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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。
10月の活動実績＝15,850Pとなり、昨年より開始いたしました累計数は、402,825P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。

全国の営業職に携わる人を対象に、永

業塾を開催している中村信二さん。彼の

塾ではテクニック指導を一切しないそう

です。なぜなら、心が技術を越えない限

り、技術は生かされないからだといいま

「『だけど』ではなく『だから』」

す。そんな塾を開催する中村さんですが、彼が師匠と仰

ぐのが日高晤郎氏。彼は自分のことをラジオ話芸人と

いいます。日高氏は毎週土曜日朝8時から夕方5時まで

『ウイークエンドバラエティ 日高晤郎ショー』という

９時間生放送のラジオ番組を、北海道札幌市にあるSTV

ラジオで35年間、全道へ向けて発信し続けた話芸人で、

番組の平均聴取率は５％。これは驚異的な数字（日本一

の聴取率）だったのだそうです。

2016年の秋も深まった寒い朝の稽古

でのこと。当時中村さんはSTVラジオ

で番組を持っており、リスナーから

「彼女にフラれてこの一週間、仕事に

まったく身が入らない」という内容のメールが届きまし

た。それに対して「辛い日々ですね、だけど前を向かな

きゃ…」とありふれたコメントを返したのです。そのコ

メントに対して、日高さんはこのようなアドバイスをし

たそうです。

「中村、メールや手紙を読んだあと、お客様は俺たち

がなんてコメントしてくれるか、それを心待ちにしてい

る。そのときに、なるほど…と唸らせなきゃ。それには

ね、『だけど〇〇だよね』ではなく、『だから〇〇だよ

ね』と落とすんだ」

この「だから」と「だけど」という似て非なる接続詞

が、聞く人の心に響く度合いにどれほど大きな化学変化

が起こるか、それを晤郎さんはその場で見せてくれまし

た。

「失恋は辛いよね。それまで二人で眺めていた景色を

これから一人で見なきゃいけないんだもん。だからこそ、

今、その一人だけの景色と向き合わなきゃ。辛いことに

向き合うからこそ、次に出会う恋が何倍も素敵なものに

なる。だってそうじゃないか、男ってのはそうやって見栄

を切って生きるしかないんだから」

このコメントの「だからこそ」の箇所を「だけど」に

してもコメントは成立します。しかし、晤郎さんは「それ

じゃ偉そうじゃないかい？」と言うのです。

「なんか説教ぽくなっちゃう。いかにもアドバイスして

やっているみたいだろう。寄り添っていないんだよ。俺た

ちは誰よりも『あなたの気持ちを理解していますよ』とい

う心持ちをメッセージに乗せなきゃ。それには『だけど』

じゃなく『だから』なんだよ。たとえば…

冷たい風が吹いている、だけど、せめて心くらい熱くし

ていましょうや。

冷たい風が吹いている、だから、せめて心くらい熱くし

ていましょうや。

どうだい中村？ どっちがいい？ 心が弱っている人は、

ただ励ませばいいってもんじゃない。だからといって下手

な同情は余計に相手を傷つけてしまう。励まさず、同情せ

ず、本人にハッと気づいてもらう。それが言葉と言葉を

『だから』で繋ぐことなんだ。

言葉を磨かなきゃ俺たちの商売はつまらないものになっ

ちまう。だってそうだろう、つまんない喋り手ばかりだか

ら、今のテレビやラジオは本当に面白くない。

でも俺の番組は面白いじゃないか。それはね、こういう

ところにちゃんとした芸があるからなんだよ。だけどおま

えにはまだ無理だろうな」

こう言って最後に「だけど」で否定されたのでした。

私達のお仕事においては、介護技術も

もちろん大切ですが、ご利用者様に寄り

添う言葉の使い方がより大切なのだ…と

いう事を、このお話から改めて考えさせられました。
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乾燥と喉の痛み対処法冬のお悩み…

近頃めっきり寒くなり、空気も乾燥してきましたね。この時期になると、喉のイガイガや痛みにお悩みの方も多い
かと思います。今回は、そんな喉の乾燥や痛みの対処法や予防法をご紹介します。

喉の乾燥を予防するには
・マスクの着用
今のご時世、お出掛けの際にマスクをされている方は

多いかと思います。乾燥や寒さから喉を守るのに、マス
クは大変効果的です。
室外だけでなく屋内でもマスクを着用するなら、部屋の
湿度を50%～60%に保つといいでしょう。

・加湿器の使用
冬はエアコンを使うことも多いかと思いますが、エア

コンによって部屋の空気が乾燥することもあります。
部屋の湿度が低い時は加湿器で部屋の室温を調整すると
より快適に過ごせます。
加湿器を使わない場合は、室内に洗濯物や

濡れたタオルを干して置くだけでも効果的です。

・水分補給
そして勿論、水分補給が一番効果的です。

喉に優しい温かい飲み物を意識的に補給しましょう。
はちみつや生姜を入れた紅茶が、特におすすめです。

喉が痛い時の対処法

・喉が痛い時に食べるといいのは？
喉の痛みの原因は、喉の粘膜が炎症を起こして傷つい

ていることです。そのため、喉の殺菌・抗菌を促す、
炎症を抑える、保温・保湿効果のある物を飲食すること
が推奨されます。
具体的には、ねぎ、生姜、大根、れんこん、黒豆とい

った食べ物が良いとされています。
また飲み物ははちみつ、ハーブティー、緑茶などがい

いでしょう。
逆に辛い食べ物、アルコール全般は避けた方が良いで

しょう。

・充分な睡眠
何より大切なのは、充分睡眠や休養を取ることです。

喉の乾燥は体の疲れから起きる場合もあり、体からの不
調のサインとも言えます。
栄養バランスのいい食事を摂り、ゆっくりと湯船で体

をほぐし、そしてぐっすりと眠って睡眠不足を解消させ
ることが大切です。

私どもで係わっている仕事、ご本人の意思を尊重するという前提がある一方、状況によって生
命の危険にかかわる場面など、迅速に事を進めなければ・・・と判断した場合、時には大胆な
提案なども必要となります。
コロナといういわば有事、世間では、もはや落ち着いた感もある昨今でありますが、未だ総括を済ませていない
（忘れてしまった）ことのひとつに・・・

2020年の国の予算が使い切れずに（せっかく補正予算を組んだのに・・・）今年2021年に繰越（コロナ緊急経
済対策使い残し ）がなんと30,8兆円に達しておりましたようです。（なんで ）

あの時にその30,8兆円をドカンと充てることができたなら・・・（たとえば・・・）

10兆＝国民1人当たり10万円の再給付（解雇、雇止め、命を絶つ前に、まず次へつなぐために＋景気刺激策）
10兆＝中小、小規模事業者の減収補償（廃業、倒産が相次ぐ）
10兆＝消費税率10％⇒５％に減税、（個人、家計の減税の必要）併せて、税金、社会保険料、公共料金等を半年
間猶予）・・・などは可能だったそうです。※（一律の給付金は所得に応じてなど後に返納すればよし。併せて
国債の発行で追加補填など、緊急時なんで、すぐに必要なお金を優先的に回せなかったのでしょうか❓）

これらが躊躇なく迅速に行われれば、救われた命（人、お店、会社）も多かったの
では、と残念に思います。

併せてこれも肝心ですが、有事にもかかわらず、消費税も据え置き 消費税に関して
は社会保障税という触れ込みで、これを信じたいのですが、これも悲しいことに、
社会保障費（介護、医療、年金、子育て等）に充てられたのは収めた消費税のうちの
2割だけ、という現実

消費税＝ひと月に買い物、外食等で10万円使ったとして（軽減税率はあるも）単純に1年
で12万円の税金を払ったことになります（消費行動＝日本経済への貢献にも拘わらず
罰金 ）私たちの税金がしっかり有効活用されているか、今後の日本に注目したい
と思います。完（これ以上、闇には触れずにおきます ）

介護支援専門員 浅津 朗

日出ずる国・・・明日はどっちだ！



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

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。

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

相談員の相談事例をご紹介

ニ ア ハ ウ ス コ ム

相談員：小川

入院中で認知症の親の通帳から入居金
を引き出したいのですが、知り合いか
ら、本人か後見人以外は引き出せない
と聞いたのですが、家族側は何もでき
ないのでしょうか。。。

同じ銀行でも支店毎に対応が異
なるのでまずは確認しましょう。

実際に足を運ん
での見学

施設費用や医療費については、最近、
家族でも代わりに引き出せる柔軟な
銀行が増えてきているので、まずは
取引銀行に聞いてみてください。

親の通帳がある銀行の支店長さん
に相談したら、施設からの請求書と、
入居施設への電話で事実確認が取れ
れば、大丈夫と言われたので、何と
か入居金を引き出せそうです。

Aさん

ホッ!

他の銀行事例だと、担当者が直接
施設に行って入居後の本人確認す
る場合もあります。

今月は、80代母親（認知症で入院中）の施設探しで弊社に相談に来たAさん
（50代・長女）の事例です。Aさんは母親の入居施設は無事に見つかり手続きに
入ったのですが、入居金は母親の預金通帳から引き出す予定でした。そこで、
Aさんから、再度シニアハウスコム相談室に来た相談です。

汗。。💦
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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。

『家系図のススメ』

Ｑ：家系図を作りたいのですが、戸籍はどこまで調べられますか？

Ａ：日本の戸籍ですが、古代の戸籍の概念は670年、大化の改新（645年）によって朝廷の支配体制が

強化され、「庚午年籍（こうごねんじゃく）」という日本最初の戸籍が作られたことにより始まったそう

です。

現在役所で取得可能な過去の戸籍は明治19年に定められたものになります。この戸籍（除籍謄本）は

保管期間が決まっています。

平成２２年までは、古い戸籍（除籍謄本）の保管期間は８０年となっていましたが、現在は１５０年

まで延長されています。うまくいけば１８００年代のご先祖のお名前や家族関係を知ることができます。

相続手続きが完了し戸籍書類を依頼者へお返しをすると、みなさん過去の戸籍にとても興味を示され

ます。過去の戸籍からは故人やその親兄弟、さらにはご先祖の情報も見ることができます。

しかし、戸籍から得られる故人の情報はほんの一部でしかありません。

やはりご生前中にご自身の想いやルーツを次世代にどのように遺していくか準備しておくことが重要

ですね。

・マンションや施設共用部で利用されるエレベーターですが、
年間維持費がどのくらい掛かっているのかご存じでしょうか？
エレベーターには「点検費」「部品交換費」「リニューアル工事費」などなど
メンテナンス方法によっても変わってきますが色々な費用が掛かってきます。
点検で毎月３～６万円ほど、2５年程使うとリニューアル工事で1,000万円以上、
その他部品交換費。
正直維持していくのには安定した収入がないと手に負えません。
マンションオーナー顧客様の中には「低層階の物件を建てておけばエレベーター
を付けなくてよかったのに．．．」と呟く方もいらっしゃいます。
こういったお客様への提案がコチラになります。

「エレベーター会社の見直し」です。
ひと昔前までは、建設当初のエレベーター設置メーカーでのメンテナンス等が
当たり前でしたが、今は独立系エレベーター会社への切り替え需要が増えております。
これからの設備維持費の見直しができる機会を設けてみませんでしょうか？

※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。→→

『共用部エレベーターの維持管理について．．．』


