
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。

【在宅介護センター・アスモ】で検索してください。

ア ス モ た ん ぽ ぽ新聞

代表取締役花堂浩一

令和２年9月 第180号

弊社では、始業前に全スタッフで朝礼

と持ち回りでの1分間スピーチを行うこ

とになっています。先日、私が担当の日

にお話した内容を共有させていただきま

す。

コロナの影響は、私たちの生活のみならず、生活を基

盤とする経済にも、大きなダメージを与えております。

大手企業は先行きが見えない中、どこの企業も2021年度

の決算見通しが発表できない状況になっていました。

そんな中、トヨタ自動車だけが５千億円（前期２．５

兆円）の黒字見込みを発表したのです。先行き不透明な

状況であるにもかかわらず、豊田章男社長はなぜ発表に

至ったのでしょうか？ 自動車産業は部品の75％を部品

メーカーに依存しており、多くの会社の協力があって成

り立っている産業だと言えます。トヨタが計画を出さな

いということは、ともに仕事をする多くの仕入先や関係

者が「どうすればよいのか」と悩むことになります。そ

こで決算発表で“最低限、守らなきゃいけない基準”となる

計画を出すことによって、関係者に少しでも元気になっ

てもらいたい、トヨタが関係する人々に幸せを量産する

会社だと思っていただきたいという強い思いからだった

のです。

しかし発表翌日の新聞報道は、今期の見込み５千億円

（黒字）を発表したことに対し、８割減を（見出しに）

躍らせたのです。総会でこの報道に対し社長の考えを聞

かせていただきたいとの株主からの質問にロバと老夫婦

の話を引用したのです。

ロバを飼っていた老夫婦がロバを売りに行くため、町

の市場へ出かけます。お爺さんがロバにまたがり、お婆

さんがロバを引いて歩いていました。二人の様子を見た

人たちが、「お爺さんだけ楽をして、お婆さんがかわい

そうじゃないか！」と言いました。

それを聞いた二人は、「なるほど」と思い、二人でロバ

を引いて町へと歩きだしました。

するとそれを見た別の人が、「あいつらはロバの正し

い使い方を知らないのか？ロバがいるのにもったいない

じゃないか！」と言いました。それを聞いた二人は「な

るほど」と思い、二人でロバに乗って町を目指します。

するとそれを見た別の人が、「ロバに二人も乗るなん

てロバがかわいそうじゃないか！もう少しロバを労わっ

てやれないのか！」と言いました。それを聞いた二人は

「それもそうだな」と思い、お婆さんがロバにまたがり

お爺さんがロバを引いて歩きました。

すると今度は別の人が、「自分だけ楽をして足の悪い

お爺さんを歩かせるとは、けしからん女だ！ひどいじゃ

ないか！」と言いました。

そして、豊田社長は話を続け“例え話”の意味を解きま

した。要は「言論の自由」という名のもとに、何を言っ

ても何をやっても批判されるということだと思います。

情報によって人を傷つけることもできれば、元気にする

こともできると思います。大切なことは、「その情報を

伝えることによって、何を実現したいのか」ということ

だと思います。もっと言いますと、「どんな世の中をつ

くりたいか」ということです。

これは全ての人を納得させることの難しさの喩えとし

て伝えられているお話です。しかし、現在のように、コ

ロナ終息後も極めて厳しい社会環境になることが予想さ

れる中、ことお仕事に関して、ここに登場した老夫婦を

指摘するような物事の捉え方をするのではなく、すべて

を包み込むように温かく人に接していきたいものです。

ロバと老夫婦の話

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。
8月の活動実績＝19,830Pとなり、本年より開始いたしました累計数は、149,165P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 ケアプラン作成
☎ 03-5318-4007

たんぽぽ介護 訪問介護サービス
☎ 03-5318-5731

※ レスパイト・・・小休止・息抜き・休息

家族の方が介護に携わっていると、知らず知らずのうちに、精神的・肉体的・経済的に負担を感じる
ようになってきますよね。
このような家族の負担を減らすため「レスパイトケア」いう考え方が提唱されるようになりました。
ひとりで背負い、頑張りすぎないことが、介護を続けるコツ！！
色々なサービスを受けることで、ご自分の生活や仕事をあきらめないでほしいと思います。

ストレス発散・気分転換
心身のリフレッシュ

お稽古・趣味などを楽しむ

小休止・自分の時間づくり

デイサービス・ショートステイ
ヘルパーや家事代行などのサー
ビスの利用

同じ悩みを共有・地域の
情報収集

オレンジカフェ・介護者
の会などへの参加

介護する人に息抜きや休憩は必要、一人で抱え込まず、地域包括や担当ケアマネに気軽に
ご相談ください。
頑張っている介護者の家族に労いの気持ちを表したいものですね。

介護疲れにならないで、倒れる前にレスパイトケア❕

自分で行う災害への備え

台風・大雨に向けて

毎年９月は台風が多く、また、昨今では急激な豪雨や雷
雨といった天気も増えてきています。
警報などの防災気象情報を利用して、被害を未然に防いだ
り、できるように、日ごろから準備をしておきましょう。

家の外の備え
テレビなどで台風が接近している等の情報が流されたら、
雨が降る前に、または風が強くなる前にこれらの準備を行
いましょう。

・窓や雨戸はしっかりとカギをかけ、必要に応じて補強
します。
窓ガラスに養生テープを貼る、という方法は、窓ガラス
の強度自体を上げることは余りありませんが、万が一窓
ガラスが割れた時に飛散を抑える効果はあります。

・側溝や排水溝は掃除をして、水はけをよくしておきま
しょう。

・風で飛ばされそうな物（植木鉢・ゴミ箱・物干し竿・
自転車など）は飛ばないように固定したり、可能であれ
ば家の中に格納するといいでしょう。

家の中の備え
・非常用品の確認をします。
懐中電灯、携帯用ラジオと電池、救急薬品、衣類、
非常用食料、携帯ボンベ式コンロ、貴重品など、い
ざという時の為にまとめておきましょう。

・室内からの安全対策としては、万一の飛来物の飛
込に備えてカーテンやブラインドを下ろしておくこ
と。また、飛散防止フィルムなどを窓ガラスに貼る
と効果的です。

・断水に備えて飲料水を確保するほか、浴槽に水を
張るなどして生活用水も確保しておきましょう。

避難場所の確認など

・学校や公民館など、避難場所として指定されてい
る場所への避難経路も確認しておきます。

・避難する際は持ち物を最小限にして、両手が使え
るようにしておきましょう。

介護支援専門員 金子 恵美子



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？

３回に分けてポイントをお話ししています。

最終回のテーマは「手すりを選ぶときのポイント」です。

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

☎ 03-5318-4007

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 0120-5318-77

シニアハウスコムの強み
おかげさまで今年12年目を迎えるシニアハウスコム。

多くの皆さまに支えられ、また多くのご相談者様の❝ありがとう❞に力をいただきながら、

お仕事をさせていただけることに感謝しています。

そして、改めてシニアハウスコムの強みをお伝えいたします！！

介護事業所
が運営

11年以上の
経験・実績

相談者さまにも
運営会社さまにも

丁寧な対応
今年で20年目を迎えるアスモ

は、訪問介護を中心に、在宅で

生活をされる高齢者の皆さまを

サポートしてまいりました。し

かし、残念ながら在宅での生活

が難しくなられる方もいる中で、

介護現場を知る者が、次の生活

の場をお探しするお手伝いがで

きればとの思いでシニアハウス

コムを立ち上げました。

ポータルサイトの運営から始

まったシニアハウスコム。1万

件以上の相談対応をしていく中

で、対面型の相談対応に切替え

たり、提案資料をわかりやすい

ものへ更新・・・と常に、相談

者様に寄り添った形で変化し続

けてきました。相談員全員が介

護関連の有資格者で、その経験

を土台に柔軟な対応を心がけて

おります。

ご本人、ご家族はもちろん、多

くのご紹介をいただく病院の相

談員様やケアマネジャー様、施

設の運営会社様等など、各方面

への連絡・調整を丁寧に行って

います。おかげさまで、弊社の

活動に関してご定評をいただい

ております。今後も、ご入居後

のアフターフォローも含めて丁

寧な対応を心がけてまいります。

ニ ア ハ ウ ス コ ム 相談員
小川 佐藤 盛田 古庄

■手すりを選ぶときのポイント

肘掛けなどを「下へ押して」立ち上

がるのか、前方にあるテーブルなど

を「手前に引っ張って」立ち上がる

のかにより、最適な手すりのタイプ

が異なります。

マヒなどで手すりをつかめない方に

は、手のひらや腕を置いて支えるタ

イプがあります。持ち手も楕円形な

どの形状があるので、ご本人がいち

ばん握りやすいものを選びます。

両手で手すりを握れば、姿勢が安定

します。必要に応じて室内の複数箇

所に手すりを設置したり、移動経路

に沿ってバータイプを置くなど、住

環境との兼ね合いで考えます。

ポイントその３：

両手で握れる手すりな

ら、姿勢がぐんと安定

します。

ポイントその２：

手すりの形や直径は、

ご本人が握りやすいも

のに。

ポイントその１：

押して立つか、引いて

立つか、立ち上がり方

に合った手すりを。



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

☎ 03-5318-0309

ビル・マンションを保有されているオーナー様にとって、猛暑がひと段落して突入する台風シーズン
はとても心配ごとの増える季節です。
雨漏り、漏水対策は計画的に立てる必要がありますが、従来とは異なる防水工事の工法がありますの
で、ご紹介します。

従来工法 新工法

防水塗料を塗る 防水シートを貼る 液体保護剤を浸み込ませる

建物を安心して運用していく為に定期的に必要な修繕を行いましょう。

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 →

『新たな防水工法』

Ｑ：相続のいろいろな手続きがあるのですが司法書士、弁護士、税理士どこに頼めばいいのでしょうか？

Ａ：相続に限らず、法律家と言われる士業はいくつもあります。

司法書士は裁判所や法務局へ提出する書類作成代行を行いますが、不動産登記や法人登記、債務整理など、多

岐に渡るため全ての司法書士が相続に強いという事はありません。どの分野が専門なのか見分けが難しいです。

また、税理士も会計が専門の税理士と相続専門の税理士と同じ税計算しても相続税の納税額に差が生じる場合

があるほど、専門性に偏りがあります。

同じく弁護士も相続人の間で争いがある場合は代理人として交渉出来ますが、手続きのプロではありません。

医者に内科や外科、精神科と分野別に専門家がいるように、相続に関しても専門性の高い士業に依頼するべきで

すが、一般の方が見抜くのは至難の業です。

当事務所は開業14年、1000件ものご家庭の手続きを行ってきました。

また、相続専門の各士業と連携を取る事でワンストップで対応でき、ストレスのない相続サービスをご提供致

しております。


