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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。
4月の活動実績＝18,552Pとなり、昨年より開始いたしました累計数は、299,690P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。

昨年1月、突如私たちの生活や事業を

襲い、今なお猛威を振るっている新型

コロナウィルス。弊社では、一昨年（

2019年）スタートした2つの事業を急遽

休止して、昨年（2020年）5月より、

千葉県四街道市のお寺さんから、田んぼ1反、畑170坪

ほどの農地をお借りして、農業をスタートしました。

（現在畑は900坪くらいまで増やしました）

リーマンショック後の2009年頃より農業進出を検討

していましたが、契約寸前の2011年、東日本大震災が

発生して中断することになってしまったということも

あり、再度のチャレンジでした。

よく友人などから、農業進出の理由を聞かれます。そ

の理由の一つは、マスクの価格高騰で全国的に大きな騒

ぎになりましたが、これが食料だったらと思うと、弊社

で働くスタッフやヘルパーはどうなるのか…と不安が募

るばかりでした。コロナ禍で先の見えない現在、スタッ

フとヘルパーの食の確保をしておきたいというのは、私

の長年の課題だったのです。二つめの理由は、従業員の

雇用確保です。現在多くの人がコロナの影響で職を失っ

ています。農業も決して楽な仕事ではありませんが、農

業から派生する新たな事業も考えられ、働く環境を作っ

ておきたいという思いもありました。また農福連携とい

われるように福祉と農業は親和性が高いと言われていま

すが、それ以上に食料自給率37％の我が国にとって食

料自給率の改善は大きな社会課題と言えます。このよう

ないくつかの観点から弊社にとって農業進出は必然だっ

たのです。

先日5月8日、スタッフ7名と一緒に、昨年に続き2回

目の田植えを行いました。休日にも拘わらず参加してく

れたスタッフには感謝の気持ちでいっぱいですが、同時

に何か新たな発見や気づきを得るためには農業は格好の

教材です。そういった意味で研修のような位置づけでも

あります。

介護のお仕事は一見、大変とかきついというイメージ

を持たれています。それは取り巻く環境がすべて人であ

るため自分の思い通りにいかないことが多いからです。

一方農業は、自然が相手ですからやはり思い通りにいか

ないことが多いのも事実ですが、そういった厳しい風も

「愛」だったんだと気づくことができれば、すべて前向

きに捉えることができます。

農業をはじめた理由同様、よく聞かれることは、農業

はきつくないですかということです。当たり前ですが、

冬は寒い中での作業、夏は汗が滴る厳しい暑さの中での

作業ももちろんあります。農家さんがこんな大変な環境

の中でお仕事をしているんだということを体感するから

こそ、何か解決策はないのかというところに行きつくの

です。せっかく植えた種や苗も一切育たないことも経験

しました。昨年植えたスイカやトウモロコシはハクビシ

ンや猿などにすべて食べられてしまい全滅しました。し

かしどんな仕事もすべて課題解決だと思うと、暑さ寒さ

やうまくいかないことすべてが学びの対象になります。

「学ぼうという目」で見ていくといろんな発見ができま

す。その意味で私にとって今一番大切なことは、多くの

うまくいかないことこそが財産だといえます。

自然栽培での野菜作りはまだまだ船出したばかりで、

見た目は決して褒められたものではありませんが、体に

とって優しい野菜だと思います。ヘルパーの皆さんはご

遠慮なく「野菜取りにきたよ～」とお声かけ下さい。

「農業はじめました」
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健 康 は 歯 と お 口 か らおいしいお食事 元気にお出掛け

お口のケアは清潔を保つだけでなく、おしゃべりやお食事を楽しむ上でもとても大切です。
お口の汚れから体調を崩すリスクもあると言われており、お口のケアは誰にでも必要なものです。
歯とお口の健康の維持と向上に努めていきましょう。

【歯ブラシの選び方】
一般的には、ブラシの部分が小さめの歯ブラシが選

ばれる傾向にありますが、歯磨きが苦手な方、時間を
かけられない方の場合は、清掃効率を上げる為にブラ
シ部分が大きな歯ブラシを選ぶことも、選択肢のひと
つです。
また、歯ブラシは最低でも一か月に一回は交換しま

しょう。毛先が開いてきたら、一か月を待たずに交換
してもいいです。

歯磨きをするタイミングとしては、「食べたらみが
く」が基本ですが、少なくとも一日に一回は、時間を
かけて歯と歯肉の境目を中心に磨きましょう。
また、歯磨き剤を使用する場合には、フッ化物配合

のものを選択するようにしましょう。

また、口臭などの予防には舌磨きをするのも良いで
しょう。歯磨きのあと、専用のブラシや歯ブラシを使
い、鏡を見ながら舌の奥から手前に軽い力で掃除をし

ます。一日一回、朝がおススメです。

【様々な歯磨きグッズ】

1.フロス
フロスとは歯と歯の間を清掃するのに使いグッズです。

糸巻フロス、F字型フロス、Y字型フロスの三種類があり、
F字型フロスは前歯、Y字型フロスは奥歯の清掃に適して
います。

2.歯間ブラシ
フロス同様、歯と歯の間の清掃に使います。

様々なサイズがありますが、誤ったサイズを選択すると
歯肉を傷つけてしまうので注意して使いましょう。

3.タフトブラシ
毛束が小さくひとつにまとまった歯ブラシです。

歯並びの悪い場所や、親知らずなど、普通の歯ブラシでは
細かく磨きにくい部分を磨くための歯ブラシです。

梅雨の季節「紫陽花」をお部屋に迎えましょう

梅雨の時期は雨が多くて、なんだか気持ちがどんよりしてしまいますよね。
そんな季節に元気をくれるのが

「紫陽花（あじさい）」です。

みずいろ、ムラサキ、ピンク、と色とりどりに咲いている様子は、気持ちを パッと明るく

してくれます。

この時期ならではのあじさい。せっかくならお部屋でも楽しみませんか？切り花からドライ
フラワーにすれば、長い期間飾っておくことができます。

【あじさいの花ことば】
日本原産のガクアジサイ＝「謙虚」
ピンク色＝「元気な女性」「強い愛情」
青色＝「冷淡」「無常」「神秘」（あなたは神秘的に美しいが、冷淡だ・・・）
白色＝「寛容」「ひたむきな愛情」
紫色＝「辛抱強い愛情」
土の成分や時期によって、花の色が変化することから「移り気」「浮気」などとも・・・
一方、最近では「家族団らん」という花ことばも広まり、母の日の贈り物や、結婚式のブーケ
などにもよく使われるそうです。

ジメジメした梅雨の楽しみに、ぜひ

「あじさい」を・・・お迎えください。

介護支援専門員 藤井 貴美子

あじさいは日本古来のもので、日本から世界に広がったそうです。



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

①

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？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「歩行補助杖には、どんなタイプがあるの？」です。

■歩行補助杖には、どんなタイプがあるの？

T字型のグリップと1本のフレームか

らなる杖です。最も一般的に見られ

る杖で、折りたたみ式やカラフルな

ものなど、数多くのタイプが市販さ

れています。介護保険は適用外です。

体重を支えるグリップと、腕を固定

して支えるカフを備えた杖です。握

力が弱い方にも使いやすく、T字杖

より体重をのせることができます。

患側にかかる荷重が軽減されます。

3～4本に枝分かれた脚を持つ安定性

に優れた杖で、筋力低下やマヒのあ

る方に向いています。平らな場所で

しか使えませんので、屋内など使用

場所に配慮する必要があります。

T字杖（一本杖）

気軽に使えて、種類

も豊富。歩行に少し

不安がある方に。

ロフストランド杖

握力が弱い方に。

グリップとカフで支

えます。

多点杖

安定性に優れた杖。

筋力低下やマヒのある

方に。
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次回「見学が大切！」お楽しみに！
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相談員

古庄

こんにちは！シニアハウスコム相談員の古庄です！
今回は事例をもとに、相談の流れを載せました！
※漫画製作は相談員の古庄が行いました(^^ゞ
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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

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

「不動産オーナーになれば毎月安定した家賃収入が入り、将来も安心...。」
という思いから不動産を始めたが、結果的に「入居率低下」「家賃値下げ」「家賃滞納」などなど。
苦労して築いた建物に対していつしかマイナスなイメージを持ってしまう方も少なくありません。

空室が増えてしまう原因は様々ですが、沢山のオーナー様からお話を聞く中で実際お声が多く上がった
お悩み内容３選がこちらになります。

↓
①立地環境が悪い：駅から遠い、近くにスーパーなどがない。
②建物が古い、汚い：共用部、室内の清掃や改修に手が届いていない。
③管理会社が怠慢：客付けが弱い、トラブルが多いなど。

上記のマイナス要素を見て「立地環境は変えられないし、改修工事はお金が掛かるし、管理会社はいな

いと困るし...。」と思い改善を諦める方が多いです。

立地環境などもちろん現実的に改善不可能な事もありますが、管理会社変更、自主管理検討など改善可

能な事も沢山隠れています。 （どうか下向きにならずお気軽にご相談を）→→→

『不動産オーナー様へ…』

『相続登記が義務化されました』

以前お伝えしていました、民法不動産登記法の改正法案が成立しました！改正法は2024年から施行される予

定です。いよいよ相続登記が義務化されますね。とは言え、相続登記をするには、故人の戸籍を出生まで遡っ

て集めたり、遺産分割協議書を作成しなければならず手続きとしては難しいケースも多いです。そこで、手続

きの負担を減らすために色々な負担軽減策も新設される予定です。

①相続人申告登記の新設

従来の相続登記より簡略で、申告人自身が法務局へ法定相続人である旨を申し出る手続きになるようです。

申し出により法務局がその旨を登記することにより、相続登記の義務を簡単に履行できるようになります。

②相続登記の印紙代の負担軽減策の導入（予定）

相続登記を行う際、印紙代を納める必要がりますが都市部の不動産や広大な土地の場合、この印紙代が高額

になります。今後の税制改正で負担軽減が検討されることになっています。

今回の法改正の発端は九州と同じ面積になると言われている所有者不明土地の問題があります。人口減少や

高齢化の進展など様々な背景がありますが一人一人意識と責任を持って取り組んでいく問題と捉え、弊社も

グループ一丸となって問題解決に取り組んで参ります。


