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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。
7月の活動実績＝19,325Pとなり、昨年より開始いたしました累計数は、354,590P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。

8月8日、57年ぶり2度目の開催となっ

た東京オリンピックが閉幕しました。新

型コロナウイルスの影響で開催の可否が

大きな話題となりましたが、多くの日本

のアスリートが必ず口にしたのが、開催

されたことへの感謝でした。そしてその

言葉通り過去最大メダル獲得数41個の前回リオデジャネ

イロオリンピックを大きく上回る58個のメダルを獲得し

ました。多くの国民がメダル獲得に一喜一憂し、またア

スリートもメダル獲得を最大の目標としました。メダル

を逃した選手の「悔し涙」もまた、見る者の涙を誘うオ

リンピックの舞台ですが、そんな中、一人の海外アスリ

ートがSNSや報道番組で話題となりました。

日本では13歳の西矢椛選手の金

メダルと、16歳の中山楓奈選手の

銅メダルという、若き力が日本の

未来を感じさせたスケートボード

女子ストリート。

その表彰台にその選手の姿はありませんでしたが、

『「敗者の笑顔」が私たちにくれたもの・・メダルだけ

がオリンピックか』というタイトルで特集されました。

フィリピン代表のマージェリン・アルダ・ディダル

選手。失敗しても楽しげな笑顔。それも1回や2回ではな

く…、何度失敗しても必ず笑顔で演技を終える。その姿

に…なぜ日本人は魅了されたのでしょうか？

実況で、ディダル選手についてこんなエピソードが語

られていました。12歳でスケートボードを始めるも、家

庭の経済状況で自分のボードを買うこともできなかった

と。そんな情報が気になって、報道関係者がフィリピン

「セブ島」にある、ディダル選手の実家を訪ねました。

彼女とスケボーとの出会いのきっかけは、母の屋台を

手伝っていた12歳の時。当時母が屋台を出していたの

は、スケボー少年が多く集まる公園だったといいます。

その頃からディダル選手の才能に気付き、オリンピック

選手にまで育てたダニエルコーチは、次のように話して

います。

「当時、彼女はいつも僕らのボードを借りていたんです。

自分のを持っていないし、買うお金もなかったから。でも

皆、彼女の才能には気付いていた。だからある者は古いホ

イールをあげ、ある者は古いデッキをあげるなど、余って

いるパーツをかき集めて、ひとつのボードにしてプレゼン

トしたんだ。」

寄せ集めの中古ボードで始まったライダー人生。その才

能はみるみる開花し、地元のコンテストで賞金を稼ぎ始め

ると、2018年には早くもアジア大会で「優勝」！

失敗しても「NEXT ONE!」例えどんな失敗でも、それ

は次への通り道…。だからこそ、彼女にはライバルたちの

存在も、よりよい記録に挑むための「仲間」なのだと言い

ます。その証拠に今回も、トリックで転倒してしまった選

手を励まし、一方、ライバルが自分を超える大技を決めて

も…駆け寄って、我が事のようにはしゃぐディダル選手。

そして迎えた決勝戦。自身の技の失敗が続く中でも…前

半のランを楽しげに終え、迎えた後半のトリック。4本終

わって1本しか成功しないまま5本目に…難関パートにチ

ャレンジするも、着地で惜しくも転倒。それでも、NEXT 

ONEに挑戦し続ける、彼女の笑顔が曇ることはありません

でした。転んだままの姿勢

で会場へ手を振ると、世界

が注目したあの満面の笑顔

で…「スケートボードは人

生と同じで、何度失敗して

も立ち上がって進み続ける

もの。結果がどうあれ、私はここにいられることが嬉しい

のです。最高の舞台で、限界へ挑めることがうれしくて仕

方ない」そう言って笑う彼女の姿に、世界中がハッとした

のではないでしょうか…？

私の尊敬するある方の言葉です。『いつも一番の成功者

は母親の「笑顔」を作れる人。そしていつも明るく楽しく

笑顔で前向きに生きている人に人は集まり、周りから応援

されるのです』

全国的にコロナの終息はまだまだ先が見えない状況です

が、いつも明るく笑顔で過ごしていきたいと思います。

「NEXT ONE!」
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毎日使うからこそ！

キレイにしたい！
毎日使う電化製品と言えば、その代表とも言えるのは冷蔵庫ですよね。

冷蔵庫は、大抵いつも食材が入っているので、お掃除を後回しにしがち。しかし、頻繁に冷蔵庫の中身を出し入れ
していると、知らず知らずのうちに汚れがたまっていき、悪臭や雑菌の繁殖の原因になってしまいます。

では、普段から冷蔵庫はどのようにお掃除したらいいのでしょうか。

普段からできる簡単お掃除

普段のお掃除は、布巾と、あとできればアルコール除
菌剤があると良いです。

まず、冷蔵庫の中にある野菜の切れ端などのゴミはそ
の都度捨てましょう。
また、調味料や肉・魚などの液だれがある場合は、水に
浸して固く絞った布巾で拭き取ります。
この時、アルコール除菌液をスプレーしておくと、除菌
効果も期待できます。

また、冷蔵庫の外側も布巾を使って汚れやほこりを拭
き取っておきましょう。
特に、冷蔵庫の上部や背面、冷蔵庫と床の隙間にはほこ
りがたまりやすいので、しっかりほこりを取り除いてお
くようにしましょう。

キレイに使うためのポイント

冷蔵庫は毎日必ず使うもの、普段からのお掃除は
大切ですが、少しでも負担を小さくするために、日
頃の使い方にもひと工夫しておくと良いでしょう。

まず、食品を入れ過ぎないこと。
食品を冷蔵庫に入れ過ぎることにより、奥においた
食品の腐敗に気付かず、腐敗した食材で冷蔵庫内が
汚れていく可能性もあります。
食品を入れ過ぎずにすっきりさせることで、汚れに
もすぐ気づけるようになります。

また、肉や魚はあらかじめ
保存袋に入れるか、真空パック
に保存しましょう。
肉や魚を長時間保存していると、
「ドリップ」と呼ばれる赤い組織液が染み出してき
てしまい、冷蔵庫内が汚れてしまう原因にもなりま
す。

人として、豊かな心と思いやりを（持ちたい。）

昨今、心理学分析によるトークで若者中心に人気のある著名人が発した「路上生活者、生活保護受給者
などは無駄な命」他数々、酷い内容の、いわば「優生思想」ともとれる発言が社会問題にまで発展を
見せています。

優生思想とは、命の価値に必要、不必要と優劣をつける、かつてのナチスドイツで有名な思想です。
悲しい現実ですが、「貧困は自己責任、税金の無駄遣い」という考えが一般社会でも散見されます。

現在・・・大河ドラマ主人公である渋沢栄一は500社以上の企業を起こし、資本主義の父と言われ
有名ですが、一方で医療、福祉、教育といった非営利団体を600以上も設立、支援し「社会事業家」
「公益の人」とも呼ばれ、「経済と道徳の一致」「資本と労働の調和」「細民救恤（さいみんきゅうじ
ゅつ）手段の統一」※（困っている人を救うこと）を挙げており、生活困窮者、身寄りのない高齢者、
難病患者、非行少年を手厚く保護してきました。

「そういった境遇を改善することで、社会に活躍できる人材が増え、国家にとって好ましく、日本経済にとっ
てもプラスになる。」と、財界を説得、経済発展には富の再分配こそが必要と断言してます。

150年前から富の再分配を提唱し、格差の解消を目指していたわけです。優秀な人材だけを選別して育てること
は一見すると効率的と感じるかもしれませんが、人には向き不向き、役割、上手くいかないこともあります。
優生思想から成る人への口撃、非難・・・自分の怠惰、自己責任のみでは括れない、国家や社会の支援、仕組
み、そして理解も重要と感じます。（心ないことば、誹謗中傷を受け、自分を責めてしまう人もいます。）

仏教用語にある善因善果ではありませんが、経済発展があり、富の分配がなされ、社会保障が充実すること
で、人が豊かになる・・・人に対し、人として、ふつうに思いやりを持てる社会になることを願ってます。

今も迷走を続ける国家のコロナ対応・・・疲弊している国民に保証もなく、更なる貧富の格差が生まれ・・・
今の日本はイライラが沸点に達しているようで、生きづらさを感じます。

介護支援専門員 浅津 朗



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。

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ます。

第２回のテーマは「寝室での介護ベッドのレイアウト」です。

■寝室での介護ベッドのレイアウト

寝室に介護ベッドを設置する場合、両側ともスペースがあれ

ば介助がしやすくなります。そこまでの広さがない場合は、

壁から30cm程度離して壁づけにし、もう片側で出入りや

介護を行います。

ベッドに座る姿勢を保てる場合、ご本人はベッド用グリップ

をつかみ、上半身の姿勢を保ちながら、足を下ろして座る姿

勢になります。左右どちらの手が使いやすいのか、ご本人の

状態に合わせてベッドの向きを決めるといいでしょう。

起きているときはなるべくベッドから離れ、居間や車いすで

過ごすことが理想です。もしベッド上の時間が長くなる場合

は、ベッドからTVや庭の様子が楽しめる、手に取れる場所に

趣味の品物や家族の写真などを置く等の配慮をしましょう。

注意点その３：

ベッドからTVや庭

などを楽しみ、生活

に潤いを。

注意点その２：

ご本人の症状に合わ

せてベッドの向きを

決めます。

注意点その１：

両側にスペースが理

想。無理なら片側を

壁づけに。

こんにちは！シニアハウスコム相談員の古庄です！
いよいよ最終回です！事例をもとに、相談の流れを載せました！
内容についてのご意見・ご感想などお寄せください！

相談員

古庄
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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。

「ゲリラ豪雨」という言葉を当たり前に使うようになり、さらに「記録的な」や
「〇年に1度の」といった非日常的な事象が各地で日常的に報道される昨今ですが、
生活様式の変化に伴い、災害時の備えについても必要な物が変わってきています。
発災後の3日間で「あってよかったもの」「なくて困ったもの」、災害を経験し
「これは絶対用意すべきと感じたもの」に関するアンケート調査で「モバイルバッテリー」
84％、「水」「電池」51％、「ランタン」47％、「保存食」44％という結果になりました。
安否の確認、災害状況の確認だけでなく病院情報の収集や家族・友人との連携等の為に通信
手段が必要と考えられているようです。

弊社では「HU400A」という持ち運びできる小型蓄電池をご用意しております。
詳しくは別添の案内をご覧ください。

ホームページはコチラ →→→

『停電への備え』

「生命保険の有効活用︎」

Ｑ：相続対策で生命保険を活用する方法があると聞いたのですがどのような場合ですか？

Ａ：一時払い生命保険を相続税対策で有効に活用すると次のような効果があります。

①円満な財産分与、②納税資金の確保、③相続税の節税

生命保険の受取金は、相続財産ではなく受取人固有の財産として扱われます。相続人の中でより多く遺産
をあげたい場合、葬儀費用がいる場合に有効です。

また、相続税基礎控除の他に相続人の人数×５００万円の特別控除があります。生命保険に加入してない
方や加入しているけどまだ特別控除の限度額まで余裕がある場合に有効です。

入院や手術があっても加入できる生命保険もあります。

相続税対策に有効活用できる生命保険の種類は、金融情勢の影響で取り扱う会社が徐々に減ってきている
状態です。早めの対応が大切になってきます。

HUG400A


