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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。
3月の活動実績＝18,483Pとなり、昨年より開始いたしました累計数は、281,138P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。

最近、経営者の交流会などに参加して

いて、教育事業に進出したいという声を

よく耳にします。もちろんビジネスとし

ての側面がまったくないとは言えません

が、ますます国力が低下する中で、その

自分をつくり、国をつくる

原因はやはり今の教育にあると考えているようで、そん

な現状を何とかしたいという思いが強く感じられます。

またある青年は、勉強を教えない塾を経営していまし

た。何を教えているのか尋ねると、勉強のやり方や問題

の解き方を教えるような、学習塾ではなく、成績アップ

も合格も目指していないとのことです。その代わり、子

どもたちが「好きなこと」「やりたい

こと」を見つけることができるように、

「もっと知りたい！」「やってみたい！」

という興味の種をまき、ひとりひとりの

探究心に火をつける、そんな興味開発型

の塾を経営しており、数千人の子どもたちが学んでいる

とのことです。

私が大変尊敬している、外交評論家の加瀬英明氏。月

に2回、加瀬氏の講話を聞く機会があるのですが、先日

加瀬氏より参考にして下さいと加瀬氏が雑誌で対談した

記事がFAXで送られてきました。

タイトルは「まず、自分をつくり、国をつくる」とな

っており、その中で加瀬氏は、教育と勉強のあり方が誤

っている。自分の意見を述べるのではなく、問題や求め

られていることに対して答えを合わせていく教育で、

「合わせる」教育と呼んでいるそうです。今の日本は

高校までの教育はすべて、大学に入学するための合わせ

る教育。次は就職のために、会社に自分を合わせること

を自分に強いている。いったい何のために学んでいるの

か、そこには大きく志が欠如しているのではないかと述

べています。

江戸研究家でもあり、伊能忠敬の玄孫でもある加瀬氏

は江戸、明治時代を造った三人の偉人を例に上げ、受け

た教育は「合わせる」教育と対極にあったといいます。

忠敬は九十九里浜の漁村に生まれ、最終学歴は寺子屋の

三年でした。庶民の子は、学校教育として寺子屋によって

異なりますが、三年か四年しか学んでいません。忠敬は漁

具を収めている番小屋で向学心に燃えて、独学で勉強しま

した。その後傾きかけていた佐原の酒造りの庄屋に養子に

もらわれ事業を見事再建します。一念発起して五十五歳の

時に日本全国の測量をはじめ、日本地図を作り上げたので

す。自発的に天文学を学び、おこなった忠敬の測量技術は

現在、宇宙衛星から撮った日本地図との誤差が一％以下

だったといいます。

江戸時代末期の農村を支えた二宮尊徳、「日本資本主義

の父」と呼ばれて明治期に活躍した渋沢栄一も受けた教育

は寺子屋のみでした。江戸時代、侍の家の男子は藩校に通

いましたが、庶民は全員寺子屋で学びました。寺子屋の教

科書は地域の手作りです。漁村では魚の獲り方や、どうし

たら魚を上手く調理できるかなどを教え、農村では作物の

作り方などを教えていました。加瀬氏は江戸末期や明治の

日本を造ってきた庶民出身の偉人たちは、皆、学歴は三、

四年ですが、それでも一生懸命独学で勉強して、まず自分

をつくり、そして社会や会社、国に貢献するのが理想的な

教育であると結論しています。

私たちは日々、ご利用者の方に介護サービスを提供して

いますが、介護保険制度に合わせることに意識が行きすぎ

て、何のための介護サービスかわからなくなっていないで

しょうか？

介護保険制度を守りつつどうしたらご利用者の皆様に

喜んでいただけるサービスを提供できるのか、地域に必要

とされるサービスは何かを日々研鑽していきたいと思いま

す。今後とも宜しくお願い致します。

＊加瀬英明 1936年東京生まれ。外交評論家、東京国際大学特

任教授。慶應義塾大学、エール大学、コロンビア大学に学ぶ。

「ブリタニカ国際大百科事典」初代編集長。1977年より福田・

中曾根内閣で首相特別顧問を務めたほか、日本ペンクラブ理事、

松下政経塾相談役などを歴任。



たんぽぽ介護 訪問介護サービス
☎ 03-5318-5731

たんぽぽ介護 訪問介護サービス
☎ 03-5318-5731

イヤ～な湿気

健康被害も・・・？

寒の戻りで冷え込んだ朝、或いは雨が続いて
じめじめするこれからの季節・・・
窓の結露は冬場だけではなく、これからの季節
にも発生しやすくなります。
結露はカビやダニの繁殖に繋がるなどの原因

にもなったり、健康被害や住宅の寿命を縮める
原因にもなりうる怖い存在です。

そもそも結露とは、室内と屋外の気温差が激し
い場合に、水蒸気が冷やされることによって発生
します。
外側が外気に触れている窓は、室内の他の場所に
比べると内側も冷たい状態なので、暖かい部屋の
水蒸気が冷えた窓に触れると気体から液体になっ
てしまいます。
それが窓に付着すると結露になります。

結露対策として簡単にできることは？

・こまめに換気をする
結露が発生しやすい時期は、湿気をこもらせない

為に換気扇を常に回すのがおすすめです。
一日に一度は窓を開けて空気を入れ替えましょう。
結露は窓だけではなく、押し入れやクローゼット

の中に出来ることもあるので、収納部分もこまめに
開けてしっかり換気をするよう心がけましょう。

・観葉植物、水槽を窓際におかない
植物は常に水蒸気を発しています。また、水が張

られた水槽も、当然のことですが、湿気を高める原
因になりますので、これらを窓際に配置してしまう
と、結露の原因になってしまいます。

・結露のできにくくなるものを窓に貼る
梱包用のエアーキャップ（プチプチ）や新聞紙を

窓に直接貼ることで結露を抑えることが出来ます。
また、中性洗剤を薄めてから布に含ませて窓に塗

ると、一週間程結露を防ぐ効果があるそうです。

自己を省みて（汝自身を知れ？？）
昨今、厚生労働省による悲報が相次いでおります・・・💧

パワーハラスメントの被害相談担当者による、部下への悪質なパワハラ・・・
コロナ禍にあって、高齢者政策を担当する、老健局の職員23名がマスクをせず
（送別会？？）宴は深夜まで続き・・・よりによってその後、部署内で十数名の
コロナ感染が判明してしまう、というタイミングの悪さ
夜の外出厳禁、4人以下の少人数で、会食時もマスク！とかで指導してる方々（涙）

これらの立場の方々に備わってなければいけないもの＝ ルール？モラル？
マナー？そのすみわけを改めて検証してみますと・・・

●ルール 「規則」社会、集団の中で守らなければいけないもの＝罰則が生じる

●モラル「道徳、倫理」本人の資質、人間性を問われる、認識のズレ

●マナー「思いやり、気配り」お互い心地よくすごすため（不快な思いをさせない）

●エチケット「主に衛生面」風邪で咳やコロナ禍で、人前ではマスクをつけるなど・・・

モラル、マナー、エチケットに問題がある場合、それらがルールに移行されることにならざるを得ない
ようです。

◎これらをちょっとだけ分かりやすく・・・飲食店を利用した場合で例にしてみますと・・・

ルール・・・飲食代を払う。（不当な金額の請求には応じないよう）
マナー・・・列に並ぶ、店員さんに威張らない。
エチケット・・・飲食時以外は飛沫を飛ばさないよう、なるべくマスクをする等・・・
モラル・・・大声を出さない、混んできたら不必要に長居しない。

人のふり見てなんとやら・・・ではありますが、注意すべきは、これら関心が人に向けられた場合、行き
過ぎないように、ということになります。 先ずは自身を省みて・・・💧💧 介護支援専門員 浅津 朗

💧

💧

居宅介護支援 ケアプラン作成
☎ 03-5318-4007



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

※実際は相談員が対応いたします
次回「どんな老人ホームがいいの？」お楽しみに！

こんにちは！シニアハウスコム相談員の古庄です！
趣向を変えて、「老人ホームに入るまで」を漫画にしてみました。
読みにくい箇所もあるかもしれませんがご了承ください。
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作・画 古庄

こんにちは！福祉用具相談員の佐藤英郎です。

「歩行補助杖（つえ）」を使うことで移動が自力でできるようになると、心身ともに積極

性が生まれ、歩く機能の維持につながります。では、どんなことに気をつけて選べばいい

のでしょうか？これから３回に分けてポイントをお話します。

第１回のテーマは「歩行補助杖があるとどんなメリットがあるの？」です。

■歩行補助杖があるとどんなメリットがあるの？

歩行補助杖の役割のひとつが、「荷重を少な

くする」こと。杖に体重をかけると足にかか

る負担が軽くなり、荷重を減らすことで足腰

の痛みをやわらげ、筋力をサポートします。

バランス機能が低下し、歩くとふらついてし

まう方が杖をつくことで、体を支える支持面

積が広くなり、立っているときや歩いている

ときのバランスが保ちやすくなります。

私たちは無意識のうちに「イチ、ニ、イチ、ニ」

という2動作歩行のリズムで歩いています。ところ

が、歩行が不安定になるとリズムが取りにくくな

り、ますます不安定に。 そんなときは杖を使った

2動作歩行や3動作歩行をすることで、安定した歩

行へと近づきます。

メリットその３：

歩行にリズムを生み出し、安定感を与え

ます。

メリットその２：

体を支える面積を広げ、ふらつきにくく

します。

メリットその１：

足腰にかかる荷重を減らし、歩きやすく

します。



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

「何一つとして同じ建物は無い」とよく言いますが、設計やデザインは勿論、
配水管や電気、ガスの経路なども含めて見てみると、なるほど確かに同じ建物は無い、
ということに非常に納得がいきます。

さらには、最初に作られた物、配置されていた物も年月が経ち、修繕したり
更新したりすると、あっという間に他の建物とは違うオリジナル建物の完成です。

建物オーナー様からの相談で建物を見させていただいていると、数年前に防水工事を施したはずなのに
屋上が剝げて効果が既に無くなっていたり、塗装工事をしたはずなのに塗り残しがあったり、、、

多少イメージと違ったなぁ、ということはあるとしても役割を果たして
いない状況に対処してくれない業者だと悲しいですよね…

当然予算がある中でのお話ですが、工事後も気軽に相談できるような
お付き合いができるかという観点で業者さんをお選びいただくと良い
かと思います。お困りの際は弊社までご相談ください。

ホームページはこちらからご覧いただけます →

『良い業者との出会い』

『死後事務委任契約って何？』

Ｑ：死後事務委任契約ってどんなときに有効ですか？

Ａ：死後事務委任契約をご存知でしょうか？人が死亡すると、葬儀の手配、主宰、役所への行政手続き、

病院代等の清算、お寺、お墓の準備など、様々な事務手続きが発生します。

一般的に、これら事務手続きは家族や親族が行ってくれますが、身寄りがいない方の場合には誰もその

作業をしてくれる人はいません。死後の煩雑な事務手続きを生前にうちに誰かへ委任しておくことがで

きる制度が「死後事務委任契約」です。

遺言書とよく似ているように思われますが、遺言では、あくまでも財産承継についての記載しかするこ

とができません。

身寄りがいない方や親族が遠方にいる場合は死後事務委任契約と遺言書をセットで用意しておくことを

強くおススメいたします。

相続税なども気になりますが、相続が起こるとまずは葬儀などの細かい事務手続きが待ち受けています。

しっかりと準備しておきたいですね。


