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昨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。
9月の活動実績＝16,420Pとなり、昨年より開始いたしました累計数は、386,975P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。

今月も、弊社のスタッフより「こんな

いい話があるから参考にして欲しい」と

渡されたお話です。

佐藤仙務（さとう・ひさむ）さんは、

子どもの頃から、自分の体を自由に動か

「できないと最初から決めつけるな」

せるのは指先だけでした。2人の兄は体に障害はないので

いつも自由に外で遊びまわっていました。兄たちはたび

たび彼を抱きかかえ、外に連れ出してくれましたが、彼

にとって外で遊ぶのは退屈なことでした。理由は簡単で

す。鬼ごっこをしても、かくれんぼをしても、彼は見て

いることしかできなかったからです。もちろん、一緒に

連れて行ってくれるという意味では、とても優しかった

兄たちでしたが、彼は幼心ながら物足りなさを感じる日

々でした。

そんなある日、兄たちはゲームボーイを買ってもらい

毎日夢中になって遊んでいました。それを見た彼も、「

僕もやりたい！貸して」と言って、兄たちに貸してもら

ったことがあります。

しかし、筋肉が徐々に衰える「脊髄（せきずい）性筋

萎縮症」と診断されていた彼は既に右手の力がおとろえ

始めていました。ゲーム機のボタンが一つも押せなかっ

たのです。

「なんで僕だけみんなと遊べないんだろう」落ち込ん

でいたある日、父が彼専用のゲームボーイを買ってきて

くれました。「お前も、お兄ちゃんたちと同じやつが欲

しかったんじゃないのか」。そう言ってゲームボーイを

手渡してくれましたが、彼は「ボタンが押せないから要

らない」と、ふてくされて答えたのです。すると、父が

手にしたのは1本のドライバーでした。父はゲームボーイ

を分解し、十字形のボタンの上に一本の棒を付け、親指

だけで上下左右に操作できる仕様にしてくれたり、彼の

指の力でもボタンが押せるように改造したりしてくれま

した。大喜びする彼に父はこう言います。

「できないと最初から決めつけるな」

彼はこれをきっかけにゲームに夢中になりました。ゲー

ムだけは唯一、他の遊びと違って、見ているだけではなく

みんなと同じように遊べることができるからです。その後

も新しいゲームやラジコンなどで遊びたくなるたび、父に

「こうしたら遊べるから、こういう仕様に変えて欲しい」

といった具体的な要望やアイデアを伝えました。遊べるも

のがどんどん増えていったのです。しかし彼の障害は成長

と共に進行し、次第にゲームも操作できなくなりました。

すると今度は、一緒に過ごしている兄たちが「手ででき

ないなら別のところでやってみたら？」と言ってくれまし

た。彼は割りばしを口にくわえ、それを使ってボタンを押

すことを思いつきました。そうやって彼は周りのサポート

と、アイデアで「できない」を「できる」に変えていった

のでした。

それは、ゲームだけにとどまらず、学校のテストも口で

鉛筆をくわえて書くことをマスターしました。電動車椅子

の運転も操作スティックを改造し、唇で操作をしたのでし

た。仕事も同じ。徐々に彼は完全にマウスの操作が難しく

なってしまい、現在は目の動きを感知する視線入力で業務

をしています。すべては幼少期に父が彼に言った「できな

いと最初から決めつけるな」という言葉から始まっている

のです。彼は目の動きだけでニンテンドースイッチを操作

できる環境を実現し、兄とではなく、兄の子どもたちと一

緒に遊んでいます。今の時代、テクノロジーとアイデア次

第で何でもチャレンジできる。「できない」を「できる」

に変えられる楽しさを多くの人に知ってもらいたい…と。

私たちは、彼に比べたら取るに足らない些細な問題にも

すぐ壁を作ってしまい、「できない」と結論づけていない

でしょうか？私たちにとって当たり前に「できる」ことを

彼はこんな大変な思いをしながらやり

続けている。

その一生懸命に生きている姿から、

私たちが理想に向かって進むための

大きな勇気を頂いています。



たんぽぽ介護 訪問介護サービス
☎ 03-5318-5731

居宅介護支援 ケアプラン作成
☎ 03-5318-4007

美味しく、健康的に
の楽しみ方 ～果物・魚編～秋 の 味 覚

＜果物・木の実編＞
・柿

1個で1日分のビタミンCが摂れるといわれるほどで、
ミカンやレモン果汁よりビタミンＣが多く含まれます。
二日酔いの予防にも効果があるといわれていて、飲酒の
前に食べておくと効果が高いそうです。
ただ、生で食べると消化があまりよくなく、水分が多

いので体を冷やすとも言われているので、食べる量には
充分注意しましょう。
・栗
栗の渋皮にはタンニンが含まれ、ガン予防や動脈硬化

予防に効果が期待されています。
なので渋皮を剥かず、渋皮煮にするのがおススメです。
・ぎんなん
抗酸化作用のあるビタミンＣやＥのほか、カリウムな

どもバランスよく含んでいます。
古くから滋養強壮に効果があるとされ、漢方薬にも使用
されてきました。
焼きぎんなんや炊き込みご飯などで独特の香りを楽しむ
のがいいでしょう。ただし、食べ過ぎると健康を害す

る場合もあるので、1日5～10粒が目安です。

＜魚編＞

・鮭
消化・吸収の良い良質なたんぱく質やビタミン類を含

みます。更に、身に含まれる赤い色素はアスタキサンチ
ンと呼ばれ、ビタミンEの約1000倍という強い抗酸化力
を持ってます。
・鯖

9～10月頃に獲れるものを秋鯖と呼び、脂の乗った秋
鯖はDHAやEPAを多く含みます。
これらは熱で酸化しやすい為、抗酸化力のある酢と組み
合わせた、しめ鯖がおススメです。
・秋刀魚
鯖同様、秋刀魚などの青魚の脂にはDHAやEPAを多く

含まれますが、焼くと良質な脂が落ちてしまいます。
そのため、刺身や炊き込みご飯、煮魚にするのがおス

スメです。煮魚の場合は、煮汁に多く良質な脂が流れ出
ていってしまうので、煮汁を使った炊き込みご飯や、生
姜焼きの漬けダレなど、有効活用して摂っていくと良い
でしょう。

暑い日が続いていましたが、ようやく涼しくなってきて秋の訪れを実感できるようになりましたね。
さて、今回は前回に引き続き、秋の味覚を美味しくいただき、また、体調を整えるおすすめの調理法をご紹介して
いきます。果物や魚にも、秋の味覚が多いのでお好みの方法を見つけてお召し上がりください。

星 に 願 い を

夜が長く、空がキリッと澄み渡る11月は、星を楽しむのにぴったりの季節です。

いつの季節も、毎晩空にまたたく星。身の回りのことに忙しい現代では、
「いつでも見られるものだから…」と、ついついその美しさを忘れて
しまいがちです。

予定のない夜、たまには時間をとって、部屋の明かりを消し、星空に目を
向けてみませんか。

どこまでも広がる宇宙に思いをはせるだけで、普段抱えている悩みや
モヤモヤがずっと小さく感じられそうです。

日増しに寒さが厳しくなってまいります。

くれぐれもご自愛ください。

介護支援専門員 藤井貴美子



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

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

各相談員の相談事例をご紹介
今年は、皆さまに有料老人ホーム紹介事業「シニアハウスコム」の活用方法が伝わりやすいよう、

各相談員の事例をストーリー仕立てでご紹介しています！9月号・10月号は佐藤の事例を紹介します！

相
談
員
：
佐
藤

【ご相談者さまの周辺状況】年齢：85歳 介護認定：要介護1 生活状況：一人暮らし
家族構成：独身（未婚・親戚付き合いもなし） 金銭状況：年金18万位/月・預貯金1,000万円位

シニアハウスコムでは、施設紹介だけでなく、入居に伴い発生する様々なお困りごとにもサポートしております。
この他にも、家族信託、相続、不動産売却、入居後の傷害・損保の各種保険、などのご案内やご紹介も
しておりますので、施設探し以外のお困りごともお気軽にご相談下さい。

【入居をする為に解決すべき課題点と解決案】

1．お金の管理を任せられる人がいない

◆成年後見制度のご案内◆

高齢者や認知症の方などの財産を守るため、本人に
代わって財産管理・支援を行う制度をご案内しました。

2．入居後の緊急連絡先と契約時の保証人が不在

◆身元保証を担う保証サービスをご紹介◆

入居時の身元保証人を担ってくれ、緊急時の対応や
生活支援をご家族に代わって行う法人をご紹介しました。

3．契約手続き、引っ越しにサポートが必要

◆後見人、保証会社が解決◆

契約手続き：後見人が代理で手続きをしてくれました。
引 っ 越 し：保証会社が荷造り、付き添いをしてくれました。

4．入居後の自宅の整理ができない

◆生前整理業者（不用品回収）をご紹介◆

自宅に残してきた不要な家財の回収や買取、
清掃などを行う業者をご紹介しました。

こんにちは！福祉用具相談員の佐藤英郎です。

玄関の出入りが不便だと外出するのがおっくうになり、つい自宅にひきこもりがちになり

ます。通院や散歩に出かけることが苦にならない、スムーズに移動できる玄関が理想です。

これから３回にわたり、介護における玄関での注意点をお話ししていきます。

第１回のテーマは「玄関内での注意ポイント」です。

■玄関内での注意ポイント

日本家屋では、玄関の上がり框（かまち）に大きな段差がある場

合があります。仮に段差が小さくても、安全・確実に段差を乗り

越える方法を用意しましょう。また、段差を越えるときは身体の

バランスを崩しやすくなるので、手で支えられるようにします。

身体状況にもよりますが、靴の脱ぎ履きはご高齢者にとって意

外に手間取る動作です。たとえ一瞬でも片足で立たなくてはな

りませんので、確実に手で姿勢を保つか、座って脱ぎ履きでき

るよう配慮しましょう。

玄関をスムーズに出られても、屋外に段差があると外出が難し

くなります。ご自宅まわりの状況にもよりますが、屋外スロー

プや段差解消機を設置するなど、車いすが必要になってもラク

に出入りできる方法を考えましょう。

注意点その３：

日常的な外出には、

外まわりの段差解消

も必要です。

注意点その２：

靴の脱ぎ履きは安定

した姿勢で。

注意点その１：

上がり框(かまち)の

段差を安全・確実に

乗り越える工夫を。



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

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

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 代表司法書士

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。

『共有不動産の遺産分割』

Ｑ：不動産を子供たち兄弟へ共有で相続させたいのですが、何か問題ありますか？

Ａ：遺産分割の場面で相続財産が不動産しかないようなケースでは、不動産を共有で相続する方法が見

受けられますね。しかし、不動産をご兄弟で仲よく相続されたあとトラブルになるケースがあります。

ご兄弟で不動産を相続したあと、それぞれ配偶者やお子様がいる状態でさらにご兄弟に相続が発生

していくと、徐々に不動産の共有者が増えていくことになります。そうなってしまうと、不動産を処分

する場合に意見がまとまらずどうにも処分ができなくなってしまう場合があります。不動産を売却する

場合は共有者全員の合意が必要になります。

せっかくご先祖様が残してくれた大切な財産なのにトラブルのもとになってしまうのはお互いに避け

たいところですね。

相続財産が不動産しかないような場合でも円滑に遺産分割する方法はいくつもあります。

相続による争いを防ぐには事前対応が肝心です。

・今回のテーマはポリ塩化ビフェニル、通称「PCB」についてです。
あまり聞きなれないという方もいらっしゃると思いますが、住宅設備事業に携わる人間として非常に大事
な内容となりますので記事にさせて頂きます。
まず、PCBとは何かというと、人工的に作られた、主に油状の化学物質です。PCBの特徴として、水に溶
けにくく、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有
することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されていま
したが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。
PCBが使用された電気機器等には、変圧器やコンデンサー、安定器があります。
古い工場やビル等で使用されており、一般家庭の蛍光灯にPCBを使用したものはありません。
PCBには毒性がありPCBが大きく取りあげられる契機となった事件として、1968年（昭和43年）に食用
油の製造過程において熱媒体として使用されたPCBが混入し、健康被害を発生させたカネミ油症事件が
あります。カネミ油症は、昭和43年10月に、西日本を中心に、広域にわたって発生した、ライスオイル
（米ぬか油）による食中毒事件です。症状は、吹出物、色素沈着、目やになどの皮膚症状のほか、全身
倦怠感、しびれ感、食欲不振など多様です。

・PCB廃棄物は、地域ごとに定められた処分期間内に必ず処分しなければなりません。使用中の変圧器・
コンデンサー及び安定器等についても、処分期間内に使用を終え、処分する必要があります。

※詳しい内容につきましては右記QRコードからお問合せ下さい。→→

『ポリ塩化ビフェニル（PCB）の処分期限』


