間のサービ
ス量に応じて寄付活動や社会活動の原資に充てる予定になっております。
1月の活動実績＝18375P、 ２月の活動実績＝18540Pとなりましたのでご報告させていた
だきます。また、具体的な活動内容の詳細につきましては、引続きアスモ新聞にてお伝えさ
せていただきます。

スタッフの一人から面白い題材を提供いただいたので、ご

紹介させていただきます。

車椅子を利用する人と健常者の立場が逆転するレストラン

があります。

オーナー「あ、二足歩行の方々ですか？通常は介助者の方

がいないとレストランに入っていただくことはできないですけ

れども・・・」

ここは、車椅子を利用する人が多数派のレストラン。健常者

が入店すると、けげんな態度で接客されます。バリアフルレス

トランは、健常者に、マイノリティーとして実際のバリアを体験

してもらい、障害と社会のあり方について考えてもらうための

体験型のイベントです。

店の天井の高さは、170センチ。

車椅子の人には十分な高さです

が、健常者は腰をかがめて入店

しなければなりません。椅子を置

いていないため、健常者は中腰

で立ったまま食事。店員も、他の

客も、車椅子利用者です。

オーナー「腰の方は大丈夫ですか？」

健常者の客「（天井に頭を）ぶつけてしまうといけないので…」

ヘルメットの貸し出しは、健常者に対するバリアフリーです。

車椅子が動きやすいよう、床はツルツル。ビュッフェ用のお皿

も、低い位置に置かれていて、車椅子利用者には便利な一

方、健常者にはバリアを感じやすい設計になっています。

公益財団法人 日本ケアフィット共育機構・向笠理事は、こ

のように話します。「この世の中って、多数派の偏りのある世

の中なんですよね」「多数派と少数派を逆転する発想です」

店の奥から聞こえてきたのはスタッフ同士のこんなやりとり。

オーナー「中島さん！何ぼうっとしてるんですか！二足歩行の

人が来たら丁寧に接しないとダメだから！」

店員「私、二足歩行の人とか対応したことないです…」

オーナー「本当は受入れたくないよ。だって売上下がるもん」

車椅子の利用者が実際に体験した出来事を、演出として取

り入れています。

体験した人は…「私たちはたまたま多数派であって、あたり

前に生活をしていたので、多数派に偏った社会なんだなって、

気付ける視点を持てた」と感想を述べました。

向笠理事はまた、「“障害”はどこにあるのか」「共生社会って

何だろうって」考え続けることが大事だと思う」 とも話していま

す。 【the SOCIAL viewより】

介護保険制度の設計、運営をする行政。制度に従い現場で

お仕事をする私たち。誰一人として、介護サービスを利用する

立場になったことがない多数派だと言えないでしょうか？

適切な行政サービスを運用することももちろん大切なことで

すが、同時に、サービス利用者の課題やニーズをしっか受け

止めることが、新たなサービスを作り出すことに繋がるのでは

ないかと思っています。

そんな事業所をこれからも目指していきたいと思います。



ケアプラン作成ケアプラン作成

介護用品のレンタル・販売、住宅改修

介護用ベッドや車いすなどの福祉用具について、お困りのことがございましたら、何でもお気軽にご
相談ください。福祉用具専門相談員が、ご利用者様の状況に合った福祉用具をご提案いたします。
ご自宅の住宅改修工事につきましても、お問い合わせください。

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？ポイントを３回に分けて
お話ししています。最終回のテーマは「車いす選びのポイント」です。

訪問介護サービス

正しい換気の方法とは？効率のいい換気をしよう
寒さも和らぎ、天気も安定してきた今日この頃。窓を開けて心地のよい風を取り込み、部屋の換気を
行いたくなることもあると思います。
換気は部屋の空気を入れ替えること。空気が入れ替わると室内がリフレッシュされ、気分も清々しくなり
ます。

シックハウス症候群を防ぐ
シックハウス症候群とは、建材などに含まれる化
学物質が空気中に揮発することで、引き起こされ
る症状です。目がチカチカしたり、喉が痛くなったり
します。
カビや微生物の発生を防ぐ
室内の湿気などが原因で発生した、カビやダニな
どの微生物、またはハウスダストを追い出したり、結
露しにくくなる効果も期待できます。
綺麗な空気を取り込む
汚れた空気を入れ替え、室内にこもった臭いも追
い出す事ができます。
人の体や気分を変えるだけでなく、「快適な生活環
境を作るとともに、カビなどによる建物の劣化も防い
でくれます。

換気のポイント

・換気には、空気を外に出す排気と、空気を取り込む給気で、空気の
流れを作ることが必要です。
空気は小さい隙間から入る方が勢いがあり、広い隙間からの方が小
さな力で出て行ける、という特性があるので、給気側は小さく開け、排
気側は大きく開けましょう。

・空気の流れを作るには、窓を二箇所以上開けることが重要です。窓が
一箇所しかない部屋やワンルームの場合は、換気扇を利用したり、玄関
を少し開けておくといいでしょう。

・換気は、二時間に一回、五分から十分程度が目安とされています。し
かし、それが難しいのであれば、無理の無い範囲でかまいません。
また、換気をする場合は、一度の換気時間が長いよりも、換気の回数を
増やす方が効率的です。



有料老人ホーム紹介

介護人材紹介

建物設備保守管理・
コスト適正化事業

相談員：花堂

難病を持っているので今は医
療行為はないけれど、万が一
の緊急時も医療従事者同士で
連携してもらえる方が安心！

シニアハウスコムは、病院からの急な退院や有料老人ホームの探し方が分からないなど、大切なご家族
の住まい探しをまごころ込めてお手伝いしております。（ご相談、施設見学・ご入居まで全て無料です）

0120-5318-77
【相談者様からの質問】
24時間介護職員が常駐している「介護付有料老人ホーム」でも、看護師は日勤帯（9：00～18：00）
の勤務であることが多いようですが、24時間看護師が常駐しているホームもあると聞きました。
将来のことも考えると、夜中も看護師がいると安心だと思うので、やはり24時間看護師常駐のホームを
選んだ方がよいのでしょうか？？

夜間も数回、痰の吸引
があるので、やっぱり
夜も看護師が必要ね

介護職員の方が日々の変化を
しっかり見てくれているし、日勤
の看護師や往診医の方とも連携が
取れているので安心できる

将来的には安心だけど、今は
まだ元気だから、自立した方
が多い雰囲気がいいな！

医療行為はあるけど、
日中の看護師さんで
対応してもらえそう

ホーム＝生活の場です。
≪何を優先したいか≫を中心に検討しましょう

メリット デメリット

・医療対応が多くても
受入可能な幅が大きい

・夜間の医療連携に
安心感がある

・将来医療行為が必要に
なっても転居の可能性が
低い

・月額料金が割高になる

・医療対応が多い入居
者が多い傾向にあるので、
お元気な方は雰囲気が
なじまない可能性もある
※フロア分けをされているホームも
ございます

『LEDなのにもう不点灯？！』

蛍光灯からLEDに替えた際に覚えておいた方が良い豆知識をお伝えします。
LEDに替えて何年も使っていないのに不点灯に…聞いていた話と全然違う…
といった場合に念の為確認したいのが、ランプの向きです。
向きってどういうこと？と思いますよね？
蛍光灯は灯具の両端に配線されているので、左右向きを変えても点灯するのに対し、
LEDは片側給電の為、決められた向きで差し込まないと点灯しません。
では今まで点灯していたのに、何故急に点かなくなったのか？
よくあるのは清掃です。清掃サービスなどを利用している場合、清掃の方がランプを取り外し、
汚れを拭き取り、元に戻す際に向きが反対になり不点灯に、というケースが良くあります。
あれ？もう不点灯？と思った時は一度向きを入れ替えて点灯確認してみることをお勧めします。

ご意見・ご相談がございましたらご連絡下さい！ ホームページは↑コチラ

蛍光灯

LED

電源

介護人材紹介

今回は、これまで求職者の皆さまが面接や見学に行った際、「ここで働きたい」と転職を決め
たポイントをまとめてみました！是非参考にしてみてください＾＾

転職のご相談はLINEでも受け付けています！→

今月の
豆知識

施設内 体制人 環境

・働き方改革
全員インカム使用、
記録はタブレットやPC

・清潔さ
建物が新しい、
建物は古いが中がとても
清潔

・雰囲気
明るい（照明）

・スタッフの雰囲気
笑顔で挨拶をしてくれる人
が多い

・管理者の理念や考え
この人のもとでなら働いて
みたいと思った

・勤続年数
長く働いている人が多い

・待遇
お給料や昇給体系が納得

・研修制度
スキルアップの研修が充
実している

・介護職以外の職種との
関わりがある

・休暇
年間休日が多い

・通勤利便性
自宅から近い、乗り換えな
く１本で行ける

・地域性
地域に根ざしている、地域
との関わりがある



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 有 料 老 人 ホ ー ム 紹 介 シ ニ ア ハ ウ ス コ ム

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

在宅介護センター・アスモ

人 材 紹 介 アスモエージェント 介 護 人 材 養 成 ・ 開 発 ア ス モ カ レ ッ ジ

建物設備保守管理・コスト適正化事業 アスモ・テクノサービス TEL 03-5318-0309 FAX 03-5318-0310

2月社内にて看護師による勉強会を行いました。
その中でためになる資料を紹介させて頂きます。

手洗いのワンポイント

マスクの正しい付け方

・指先を意識して洗いましょう。

・少し長いくらい流水で流しましょう。

・消毒液・スプレーの場合
気持ち多めに。
乾くときに手から菌が消毒されますので
細かく手に延ばしましょう

栄養と休養が大事で
す。睡眠と食事をしっ
かりとり免疫力を高
めましょう！J:com、中野ケーブルテレビ

「中野人図鑑」に出演しました。

４月7日より放映

元女子プロレスラーのブル中野さんがインタビュアーを

務めるJ-COMチャンネル（中野ケーブルテレビ）放映の

「中野人図鑑」にゲストとして出演致しました。

「中野人図鑑」は、様々なフィールドで活動する中野人と

ブル中野さんとの対談番組で、現在の活動状況や生い

立ち、将来の展望などをお話させていただきました。

ブル中野

83年に全日本女子プロレスでデビ
ュー。ダンプ松本と極悪同盟を結
成、ヒールとして一時代を築く。90
年、WWWA世界シングル王者37
代チャンピオン。97年に故障によ
り、惜しくもリングを降りる。
現在は、中野区観光大使や奉仕
団体「中野ライオンズクラブ」など
奉仕活動にも積極的に参加する
など活躍中。

『意外と知られていない遺言書の機能』

Ｑ：元気なうちに遺言書を書こうと思いますが、注意すべき点はどんなところですか？

Ａ：遺言書の記載内容には法的効力のある「法定遺言事項」 と法的効力はないですが自由に想いを遺せる「付言事項」の２つに
分けられます。
法定遺言事項は皆さんがご存知の「誰々に〇〇の不動産を相続させる〜」の部分です。
しかし、付言事項まで記載されている方は少数です。付言事項には形式はありませんので、思い思いの文章を遺せます。
遺言書を遺す経緯や考えを記載するだけでも残された相続人はより遺言内容に納得しやすくなるのではないでしょうか？

また、故人がどのような理念・価値観で人生を歩んできたのか、家族にどんな風に生きていって欲しいのか、また、家族への感
謝の気持ちを伝えるのも良いのではないでしょうか？

遺言書はご本人が亡くなってから相続人が読むものです。最後の家族への手紙として恥ずかしがらず勇気を持って文章を綴っ
てみてはいかがでしょうか？

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。


