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先日8月10日、「西部警察」シリーズ

や2005年、映画『男たちの大和

/YAMATO』などで知られる石原プロモ

ーションの渡哲也さんがお亡くなりにな

りました。

私の世代、渡哲也といえば、「くちなしの花」を歌う歌

手。「西部警察」に出演している俳優などのイメージが強

かったのですが、追悼番組などを見ていると、そうした表

の功績以上に人としての渡哲也氏がクローズアップされて

いました。特に印象に残ったのは、石原裕次郎さんとの出

会いや東北大震災後の石原プロモーションの炊き出し活動

の一コマです。

青学時代に友人が勝手に応募したオーディション。最初

は怒った渡さんでしたが、思い直すきっかけになったのが

「裕次郎に会えるかもしれないぞ」という仲間の言葉だっ

たそうです。7歳年が離れているが、誕生日が一緒（12月

28日）の日本一のスター。憧れを抱きながら1964年に芸

能界に飛び込みました。初めての出会いは、日活でデビュ

ーした頃の食堂での出来事です。渡さんが、食事中の裕次

郎さんに挨拶に行くと、裕次郎さんは自ら席を立ち「頑張

ってください」と握手を求めました。満足に挨拶もしてく

れない諸先輩方のなかで裕次郎さんだけが自分から立ち上

がって自己紹介した上に、握手して激励してくれた。渡さ

んは生涯、後輩にも絶対に席を立ってあいさつをするよう

になるほど深い感銘を受けたのです。

渡さんは71年、ロマンポルノ路線に転じた日活を退社

し、複数社の争奪戦の中、選んだのは当時借金で倒産寸前

の石原プロでした。

当時、渡さんは経営難に直面する裕次郎さんに、当時の

サラリーマンの年収4年分にあたる180万円を差し出しま

した。裕次郎さんが「ありがとう。哲。気持ちはいただく

けど、これは引いてください」と言うと、返す刀で「じゃ

あ僕を石原プロに入れてください」。この時渡さんは最も

慕う大スターに殉ずる覚悟を定めたのでした。

石原プロは会社再建と経営安定のため、テレビドラマ

に本格進出します。その代表作が、渡さん主演で79年に

始まった「西部警察」シリーズ。72年から裕次郎さんが

出演した「太陽にほえろ！」シリーズと並び、石原プロ

の金看板となったのです。

裕次郎さんが亡くなった87年、石原プロ社長を継いだ

渡さんは百カ日法要の仏前で「ボス、前途は厳しいでし

ょうが、今まで以上に心を合わせてやっていきます」と

誓いました。

いち新人俳優に温かく接する

石原裕次郎の姿勢に心を動かさ

れた自分自身を阪神淡路大震災

や東日本大震災で被災し、不安

の中で生活する人たちの姿に

重ね合わせたのか、石原裕次郎

から受けた優しさが、被災地での炊き出し活動につなが

っているのではと感じます。

東日本大震災後、トラック２８台でカレー、おでんな

ど約１万４０００食を用意し、いち早く宮城県・石巻市

を訪問し、大規模な炊き出しを開始しました。

当時、被災地で生活する地元民の方が、「どちらに宿

泊されているんですか」と尋ねると、被災地の方が避難

場所で大変な思いをしている中、自分たちだけ、ホテル

に寝泊まりするわけにはいかないと、寝袋を持ち込んで

の支援だったのです。そこには「東北が持つ不屈の精神

で、復興をあきらめないでほしい」との願いが込められ

ていました。石原裕次郎没後33年。芸能史に残るカリス

マの魂を見事に後世に語り継ぎ、渡さんは旅立ったので

す。

私たちは、お仕事や地域行事など様々なイベントなど

で日々多くの方との出会いをいただいています。ほんの

一瞬の立ち振る舞いがいかに大切なものなのかを改めて

自覚していきたいと思います。

握手が繋いだ石原裕次郎さんの想い

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。
7月の活動実績＝19115Pとなり、本年より開始いたしました累計数は、129335P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。



居宅介護支援

たんぽぽ介護 訪問介護サービス

ケアプラン作成

バンザイ（万歳）三唱で胸を開いて、
心をのびやかに・・・

毎日暑い日が続いております。ついつい背中も猫背になりがち
ではないでしょうか。

背中が丸まると、気持ちもどんより、内向きに・・・

そんな時、胸を開いてバンザイ三唱をゆっくり、無理のないよう

やってみましょう。

椅子に座って行っても大丈夫です。

不思議と呼吸が深くなり、気分も明るくなってくるはずです。

１日 ３回 バンザイ三唱
１日 ８回 こまめに水分補給

暑い夏を一緒に乗り切りましょう。

介護支援専門員 藤井貴美子

夏の熱中症対策

水分補給におすすめの飲み物・NGの飲み物とは？
夏になると、冷たいビールやスポーツドリンクなどをつい飲んでしまいがちです。しかし、水分補給に選ぶものは

気を付けないと、逆に脱水症状になる可能性が高まったり、糖分の取りすぎになってしまうので要注意です。
今回は、熱中症対策におすすめの飲み物と、気を付けた方がいい飲み物を紹介していきます。

私達の体は、何もしなくても１日に約1200mlの
水分が失われます。そのため、１日辺りの水分補給量は
1500ml～2000mlを目安にしましょう。また、寝てい
る間も水分は失われるので、寝る前と朝、コップ１杯の
水を飲む習慣をつけるといいですね。

熱中症にならないようにするには、麦茶や水などのノ
ンカフェイン飲料を意識してとるようにしましょう。
ほかにも、たんぽぽ茶、ルイボスティー、黒豆茶、コー
ン茶などもノンカフェインな上に、ミネラルを補給でき
ておすすめです。

もし熱中症の疑いがある場合は、経口補水液（OS-1）
が最適です。経口補水液は、ブドウ糖と食塩を水に溶か
して作られている飲料であり、より素早くエネルギーを
吸収することができます。
しかし、経口補水液はあくまで熱中症になってしまっ

た際に飲むものであり、いつも経口補水液さえ持ち歩い
ていれば熱中症にかからないというわけではありません

☎ 03-5318-4007

☎ 03-5318-5731

水分補給は熱中症対策に欠かせませんが、飲み
物として向かないものもいくつかあります。

・カフェインを多く含むもの及びアルコール
コーヒー、紅茶、栄養ドリンクなどには利尿作用の

あるカフェインが多く含まれています。
アルコールもカフェイン同様、利尿作用があり、例

えばビール１０本を飲むと１１本分が尿となって排泄
されると言われています。

・糖質の多い飲み物
ジュースなどの砂糖入りの飲み物は、急激な血糖値

の上昇につながり肥満の原因にもなってしまいます。
ただし、スポーツドリンクは運動後に飲むエネルギ

ー補給には非常に向いています。
また、一部のスポーツドリンクは『薄めて飲むとい

い』という情報が散見されますが、スポーツドリンク
の製造元は『薄めて飲むことは推奨していません』の
で、体を動かした後の水分補給には、そのままのスポ
ーツドリンクを摂取するようにしましょう。



福祉用具レンタル・販売 住宅改修
介護用品のレンタル・販売、住宅改修

シニアハウスコム 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

今回は「インシュリン注射」に
ついてお伝えします。
生活習慣病の一つである「糖尿
病」は症状により「インシュリ
ン注射」が必要です。
実際の施設での対応と施設探し
のポイントをまとめました。

インシュリン注射はご本人が
できない場合、医師の指示に
より施設の看護スタッフが行
います。医療行為に当たるた
め、介護スタッフが行うことは
禁止されています。

インシュリン注射の回数は症
状によりさまざまですが、職
員体制によって時間をずらす
などの対応を取っている施設
もあります。

本人の状態により医師の指
示のもと、服薬へと切り替え
ることもあります。

・ご本人のインシュリン注射状況の把握
（インシュリン注射の回数や時間・自己注射
が可能かどうかの確認など）
・施設の受け入れ態勢の確認
（看護師の勤務体制など）

シニアハウスコムでは医療関係者等と連携し
ながら、経験豊富な相談員がお探しします。
安心してご相談ください。

☎ 03-5318-4007

0120-5318-77

相談員
古庄

施設探しのポイント

こんにちは！福祉用具相談員の佐藤英郎です。

なかなか立ち上がれなかったり、立ったときの姿勢がふらついて安定しないとき、大きな

助けとなるのが手すりです。では、どんなことに気をつけて選べばいいのでしょうか？

これから３回に分けてポイントをお話しします。

第２回のテーマは「手すりのタイプ」です。

■手すりのタイプ

床に置いて使用する手すりで、ベッ

ドや布団からの立ち上がりに使いま

す。ベースの部分の上にいろいろな

形状の手すりがついています。

床と天井の間に突っ張り棒のように

手すりを設置するタイプ。つかんで

引っ張り、立ち上がる動作を助けま

す。壁のない場所に設置できます。

突っ張り型と突っ張り型の間にバー

タイプの手すりを取り付け、壁のな

い場所で横手すりなどを施工できな

い場合、その代わりとなります。

据え置き型

ベッドや布団のそば

に置き、立ち上がり

をサポートします。

突っ張り型

つかんで引っ張る力

で立ち上がりを助け

ます。

突っ張り組み合わせ型

壁がなくても長い手す

りを設置できます。

施設での対応について



株式会社
アスモ

たんぽぽ介護
■訪問介護

シニアハウスコム
■有料老人ホーム紹介

在宅介護センター・アスモ
■ケアプラン作成
■福祉用具レンタル・販売 住宅改修

アスモ・テクノサービス
■建物設備保守管理・
コスト適正化事業

アスモエージェント
■人材紹介

アスモカレッジ
■介護人材養成・開発

株式会社アスモ

〒165-0026 東京都中野区新井1-26-4 2F

TEL  03-5318-4007 FAX  03-5318-4008

暮らしと相続

東京都世田谷区祖師谷3-4-7 伊地智ビル1階

「くらしと相続の相談窓口」

司法書士法人 相続法務

東京司法書士会世田谷支部 支部長 門脇紀彦

電話 03-5429-1096

ご相続、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。

アスモ・テクノサービス
建物設備保守管理・コスト適正化事業

地震や大雨などの災害が多く発生する昨今、災害時に必要な備えについて、
発災後の3日間で「あってよかったもの」「なくて困ったもの」、災害を経験し
「これは絶対用意すべきと感じたもの」に関するアンケート調査で
「モバイルバッテリー」84％、「水」「電池」51％、「ランタン」47％、
「保存食」44％という結果になりました。安否の確認、災害状況の確認だけでなく
病院情報の収集や家族・友人との連携等の為に通信手段が必要と考えられているようです。

弊社では「HUG400A」という持ち運びできる小型蓄電池をご用意しております。

ご相談がございましたらお電話ください！ ホームページはこちらからご覧いただけます →

☎ 03-5318-0309

『備えておいて良かったもの』 HUG400A

☎ 03-5318-0309

『兄弟姉妹の相続』

Ｑ：私達は兄弟姉妹4人でしたが、弟2人はすでに亡くなりました。弟2人にはそれぞれ子供が1人ずついます。私は

長女で独身、末子に独身の妹がいます。この度、妹と2人でお金を出し合い共有名義のマンションを購入しました。

2人のうち一方が亡くなった場合は残された方がマンションを相続する様に取り決めました。相続対策としては何を

準備しておけば良いでしょうか？

Ａ：亡くなった方に配偶者やお子様がいない場合、かつ、ご両親がすでに亡くなっている場合、相続人は兄弟姉妹に

なります。そして、既に亡くなっている兄弟がいる場合、その子供達（相談者から見て甥姪）も相続人になります。

今回、仮に相談者が先に亡くなった場合、相続人は末子の妹さんと、亡くなった弟さん達の子供2人、合計3人が

相続人になります。

この場合、相続人全員で遺産分割を経てマンションの名義を末子の妹さんへ変更する事ができます。しかし、ほか

の相続人も相続を主張される場合もあります。このような時は遺言書が有効です。相談者、妹さんそれぞれが自分が

亡くなったらマンションの名義は〇〇へと言う内容の遺言書を残しましょう。

遺言書が有れば他の相続人の意思に関係なくスムーズに名義変更出来ます。

ご自身が亡くなった時、どのように相続してもらいたいか？

きちんと明確にして準備しておく事がとても重要ですね。


