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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。
5月の活動実績＝18,105Pとなり、昨年より開始いたしました累計数は、317,795P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。

peach

、笑う、触れる、感じる、愛でる。当たり前だった

ことが、どれほど貴重なことかを痛いほど感じるこ

とができた。だからこそ 私たちは、大切にしたい。

距離に負けることなく、顔を合わせて話すこと、

五感で楽しむこと。心の赴くままに、リアルな体験

を重ねること。私たちは、考える。画面越しにつな

がれる時代だからこそ、リアルの価値は高まってい

る、と。アタマよりココロが求めるものを、画面

を隔てては味わえない驚きを届けたい。逆風を恐れ

ず進もう。向かい風が強いほど、高く飛べるのだか

ら」

今年のゴールデンウィーク、沖縄に行くために格

安航空のpeach airline（ピーチ航空）を利用したの

ですが、その機内に置かれていたPEACH LIVEとい

う雑誌の最終ページに掲載されていた記事です。

peach airline（ピーチ

航空）のトップがコロナ

禍において不安を持つ従

業員や利用者に対して発

信されたメッセージだと

思いますが、このメッセ

ージはコロナ禍で不安を

持つ多くの人に勇気や希

望を与えたに違いないと

思います。

しかし、格安であるということとサービスを利用

する乗客に対しての接遇は、まったく関係がありま

せん。

復路、那覇空港で搭乗手続きをしようとする私に

ピーチ航空の男性スタッフが、「沖縄の旅はいかが

でしたか？ 十分楽しめましたでしょうか。また是

非、沖縄にきてくださいね」と声をかけられたので

す。今まで、航空会社のスタッフに声をかけられる

など一度も経験したことがありませんが、このとき

ピーチ航空の理念が社員、スタッフに見事に浸透し

ていることに感動致しました。

私たち現場での介護サービスは社会保障制度の中

で運用をされており、多くの制約の中でお仕事をし

なければなりません。さらにコロナ禍での対応は、

現場の皆さんにとってより大きな逆風と感じられる

ことでしょう。

生活様式が大きく変わり、画面越しにつながれる

今の世の中だからこそ、リアルにお仕事をする私た

ちは、ますます輝きを放つ存在になっていけるので

はないでしょうか？

向かい風を恐れず、さらに高く飛ぶことができる

よう、さらに精進していきたいと思います。

「世界は驚くほど変わった。これ

までのルールは過去のものになり常

識は非常識になった。けれど、大切

なものは驚くほど変わらない。話す
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一晩寝かせるのは要注意
日に日に気温が上がって来て、何だか刺激のあるものが食べたくなる時。

一度にたくさん作って、何日かに分けて食べられるカレーはもってこいですよね。
それに、一晩寝かせたカレーはより美味しくなっているので、作った翌日に召し上がるという方も多いのでは？
しかし、作ってそのまま一晩置いておいたカレーにはなんと、食中毒を起こす可能性があるのです。

どうすれば一晩寝かせたカレーを安全に食べられるのかを、解説していきましょう。

カレーの中で発生する食中毒の原因とは？

調理後、そのまま置いたカレーには、ウェルシュ菌と
いう細菌が発生することがあります。
ウェルシュ菌はもともと、動物の腸管内や土壌等の自

然界に多く存在しているもので、腹痛や下痢などの症状
を引き起こします。
ウェルシュ菌は、加熱調理をしても【芽胞】という殻

を作って生き残る性質があります。
このため、カレーなどを調理した後、常温で保存してい
ると、芽胞となって生き残ったウェルシュ菌が、増殖に
適温となった食品の中で活発に増えてしまいます。
これを食べることによって、食中毒が起こるのです。
カレー以外でも、シチュー、肉じゃがなど、大鍋で作

る料理はウェルシュ菌が増殖しやすい状態になります。
なのでカレーに限らずそのほかの料理でも、「一度加

熱したから大丈夫」と過信はせずに、調理した食事は常
温でなるべく置いておかないようにしましょう。

ウェルシュ菌食中毒の予防法

1. ウェルシュ菌を増やさない
食品がウェルシュ菌を最も増殖させやすい温度は、

12～50℃、特に43～45℃で活発になります。なので、
加熱後はなるべく早く食べることと、
保存をする場合は小さい容器で小分け
にして早いうちに冷蔵庫へ入れましょう。

2. 増えたかも知れないウェルシュ菌を減らす
ウェルシュ菌は、加熱後温度が下がった食品の中で

は、芽胞ではなく栄養体という形で生存しており、この
形態だと熱に弱いとされています。
なので、加熱で菌の数を減らすことが出来るのです。
一度保存したカレーなどを食べる前には、殺菌の為に

グツグツするまで再加熱しましょう。
また、全体に熱が行き渡るようによく
混ぜながら加熱しましょう。

赤（紅）の効果

赤には魔よけの意味があるとのことで、江戸時代には、猛烈に流行り、とりわけ子供たちを死に追いやった疱瘡
（ほうそう：天然痘）と、赤い色には特別の関係があり、まじないやお札、介護する者も紅などに染めた着物を着
て、お見舞いには赤い玩具や疱瘡絵本（赤一色で刷られた木版画）を携えていたといいます。紅花は今でも漢方薬と
して用いられており、殺菌・冷えの防止・解熱・血液の循環を良くする効果があるということです。
先人の方は身体を病気から守っていたのですね。金太郎の赤い腹掛けや女性が来ていた赤い襦袢などがあります。

昔の口紅は紅花の花びらから作られて、口紅は口から体内に取り込まれるので、漢方薬としての効果も期待できたと
のことです。
赤い色にはアドレナリンの促進効果もあるようです。

戦国時代の武田の騎馬隊も「赤備え」でしたね。スポーツでユニホームなどに赤を用いることもあるようですよ。
太陽や生命の血液である命の色でもあります。

赤色には鉱物から原料としているもの（辰砂・ベンガラ）、植物（茜・紅花）や昆虫（カイガラムシ）などがあり
ます。
今は紅花で作られている口紅はとても高価なものになっています。紅花で染めた下着などは購入が難しいです。
うっとうしい梅雨の時期、赤い色のものを身に着けて、アドレナリンを出して、冷房対策に冷え防止をしていきた

いですね。生命力に溢れ、食欲増進、やる気が出て行動力が出るなどとも言われています。
食事や体操などのほかにこんな健康方法、いかがですか？ 先人の知恵、すごいですね。

介護支援専門員 金子 恵美子

追記
先日、ご利用者様ご家族とお話していた時、還暦の時は赤いちゃんちゃんこ
を着るというお話から、
赤いパンツが話題となり、赤い色の持つ効果についてお話を伺いました。
その時の、お話をさせていただきたいと思いました。

赤べこ

流しびな

だるま



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。

最終回のテーマは「歩行補助杖を選ぶときのポイント」です。

■歩行補助杖を選ぶときのポイント

まず、ご利用者さまの症状に合う杖の種類を、リハビリスタッ

フなどの専門家と相談のうえで決定します。次に、グリップの

握りやすさや、杖の長さが身長に合っているか、重さがちょう

ど良いかなど、身体の状態に合うものを細かくチェックします。

次の①②の状態になるように、杖の長さをしっかり合わせます。

①腕を垂直に下ろしたときの手首の高さにグリップがあること。

②足の外側15cmおよび前方に15cmのところに杖をついたと

き、ひじの角度が約30度になること。

「どこでどんなふうに使うのか」も重要なポイントです。多点

杖は屋外や段差のある場所には向きません。長く持ち歩く場合

は、軽い杖のほうがいいですが、あまり軽すぎると使いづらい

方もいます。実際に使ってみて、一番合うものを選びましょう。

ポイントその３：

使う場所やシーンを

考えて、一人一人に

合うものを。

ポイントその２：

杖を正しく使うため

には、杖の合わせ方

に注意。

ポイントその１：

専門家と相談して、

身体の状態に合う杖

を。

こんにちは！シニアハウスコム相談員の古庄です！
前回から引き続き、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

①
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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

・ここ数年は日本での労働環境は超売り手市場と言われ様々な業界、企業が人材不足に悩まされます。
特に介護業界では働き手が足りず、介護施設に何年も入居待ちが出たり、サービスを続ける事が
難しくなってしまう事業所も珍しくありません。

・今後日本は国内人口２７パーセントが高齢者で構成される「超高齢化社会」になると予想されて
おります。
これは介護以外の仕事をしている人達にとっても他人事ではありません。
このままだと日本の労働生産性が低下し続け、介護業界の人材不足を解消できなければ私たちが
将来満足な介護サービスを受けられない可能性が出てきます。

・弊社では介護業界の現状を把握し、人材不足の課題解決をする為に新たなサービスに取り組んで
おります。

⇓
「経験者、有資格者を必要な時、必要なだけ採用できる次世代型ワークシェアサービス」です。

※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。→→

『介護業界の人材不足について…』

『自分が死んだら誰が相続人になるの？』

Ｑ：自分が死んだ時、だれが相続人になるのかわかりません。

法律上、相続人や相続割合はどのようにきまるのでしょうか？

Ａ：ご自身が亡くなった際、相続人になる方は民法上決められています。

相続人の範囲 ①常に相続人：配偶者

②第一順位：被相続人の子（被相続人の直系卑属）

③第二順位：被相続人の直系尊属（第一順位がいない場合相続権が発生します。）

④第三順位：被相続人の兄弟姉妹（第一、二順位がいない場合相続権が発生します。）

法定相続分 ①配偶者と子供の組み合わせ 配偶者:2分の1 子供：2分の1

②直系尊属と配偶者の組み合わせ 配偶者:3分の2 直系尊属:3分の1 

③配偶者と兄弟姉妹の組み合わせ 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1

いかがでしたでしょうか？

遺言書やエンディングノートの作成をお考えの方は、ご自身の相続人が誰になるのかを理解しておくこと

でより具体的な遺言書、エンディングノートが作れますね。相続税の基礎控除も相続人の人数によって異

なります。これから相続対策を始める方にとっても重要なポイントになりますね。

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。


