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早いもので、今年も残すところあと

僅かとなりました。毎年この時期にな

ると、重大ニュースや流行語大賞、そ

して毎年恒例の一年を象徴する漢字一

文字も発表されます。

「囚われ意識からの脱却」

今年の漢字一文字は新型コロナウイルスが世界的に蔓

延する中、感染防止対策として「３密」が提唱され、国

民の生活様式に影響を与えたということで「密」が選ば

れました。

既に皆様もご承知のことと思いますが、コロナ禍での

社会生活は密になってはいけない、という意味での密で

す。私のように高度成長期に生まれ育った者として、対

人関係を円滑にすることこそが、社会生活を有意義に送

るために最も大切なことだとあらゆる場面で教育されて

きました。それは「密」推奨社会です。そして私も密大

好き人間です。

現在のように社会生活に多くの制約やルールを課せら

れることにより、私たちの意識の中に多くの囚われの意

識が芽生えていくことも考えられますが、先日こんな情

報を発信している友人がいました。

「囚われ意識からの脱却」

皆さん、こんにちは。

すべては人間が、自らをどう支配

するかにかかっている。それに比べ

れば、その人が外部からどう支配さ

れるかという点は、さほど重要な問

題ではない。

※自分はいったい「何に囚われている」のでしょうか？

※「自分のやりたいこと」が何かの事情でできないと、

「そのせい」にして諦めてしまうということってありま

す。確かに、「政治や法律のせい」でできないこともあ

ります。

「会社の規則や上司のせい」でということもあるでしょ

う。「親の介護のせい、子どものせい」にしたいこともあ

るかもしれません。そこには、「他の人は、自由にやって

いる」のに、「自分だけ」が、「その事情のせいでできな

い」と思い込んでいることが多いと思います。

★「自由に動けて羨ましいなー！」と思う人はたくさんい

ますが、そういう人たちも、実は、同じようにいろいろな

制約の中を生きています。

違うのは、「外部に支配されている」のではなく、「自

分を自分で支配している」というところです。

※どうしてもゲームをしたい

子は、どんな厳しい親の目で

も盗んでやります。

ほんとうは、「誰かに支配

されている」のではなく、

「自分が何かに囚われている」

だけなのかもしれません。人生を

より輝かせる為には、まずは、その「囚われ意識」から

脱出する必要があるようです。

どう思いますか？今日も笑顔で前進あるのみ。（以上）

コロナ禍の影響で、今年一年、仕事や社会生活で多くの

制約を受けることとなりましたが、大きく時代が変化して

いく中で、今までとは違った大きな社会課題が出現しまし

た。そんな課題を少しでも解決できるよう2021年も社員

一同邁進していきたいと思います。

ご利用者様・ご家族様、

ヘルパーはじめ関係者の皆様

一年間大変お世話になりまし

た。来年が少しでも明るい年

になりますよう祈念いたして

おります。良い年をお迎え

ください。

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。
11月の活動実績＝19,460Pとなり、本年より開始いたしました累計数は、206,280P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

今年もあと少し残すところになりましたね。
年末と言えば、大掃除の時期ですね。
新型コロナ感染の中、おうちで過ごす時間が多くなって少しづつ始めていらっしゃる方も多いのでは・・・
お掃除は身体を動かす良い機会です。また、不用品の整理など日頃できないところの片付けなどを
行うのも良い機会ですね。
身体と頭のフレイル予防してみませんか。
大掃除が済み、おせちの準備が整い、さて大晦日です。
今年の大みそかはテレビを見ながら、こたつで行事食である年越しそばを食べる方も増えるのでは・・・
家族一緒に、今年も無事に過ごせたことに感謝しながら食べる年越しそばはなんとも幸せな味がしますね。

年越しそばには
・長生きできるように
・今年の不運を切り捨て、来年を幸運に迎えられるように
・金運が上がりますように
・来年も無病息災でありますように など諸説あるようです。

今年の嫌なことや、不運を断ち切って新年に向けて願掛けをしながら「年越しそば」を食べてみませんか。
美味しいそばを食べて、新しい年を幸せに過ごしましょう❕

今年も大変お世話になりありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
良いお年をお迎え下さい。

新型コロナウイルス感染に負けずに
年末はフレイル予防をして、新年に向けて願掛けをしてみませんか

安全な暖房器具の使い方 について

暖房は寒い季節の生活に欠かせないものです。インフルエ
ンザやヒートショックなどの健康トラブルを防ぐためにも、
暖房器具を適切に使って暖かくして過ごしたいものです。

近年は、暖房器具のバリエーションが増え、操作も簡単
で安全な製品も多くなりました。
それぞれの特徴と器具の種類については次の通りです。

＜対流式暖房＞
温風を発生させ、対流を起こして部屋を暖める暖房方式。

短い時間で部屋中を暖めることができます。
一例：エアコン・ファンヒーターなど。

＜輻射式暖房＞
暖められた物質が輻射（放射）する熱を利用した暖房方式。

部屋が暖まるまでに時間がかかりますが、室内が乾燥したり埃
が立ったりと、空気を汚すこともありません。
一例：パネルヒーター・オイルヒーター・こたつなど

＜伝導式暖房＞
発熱体を直接人体に触れさせて熱を伝える方式の暖房。

このタイプの暖房器具は全般的に手軽で安価ですが、局所的か
つ補助的なものが多く、部屋を暖めるには向いていません。
一例：ホットカーペット・電気毛布・カイロ・湯たんぽなど

それぞれの暖房と注意点

このように、暖房器具にはそれぞれの特徴と
使用上での注意点があります。

最も一般的な暖房器具のエアコンは＜対流式
暖房＞なので、部屋はすぐに暖まりますが、ど
うしても埃などが舞い上がって室内の空気が汚
れやすくなり、こまめに換気する必要がありま
す。

また、トイレや脱衣所などの狭い場所は、パ
ネルヒーターや床暖房などの＜輻射式暖房＞が
向いているとされます。しかしパネルヒーター
などは手軽に使える一方、火事などの原因にも
なりやすいので衣服などを傍に置いたりしない
よう注意が必要です。

カイロなどの＜伝導式暖房＞は手軽に扱える
魅力がありますが、部屋を暖めるよりも外出時
や就寝前の布団を暖めるなどの用途に向いてい
ます。また、長時間体に触れる状態になりやす
いので低温やけどには注意が必要です。

寒くなってきた昨今、適切な暖房器具を使っ
て快適に冬を乗り切りましょう。

介護支援専門員 金子 恵美子



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

こんにちは！福祉用具相談員の佐藤英郎です。

入浴には清潔を保つ大切な役割がありますが、家庭内事故の危険も潜んでいます。

ここでは安心してお風呂を楽しむための、入浴補助用具をご紹介します。では、どんな

ことに気をつけて選べば良いのでしょうか？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「入浴補助用具選びのポイント」です。

■入浴補助用具選びのポイント

たとえば半身マヒの方なら、マヒの

ないほうの手で握れる位置に手すり

を設置します。ひとりひとりの症状

に応じて、必要な用具を選ぶことが

大切です。

浴室内だけでなく、寝室から浴室ま

での移動をどうするのか、脱衣所で

の着替えはスムーズか、室温はちょ

うどいいのかなど、お風呂に行って

戻るまでの動作や環境も考えます。

出入り口の段差の高さや浴槽の大き

さ・縁の高さ、洗い場の広さ、床の

材質やすべりやすさなど、専門家に

寸法や状態を調べてもらい相談する

と、購入がスムーズです。

ポイントその３：

浴室の環境を見直し、寸法

などを測っておきます。

ポイントその２：

入浴時の一連の動作を想定

し、必要な道具を選びます。

ポイントその１：

ご利用者さまの症状に合わ

せて選び、設置します。

本年も、皆様には大変お世話になり、心より感謝申しあげます。どうか良いお年をお迎えください！！

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

相談員
古庄

こんにちは！シニアハウスコムの古庄です。

今年も残すところあとわずか。年の瀬の準備で皆様の周りも徐々に慌ただしくなって

いる頃でしょうか・・・？さて、今回のシニアハウスコムのコーナーは、ズバリ！

「シニアハウスコムが選ばれる3つの理由！」です。

シニアハウスコムが選ばれる3つの理由！

２・早いから選ばれる！
１・分かりやすいから

選ばれる！
３・愛があるから選ばれる！

老人ホーム探しは初めてでした

が、シニアハウスコムさんは施

設にどんな種類があるか、とい

うことから丁寧に教えて下さいま

した。また、資料や地図も分かり

やすく作って頂きました！

病院からの退院後、在宅復帰が

難しい方がいらっしゃいました。

期日が迫る中、シニアハウスコ

ムさんに相談したところ、迅速に

対応して頂き、見学同行・受け

入れの日程調整なども早急にし

てくれました！

私たちシニアハウスコムは介護

事業所を運営する会社から生ま

れました。その理念は「人に喜

ばれる仕事をすること」。相談者

様に喜んで頂けるよう、愛をもっ

て寄り添います！

ご家族：Ｍ様 ケアマネジャー：C様
シニアハウスコム

相談員



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

新型コロナウイルスの影響もあり、何だか季節感を覚える機会が少ない中
フワフワした気持ちで年の瀬、そして年始を迎えている方も多いのではないでしょうか？

何にもしていないのに時間が流れ、気が付けば年末年始、、、そして年末といえば大掃除、、、
この1年は在宅時間が長く、感染症対策で新たに購入した品もあり例年よりも掃除量が増えた
という方も多いかもしれません。

元々は煤払いという年神様を迎える行事であったり、ただ家を綺麗にするだけでなくその年の厄や穢
れを祓う意味が有ったりした年末の大掃除ですが、何は無くともやる気と時間が無ければやれないよ、
というのが現代っ子（とも言えない私）の言い分で、、、

とはいえ、年が変わるという何とも言えないリセット感。一まとめでなくて少しずつ
でも、年末のうちが難しければ新年迎えてからでも良いので掃除を行い、身の回りを
清く整え、時間感覚も生活環境もメリハリをつけてお過ごしください。

ホームページはこちらからご覧いただけます →

『減り張り』

『亡くなった主人の部屋で遺言書を発見。どうしたらいい？』

Ｑ：主人が亡くなり、部屋の整理をしていたら、手書きで「遺言書」と書かれた封筒が出てきました。

中身は遺言書だと思うのですがどうしたらいいのでしょうか？

Ａ：手書きの遺言書の場合は、裁判所にて「検認」手続きを経なければ相続手続きで使用することはで

きません。また、遺言書が封印されている場合、検認前に勝手に開封すると過料の制裁があります。検

認手続きでは裁判所が遺言書の開封を行います。

手書きの遺言書は作るときは手軽でも実際に相続が起こると裁判所の検認手続きが必要不可欠で煩雑

になります。しかし、今年の法改正で法務局に預けることが出来るようになりその場合は検認手続きが

不要になりました。また、公正証書の遺言書は作成時に費用が掛かりますが、相続発生時にはすぐに使

えます。

どの遺言書がご自身に合っているのか判断が難しいですね。それぞれ特徴がありますので、ご自身に

合った遺言書作成方法を弊社でご提案致します。


