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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。
6月の活動実績＝17,150Pとなり、昨年より開始いたしました累計数は、335,265P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。

弊社では、年に1,2回中野区の中学

生の職場体験実習の受け入れと「働く

人の話を聞く会」という中学校へ出向

いての出前授業で私が講師を務めさせ

ていただいています。本業が介護事業

人が捨てた運を拾う

所ですから勿論介護のお話はさせていただいています

が、3,4年前から私が必ずお話させていただいているの

が、今アメリカメジャーリーグで活躍する大谷翔平選

手のお話です。

それは大谷選手が高校時代に目標達成シートとして

作成した原田式メソッドと言われるものです。夢が必

ず叶う方法としてお話させていただいています。

先日行われたオールスターゲーム。前夜に開催され

るホームランダービーでは惜しくも初戦敗退となりま

したが、賞金1,650万円を球団職員30名にプレゼント

したという報道が流れました。勿論この振る舞いが賞

賛に値することは言うまでもありませんが、彼の素晴

らしさはそれだけではありません。

先日の放送でも試合前の大谷選手はブルペンでの投

球練習を終えてベンチに向かう際、グラブを外して屈

むシーンがありました。グラウンドにゴミが落ちてい

たようで、自然な動作でそれを拾うと、尻ポケットに

"回収"したのです。

オールスターの大舞台でも、ゴミ拾いという"ルーテ

ィーン"を実践した形でした。これは大谷選手が高校一

年時、目標達成シートに「ゴミ拾い」を掲げていたこ

とを今でも実践しているということなのです。

シートは81マスからなり、夢である「ドラフトで8

球団からの指名」を叶えるためにしなければならない

課題として、「体づくり」「コントロール」「メンタ

ル」など8つの必要項目を列挙していました。

その一つの「運」を味方にするために、あいさつなど

とともに「ゴミ拾い」を意識すべき点に挙げていたので

す。花巻東高校時代、佐々木洋監督から学んだことの一

つが、このゴミ拾いの大切さでした。「ゴミは人が落と

した運。ゴミを拾うことで運を拾うんだ。そして自分自

身にツキを呼ぶ。そういう発想をしなさい」と・・・。

私は中学生の子供たちにこの意識することの重要性を

お話ししています。それは人は日常生活の中で日々当た

り前のようにこのことを実践しているからなのです。

たとえ話として、「友達と次の日曜日に海に海水浴に

行きたい。しかしお金の問題や親から反対されるなどい

くつか問題があった場合どうしますか？ それが本当に

実現したいことであれば、アルバイトをしたり親を説得

したり問題点の解決のために行動を起こさないですか？

夢を実現するためには、意識することが大事なのです。

」と。

しかし同時に自分のことになるとまだまだ子供たちに

胸を張って言える自分ではないことに気づきます。まず

大谷選手を見習って「人が捨てた運を拾う」ことからは

じめようと思います。職場体験実習でご協力いただいて

いるご利用者様、ヘルパーの皆様いつもありがとうござ

います。
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正しい水分補給の方法とは？
これからの季節…

熱中症も心配…

日々気温が上がって来て、じっとしていても汗ばむ暑さの日も多くなりました。
暑い日には水分補給が大切なのは言うまでもありませんが、より効果的なタイミングや、正しい水分の取り方に
ついてを、今回はご紹介していきます。

水分補給のタイミング 摂取する水分の種類

水分補給の方法は、手軽に飲めて体内に取り込ま
れやすい水が理想的です。
ジュースやスポーツドリンクには、糖分が入ってい
るので糖分過多になってしまう恐れがあります。（
運動後の水分補給にはスポーツドリンクは効率のい
い補給手段です）
また、紅茶や緑茶、コーヒー、そしてアルコール

には利尿作用があるので、飲み過ぎると逆に体内の
水分を失ってしまいます。
麦茶やルイボスティーは、
カフェインが入っておらず、
更にミネラルも補給できるのでおすすめです。
水などを飲んで水分補給することは重要ですが、

水ばかりを飲んでいると体内から塩分が失われてし
まうので、それらと一緒に塩飴や塩分タブレットな
ども意識して補給するように心がけましょう。

体内の水分は常に失われており、意識しなくても
尿や汗以外にも、吐く息や皮膚からの蒸発によって
水分が放出されます。
なので大量に汗をかく夏場はもちろんですが、乾燥
して汗ををかいている実感がわきにくい冬場でも、
水分補給は必須と言えるでしょう。
しかし、水分は一度に大量に飲んでも吸収できず

逆に胃に負担をかけてしまいます。
なのでコップ一杯程度の水を、こまめに飲むのが理
想的です。
また、水を冷やし過ぎると体に負担がかかります。
氷を入れて飲んだり、冷蔵庫で冷やしすぎたりしな
いよう、8～13℃が適切だとされています。
意識して水分補給を

したいタイミングは、
起床直後、就寝前、
食事中、運動中や前後、そして入浴の前後です。

明るい話題 おめでとう 双子のパンダが生まれました。

6月23日 上野動物園（東京都台東区）で双子のパンダが生まれました。

母親シンシンが生まれた赤ちゃんをすぐに抱きしめた姿は、言葉には
できない感動でした。

性別は男の子と女の子で、10～12日の計測では男の子が体長
20センチ、体重400グラム
女の子が体長21センチ、体重527グラム

母子ともに健康状態は良好で、すくすくと育っているとの
ことです。

コロナ禍で心が沈みがちな日々ですが、新しい生命も誕生
して、日々成長しています。

元気に育つことが一番の願いです。

私たちも ひとつでも、ふたつでも笑顔を増やし、元気に
今、この時を生きていきましょう・・・

介護支援専門員 藤井貴美子



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。

介護を受けるご本人がもっとも長い時間を過ごす場所、それが寝室です。寝室をより気持

ちよく、快適にすることで生活の質全体が変わります。これから３回にわたり、介護にお

ける寝室での注意点をお話ししていきます。

第１回のテーマは「介護ベッドのメリット」です。

■介護ベッドのメリット
長年、和室にふとんを敷いて寝ていた人が介護ベッドに替えるの

は、なんといっても床面から立ち上がることの難しさにあります。

介護ベッドなら上半身を起こすところまでベッドが助けてくれま

すし、床面との間に適度な高さをつくれるため、床に両足を下ろ

した座り姿勢をとることもふとんより簡単です。

ふとんは平面に横になるだけですが、背上げ機能がある介護ベッ

ドならラクに上半身を起こせて座り姿勢がとりやすくなります。

そのため、ベッドの上で座ったまま食事をしたり、テレビを見る

など生活の質を保ちやすくなります。

介護ベッドの背上げ機能や床面の昇降機能は、体位変換や車いす

への移乗などの介助をラクにします。とくに体位変換やおむつ交

換の際、床面を高くすると、介護者の腰への負担が軽くすみま

す。床面を低くすれば、万が一、夜間にベッドから転落した時に

も、衝撃を抑えることができます。

メリットその３：

背上げ機能や昇降機

能を使うと、介護の

負担が軽くなる。

メリットその２：

座り姿勢がとりやす

く、生活の質を保ち

やすい。

メリットその１：

高さがあるので、

ふとんよりも立ち上

がりやすい。

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
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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。

・今の日本ではほぼ当たり前に見かける防犯カメラ。
犯罪抑止率に最も貢献している防犯設備とも言われており、「繁華街」「公園」「施設」など
人が多く集まる場所への導入が年々進んでいる事は言うまでもありません。
ですが、、、一人での帰宅中、帰宅までにどこまで防犯カメラが皆さんを守ってくれるでしょうか。

・弊社のお客様（マンションオーナー）で予算が合わず中々マンション共用部の防犯カメラ設置に
踏み込めないというお話がありました。
導入検討理由としては「近頃近所で変質者が出る」という事でした。
もしその変質者が自宅の門を潜り抜けていたらと考えると気味が悪いです。
予算が合わず従来の防犯カメラの導入ができないお客様にはこちらを提案させて頂きました。

⇓
「ワイヤレスHD防犯カメラ」です。

こちらの商品は従来の防犯カメラで必要な「録画機」「録画機保管場所」「配線工事費」が
不要で、導入コストをグッと抑える事が可能です。もちろんマンション以外の建物にも
導入可能（設置位置によって録画不可）なので是非検討頂きたい商品です。

※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。→→

『防犯セキュリティの必要性』

「遺言書があるのに『遺産分割』が必要になるケースがある？」

Ｑ：きちんと遺言書を作ったのに、相続人間で遺産分割の話し合いが必要になるケースがあるって本当

ですか？

Ａ：相続において有効な遺言書が残されていた場合、基本的にはその遺言書の内容が優先されます。し

かしそれは遺言書に記載されている相続財産のみ効力が及びます。

したがって、遺言書作成後、新たに不動産を購入したり、金融資産を増やした場合、遺言書の記載次

第ですが、別途遺産分割協議が必要になる場合があります。この問題を防ぐためには「その他、本遺言

に記載のない不動産、動産、有価証券、預貯金等の一切の財産」を誰に相続させるか？をきちんと記載

しておく必要があります。

また、「全財産の３分の２は長男へ、３分の１は次男へ相続させる」という記載も、全体の割合しか

きまっていないため、不動産名義変更など必要な場合は同様に遺産分割協議書が必要になります。

みなさんの遺言書に「あいまい」な部分はありませんか？

遺言書は定期的に見直しメンテナンスすることをおススメします。


