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ニューヨークのある富豪のお話です。

その男は毎日、新聞に目を通し、悲劇

的な目にあっている人を見つけると、そ

の記事を切り抜き、それを秘書に渡し、

その人たちを探すように頼みます。

1986年に、66歳の未亡人が、

ご主人が自殺した後に、家を売

り農場を閉じなければならない

状況に追い込まれていました。

その記事を読んで、心を動かさ

れ、その農場のオークションに電話をして、販売をやめ

させ、彼女に家を売らなくて済むように支援しました。

その男は長い間、何年もずっとそんな活動を続けてきた

のです。

1988年にユダヤ人で病気の

アンドリュー君が治療のために

飛行機に乗ろうとすると、その

まれな病気のために搭乗を拒否

されたのです。両親が男に救い

を求めました。すると男は躊躇することなくすぐに自分

のプライベートジェットを手配して、必要な治療が受け

られるようロサンゼルスからニューヨークまで乗せてあ

げたのです。

1996年、その男はパールビーチ市を相手に訴訟を起

こしました。訴状の内容は彼が経営するゴルフ場がユダ

ヤ人や黒人の入場を許可していたことで、市から差別的

な対応を受けていたからでした。

2014年、海兵隊員のアンドリューが、間違えて飛行

機でメキシコ国境を越えてしまったことで、7ヶ月間メ

キシコの刑務所に投獄されたのでした。当時、大統領は

この困った海兵隊員を助けるための電話の一本もかけま

せんでした。男は電話をかけ交渉の末、25,000ドルを

支払い、その海兵隊員を救ったのです。

またこんなこともありました。あるテレビ番組を見て

いて、ある少女が骨の病気で苦しんでいるのを見ると、

その少女に電話をかけ、「君をテレビ番組で見ていて、

君は私のこころにジーンときたよ」「君は心も外見も

とても美しいよ。それで、小さなプレゼントをしたいの

で、友人のモーリスにそれを渡しておいたからね」と、

後日、母親と少女に治療費をプレゼントしたのでした。

2016年、あるイベントでメリッサという女性が涙を

浮かべながら、自分の人生を変えてくれた男と再会し、

お礼を述べました。彼女は不治の病に侵されながら、一

人で子どもを育てていたのです。男は「あなたは私の知

る中で最も勇敢な女性です。頑張ってください」と自筆

の手紙を送り、そして男は彼女の息子が大学まで行ける

よう支援していたのでした。

このエピソードは、あるユーチューブのテレビチャン

ネルで見つけたのですが、大変驚きました。それは、こ

の活動を長年続けてきた男は、アメリカ第45代大統領

ドナルド・トランプ氏だったからです。

私たちは、このような情報や報道を目にすることは一

切ありませんでしたが、誰に知られなくても、評価され

なくても正しいと思うことを継続して続けることの素晴

らしさを学びました。ここでのお話は富豪であるかどう

かということではなく、どんな人でもその人なりにでき

ることをしていくことが大切ではないかと感じました。

ある富豪のお話

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。
1月の活動実績＝18,755Pとなり、昨年より開始いたしました累計数は、244,570P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

以外で、体を温める食べ物とは？生 姜
寒さの厳しいこの時期・・・
温かい物を食べて暖まりたい。
でも・・・

寒い日に食べたくなる物、体を温める食材として有名なのは、やはり生姜ですよね。
ですが食べ物のの中には、生姜以外にも体をぽかぽか温めてくれるものがたくさんあります。
体を温める食べ物を見分けるポイントとは、一体何でしょうか？

次のポイントは食べ物の色です。
赤や黒、オレンジなどの濃い色の食材には体
を温めるパワーがあります。
一例を挙げると、ニンジンやトウガラシ、

ゴボウなどです。またお魚やお肉も同様に濃
い色の赤身の方が体を温める働きがあるそう
です。
最後のポイントは、土の中で成長する野菜

は体を温めるとされています。
主にゴボウ、山芋、レンコン、ニンジン、蕪
などが挙げられます。
また、ここで挙げた食材はごく一例です。

色々な食材を吟味して、ご自分のあったかレ
シピを考えてみてください。

まず一つ目のポイントは、冬に旬を迎える
食材、または寒い地域でとれる食材です。
たとえば、カボチャやカリフラワー、ねぎ

、ゴボウ、ニンジン、レンコンなど。
また果物では、リンゴやさくらんぼなど寒い
地域のものも体を温める働きがあります。
体を温める食材は野菜や果物だけでなく、

魚も同様です。
例えば、北の海でよく獲れる鮭やマグロ、か
つお、鯖なども体を温める働きがあります。
また、寒い地域や冬にとれる食材というの

は、お鍋やスープの材料にもぴったりです。

『黄色・イエロー』を生活に取り入れパワーアップ！

黄色は「光」や「太陽」のイメージを与える
有彩色でも一番明るい色です。

集中力や判断力、記憶力を高める効果があ
るとされている色で、人を明るくしてくれ
るポジティブなカラーです。

なんとなく気分が落ち込んだ時、 レモンなど黄色の物
を身近に置いてみましょう・・・
レモンの香りはリラックス効果もあるそうです。

心も身体も元気にする黄色のパワー

是非お試しください・・・効果抜群ですよ。

介護支援専門員 藤井 貴美子

たんぽぽ介護 訪問介護サービス
☎ 03-5318-5731



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

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

各相談員の相談事例をご紹介

ニアハウスコム

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いたします！2月号・3月号は花堂の事例を紹介します！

① I様と出会いは2年前…

今住んでいるアパート
が取り壊されるという
噂を聞いたので、この
機会に施設の入居を
検討したい！！

②まだまだご自身で判断ができるI様は、ご自身で積極的に次の住まいに
ついて行動していらっしゃいました。

さまざまな施設に
直接資料請求

不動産屋に問合せ

③

⑦⑥

⑤④

・情報が多過ぎる

・希望に沿わない

・高齢の入居は断られる

ばかりで混乱…

そんなとき、ケアマネジャー様を通じて
シニアハウスコムに
ご相談が…

◆心配事
◆希望エリア
◆入居予算 など

改めて整理するため
ヒアリングを行った

複数施設を提案

施設見学同行3ホーム

都営住宅へ応募し
か
しそ
の
一
方…

公的施設の見学

まだ聞けていない
本当の希望があるのでは
ないだろうか…

次号へ続く…

高齢者でも入居可能な
賃貸物件の情報収集

も続けていた…

相談員：花堂

※都内在住・独居・90歳女性・要支援2

役所に公的施設や
都営住宅の問合せ

ｼﾆｱﾊｳｽｺﾑ
花堂

困っている
みたい

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ様

こんにちは！福祉用具相談員の佐藤英郎です。

歩行器・歩行車は四脚のフレーム構造で人を支え、歩行訓練や室内・外出時の歩みをサ

ポートします。では、どんなことに気をつけて選べばいいのでしょうか？ポイントを３回

に分けてお話ししています。

第２回のテーマは「歩行器・歩行車のタイプ」です。

■歩行器・歩行車のタイプ

前輪歩行器よりもさらに小さな力で動かせ、方向転換もラクにで

きるのが、4脚ともキャスターがついた四輪歩行器です。動かし

やすい分、前に出し過ぎてバランスを崩さないよう注意します。

両手で歩行器を持ち上げて前に進め、体重をかけてから痛みがあ

る側（患側）の足→痛みがない側（健側）の足の順に踏み出しま

す。この動作をすることで、患側にかかる体重が軽減されます。

前の2脚にキャスターがつき、持ち上げ型より軽く動かせる歩行

器です。後ろの2脚を持ち上げ、前のキャスターを進めます。グ

リップに体重をかけるとストッパーが働き、固定されます。

歩行車には4脚とも車輪があり、歩くときは歩行車の中に体を入

れるように立ち、グリップを握って体を支えます。グリップには

ブレーキがついていて、スピードを調整しながら歩けます。

手で持ち上げて前へ

進む持ち上げ型歩行器

腕の力が弱い方には

前輪歩行器

もっとも軽く動かせる

四輪歩行器

ブレーキで調整しな

がら歩ける歩行車



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 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。

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

お蔭様で3期目を迎え、この一年もより多くのお客様のお役に立てるよう取り組んでまいります。
そもそも何やっているんだっけ？という方も多いかと思いますので、簡単に業務ラインナップを。

ご自宅用 建物オーナー様用 介護施設様用

他にも取扱いがございますし、今後も拡充していきます。
お困りごとが有りましたらご相談ください。ホームページはこちらからご覧いただけます →

『結構幅広いんです』

・住宅改修
（手摺設置、お庭舗装等）
・不用品回収

ご自宅用
＋
・コスト削減
（LED照明、電子ブレーカー）
・コスト適正化
（電気契約、各種法定点検）
・各種修繕工事（配管、防水など）

建物オーナー様用
＋
・各種感染対策品及びサービス
マスク、除菌液など消耗備品
空間除菌機、非接触検温カメラ
陰圧器、抗菌コーティング

『見落としがちな土地の測量』

Ｑ：自分が死んだら、息子には実家を売って兄弟で分けるようにと遺言書を用意しました。

その他に何を用意しておけば良いですか？

Ａ：土地の測量や境界確定は終わっていますか？

測量については皆さん「売る直前で良い」、「境界で揉めることはない」と考えている方が多いと思い

ます。しかし境界で揉めて売却に予想以上に時間がかかったり、裁判に発展するケースも少なくはあり

ません。現在の不動産取引においては、土地の事前測量は必ず必要になり、ほとんどが所有者負担にな

ります。

相続後、土地の売却や活用のご予定がある場合は、事前に土地の測量・境界確定を終わらせておくこと

をお勧めします。

弊社では次の世代が安心して相続を迎えられるようあらゆる場面を想定してご提案させて頂きます。


