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令和２年５月発行

私が親しくしている友人がフェースブック

に投稿した内容に感銘を受けましたので、

ご紹介させていただきます。 （以下）

ある実験がおこなわれました。

二人一組になって、一人がもう一人の背

中を一秒間に一回のテンポで、トントンと軽くタッチします。

よく赤ちゃんの背中をお母さんが、トントンするのと同じです。

これをすると、された方は不安感やイライラ感を抑えるセロトニ

ンという脳内の神経伝達物質が、増えるそうです。つまり、癒さ

れるということです。

しかし、この実験は、これだけ

では終わりません。更に、『やっ

ている人も、セロトニン濃度が上

昇する』ということがわかったので

す。

赤ちゃんをトントンしている時、赤ちゃんだけじゃなく、お母さ

んも癒されていたのです。

誰かに喜ばれることをするということは、実は、自分を癒し、

自分を幸せにする方法だったのです。

斎藤一人さんの著書「カンタン成功法則」にこんなお話があ

ります。

本当は「我」には、二つの種類が

あるのです。

★一つは「小我（しょうが）」と呼ばれ

るもの。

★もう一つは「大我（たいが）」

「大我」とは、「自分も楽しく、人にも

喜ばれること」。自分の為にもなり、

相手の為にもなる。

世の中全ての人たちが、豊かで幸せになる事を願うこと。

これを「大我」というのです。

大我で仕事を始めると、あなたは失敗することは出来ません。

出会う人全てが、自然とあなたのファンになり、あなたを応援

することになります。

応援してくれるのは、人間だけではないのです。

大我で仕事を始めると、神さまが「それ、いいね！」と喜んで

強烈なサポートを始めるのです。

「自分も楽しく、人にも喜ばれること」を続けていくことが、人生

を豊かにする最善の方法なのでしょう。

自分を喜ばせる、自分だけが得をしようとする考え方では、自

分も、人も幸せにはなりません。

それは、奪い合いの世界になってしまいます。

今回、コロナ問題で小・中・高が一斉休校になった為に、パ

ンの納品が出来なくなり、潰れそうになった小さなパン屋さん

のニュースが、テレビで紹介されてました。

どんなニュースかというと、休校になっている高校の生徒

さんや卒業生が、次々とお店にパンを買いに来ているとの

こと。

パン屋さんを潰さない為に、パンを

買いに来て！

というある卒業生の呼びかけがきっ

かけだったそうです。

こんなご時世だからこそ大我で生き

る努力をしたいですね。

今日も

気分を変えて

進みましょう☺ (友人のfacebook）より

現場で、日々ご利用者様の介助を行なっているヘルパーの

皆さんも、ご利用者様のために懸命にお仕事をしていただい

ていることと思いますが、実はご利用者様から「癒し」という大

きなプレゼントをいただいているのではないでしょうか？

弊社が、創業以来２０年このお仕事を続けられた最大の理由

がここにあるのだと感じました。

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。
４月の活動実績＝16730Pとなり、本年より開始いたしました累計数は、73455P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。

「『癒し』というプレゼント」



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。介護用品のレンタル・販売、住宅改修

訪問介護サービス

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、
介助するご家族などの負担を軽くしてくれるベッドです。では、どんなことに気をつけて選べばいいのでしょうか？
ポイントを３回に分けてお話ししています。第２回のテーマは「特殊寝台はここがすごい」です。

心は五月晴れでいきましょう
端午の節句、こいのぼりを町で見かけました。とても心が穏やかになりました。バラも色と
りどりに咲いてます、お花は元気です。みなさまも３食バランスよく（ごはん・野菜・お肉
など）充分な睡眠をとり、規則正しい生活習慣を心がけましょう。

無理のないように、手をグーパーグーパー１０回、椅子に座って足踏み１０回、自宅で１日３
回くらい楽しく体操して、手洗い、うがいを忘れずに・・・窓を開けて、心もお部屋も換気し
ましょう。

今はコロナウィルス感染拡散防止のため、人と人の間に距離（２メートル位）をとらなければ
なりません。でも心の距離は今までどおり、近くにおります。笑顔をまたお届けに参ります。

介護支援専門員 藤井 貴美子

訪問介護サービス

衣替えに合わせて行う、ダニ 対策

最近は一段と暖かくなり、昼間は汗ばむ陽気も多くな
りました。
そろそろ上着などを徐々にしまって片付け、薄手の衣
服を出して来る頃かと思いますが、この衣替えをきっか
けにダニ対策を積極的に行いましょう。

・ダニの増えやすい時期とは
ご存知の通り、ダニは湿度のある環境を好みますが、
実は３～４月にも増加傾向にあるそうです。
湿度の高くなる夏はもちろんのこと、近年の家は密閉度
が高く、加湿器や暖房器具が使われている為、乾燥に
弱いダニでも冬を生き延びやすくなってしまいます。
今はいろんなシーズンの服が出てくる時期。
衣替えのタイミングこそ、ダニ対策のチャンスです。
本格的な夏になってダニの増加を抑える為にも、活動
しやすい今の時期に対策するといいでしょう。

衣服は風に当てるだけでも効果はありますが、天日干しすると
よりダニ対策になります。
その他、収納スペースも同時にダニ対策を行いましょう。

《タンス》
衣服の移動に合わせて、タンスも掃除しましょう。
引き出しごとに取り出し、掃除機でホコリを吸い取ります。
また、中身を抜き出して雑巾を固く絞り、内側もしっかり拭き
ましょう。この時、同時にタンスに扇風機を当てて中を換気し
ます。
最後は十分に乾かしてから収納してください。

《カーペット》
カーペットは次のシーズンまでしまいっぱなしになりがちですが長期
的に使うものなので念入りに手入れをしましょう。
ブラッシングをして大きなホコリを取り除きます。
次は電気を消した部屋にカーペットを１時間ほど置いておき、ダニを
表面に誘い出します
その後、掃除機で吸い取った後に、天日干しをします。
収納する際は市販されている除湿シートや、ダニ退治シートをカー
ペットと重ねるといいでしょう。
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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）

有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅

ご相談・ご紹介

建物設備保守管理・コスト適正化事業

『今できることを』

新型コロナウイルス感染拡大により、大きな制限を受け、多くの方が様々な困難に直面しています。

弊社のお客様であるマンションオーナー様も例にもれず、勿論その入居者様も然り…
オーナー様の収入源は家賃ですが、様々な理由で家賃の支払いが難しくなっている方もいらっしゃいます。

オーナー様、入居者様それぞれの立場にて活用できる制度をご紹介します。（5月8日時点）

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

入居者（個人住居者）様 入居者（テナント）様 オーナー様

住居確保給付金
1. 持続化給付金

2. 融資（無利子・無担保）
融資（無利子・無担保）

失業・離職・減収により家賃支
払いが困難になった場合に利用
できる給付金です。

1. 50％以上事業収入が削減してい
る場合に利用できます。
2. 家賃の2/3が給付される予定です。

5％以上の事業収入減などに該

当する場合に無利子・無担保で
融資を受けられる制度です。

新型コロナウイルスの影響により、有料老人ホームでも「入居者と家族の面会制限」「入居制限」「見学制限」など、

様々な対応をしながら感染拡大防止に尽力をされています。入居者さま第一優先であることは当然ですが、

在宅や病院でお困りの皆さまの力にもなりたいと、細心の注意を図りながら入居の相談に乗っていただ

けるホームも多くございます。今回は緊急事態宣言後にいただいた実際の相談事例をお伝えします。

在宅勤務介護 育児

ご家族が疲弊

ショートステイ・デイサービスの休止、

学校休校による育児、外出自粛による在宅の勤務と

主介護者に多くの負担がかかり疲弊しているケース。

また、ご家族が自宅に集まることで将来の話がじっく

りできたり、在宅勤務中だからこそ施設探しができる

というご家族も増えています。

■在宅からの相談事例
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転職時によく効くおまじない①

転職活動中は不安との戦いでした。

私はどこにも必要とされていないのでは……という不安や孤独感は、自分をどんどん追い詰めていきます。そんな時に、応募した

企業から「貴殿の今後のご活躍をお祈り申し上げます」なんていうお祈りメールをもらった日には、だからその活躍の場をください！

と叫びたくなりました。

自分自身を否定されたように感じたとき、自分で自分を励ますことができないとき、思い出す一説があります。

「自分を磨く方法は、働いて働いて働き抜くこと。自分にものを教えてくれた人に、叱られて叱られて叱られ続けること。

このふたつのうちのどちらかを徹してやり続けたら、人間は良く変われる」

パワハラを我慢しろとか過労死寸前まで働けとか、そういう意味ではありません。簡単にへこたれるな、自分の足で立ち上がれと

いう強い励ましに、いつもハッとします。

転職に限らず仕事のことで悩むことがあったら、『三十光年の星たち』（宮本輝 著）をぜひ一度読んでみてください。

きっとこれからの人生の添え木となってくれると思います。



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

令和2年5月15日、代表の花堂と他スタッフ4名で千葉県
四街道物井へ田植えと畑の作付け作業に行ってきました。
これは、代表の花堂がコロナの問題は別としても、今のような経済状況は
遅かれ早かれ経験することになるだろうと10年以上前より想定していた
とのことです。
リーマンショック後、契約寸前までいったアグリ事業も東日本大震災で
白紙になってしまいましたが、今回ようやく農家さんと契約し、自社の農
地を確保しました。
今回は今後数年後に想定される食糧危機に備え、社員とヘルパーの
皆さんの食の確保が最大の目的となる福利厚生事業となります。

今回のコロナ問題で大変な中、現場でお仕事をしていただいている
ヘルパーの皆さんが、将来に不安を感じることのないよう、アスモでは、
できる限りの準備と対策をこれからも行っていきたいと思います。

『自分が死んだら誰が相続人になるのか？』

Ｑ：自分が死んだ時、だれが相続人になるのかわかりません。法律上、相続人や相続割合はどのようにきまるのでしょうか？

Ａ：ご自身が亡くなった際、相続人になる方は民法上決められています。

相続人の範囲

①常に相続人：配偶者

②第一順位：被相続人の子

（被相続人の直系卑属）

③第二順位：被相続人の直系尊属

（第一順位がいない場合相続権が発生します。）

④第三順位：被相続人の兄弟姉妹

（第一、二順位がいない場合相続権が発生します。）

いかがでしたでしょうか？遺言書やエンディングノートの作成をお考えの方は、ご自身の相続人が誰になるのかを理解しておくことでより

具体的な遺言書、エンディングノートが作れるのではないでしょうか？

相続税の基礎控除も相続人の人数によって異なります。これから相続

対策を始める方にとっても重要なポイントになりますね。

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。

法定相続分

①配偶者と子供の組み合わせ

配偶者：２分の１ 子供２分の１

②直系尊属と配偶者の組み合わせ

配偶者：３分の２ 直系尊属：３分の１

③配偶者と兄弟姉妹の組み合わせ

配偶者：４分の３ 兄弟姉妹：４分の１


