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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。
8月の活動実績＝15,965Pとなり、昨年より開始いたしました累計数は、370,555P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。

2021年9月5日、2020東京オリンピッ

クに続き、パラリンピックが閉幕しまし

た。新型コロナ感染拡大の影響や東京に

緊急事態宣言が出る中で全ての会場が無

観客になるなど、異例尽くしの大会でし

たが、日本のメダル獲得数は金13、銀15、銅23の計51

個。過去最多だった2004年アテネ大会に次ぐ、2番目と

なるメダル数を獲得しました。

オリンピックの影に隠れがちな印象ですが、「パラリ

ンピック」の名称を初めて使ったのは、第2回の1964年

東京大会でした。当時、21カ国、378人の選手が参加

し、わずか9競技。当初はリハビリテーションの延長的

な色彩が強かったが、回を重ねるにつれて競技性の高い

スポーツ大会へと進化し、参加国、参加選手、競技数も

増加し、2016年のリオデジャネイロ大会は159カ国・

地域から4,333選手が参加するまでになりました。パラ

リンピック開催の意義を考えるとき大変ヒントになるお

話がありますので、ご紹介させていただきます。

（弊社のスタッフがこんないい話があるから参考にして

欲しいと渡された内容です）

米ユタ州の小学校教諭が学年の初めに行っている授業

で、「バンドエイド・レッスン」と名づけられている

そうです。「バンドエイド・レッスン」ではまず、スコ

ット先生が児童たちに、「みんなの中で肘を擦りむいた

ことがある人はいる？」と聞きます。「ある」と答えた

児童を前に呼び出し、クラス全員にその時の体験を話

させます。そして「痛かったね。じゃあバンドエイドを

貼ってあげる」と擦りむいた場所にバンドエイドを貼り

ます。次に「頭をぶつけてたんこぶを作ったことがある

人？」と質問し、「ある」と答えた児童を同じように前

に呼び、体験を話させます。そして同じように「痛かっ

たね。じゃあ…」とバンドエイドを貼るのですが、場所

はぶつけた頭ではなく肘に貼ります。

そこで児童たちは戸惑い始めます。しかしスコット先

生は、続いて「膝を擦りむいたことがある人？」と質問

し、同じように体験を話させ、「痛かったね。じゃあ

……」と言って、やはり肘にバンドエイドを貼ります。

ここで多くの児童からは「先生、それ、おかしいよ！」

という声が上がります。

それをきっかけにスコット先生は

「公平さとは何か」についての説明

を始めます。「先生はみんなに、全く同じことを、同じ

ようにしてみました。でもそれは役に立たなかったよね

？」「みなさん、公平さというのはみんなに同じことを

することではないんです。公平さは、みんなが自分がう

まくやるために必要なものを手に入れることなんです」

この授業を行うと、児童たちのクラスメートに対する

理解と共感がうんと深まるといいます。

それでも糖尿病や自閉症、ADHDの児童が「どうして

お前だけ違うんだよ」などとからかわれたり、イジメら

れることがあります。その時、スコット先生はイジメた

児童に、「先生が学年の初めにした『バンドエイド・レ

ッスン』を覚えている？」と質問します。児童はハッと

気が付いて反省するといいます。スコット先生はこのレ

ッスンの話を短い動画にまとめて動画サイトに投稿した

ところ、大反響を呼びました。「いいね」は90万近くに

達し、5,900以上のコメントが殺到しました。さらに

FOXニュースがこの話を報じたため、全米の話題となっ

たのです。

いかがだったでしょうか？私たちは介護保険制度とい

う画一的なルールの中でお仕事をさせていただいていま

すが、制度というルールの中においては全ての方へ同じ

サービスを同じように提供してしまいがちです。私たち

は「バンドエイド・レッスン」が教えてくれたように、

お一人お一人のご利用者それぞれに沿ったサービスが提

供できるよう工夫していくことが大切だ、と改めて考え

させられました。

バンドエイド・レッスン



たんぽぽ介護 訪問介護サービス
☎ 03-5318-5731

居宅介護支援 ケアプラン作成
☎ 03-5318-4007

９月は防災月

大正12年9月1日に関東大震災が起こったこと、9月には災害が多いことから、
災害に備えつつ知識を深めるため制定されました。
東日本大震災、熊本地震、台風、近年では線状降水帯による水害と自然災害が増えています。

災害時の備え
家具などの転倒落下の防止
寝室に懐中電灯、運動靴などの用意（逃げる際けがをしないように）
家族間の連絡などの確認・ふろ水のため置きなどがありますね。

被災された方々からあると便利な備品類
乾電池は消耗が激しくストックが必要。水に流せるティッシュペーパー、ウエットティッシュ、使い捨てのカイロ、
45ℓのごみ袋、新聞紙、ラップ、アルミホイル、除菌スプレーなどが役に立ったとのことです。
日常生活でいつも身の回りにあるような物ですね。少し多めにストックを用意しておくことで災害時にも
役に立ちますね。

主に災害時に使用する「非常食」だけでなく、
日常から使用し、かつ災害時にも使用する「ローリングストック」してバランスよく備えることが大事です。
毎日食しているものを普段から少し多めに買い置き、賞味期限順に消費する。消費した分を買いたす。
常に一定量の家庭備蓄が保たれる。このことをローリングストック、家庭内備蓄の方法です。
過去の経験からインフラが復旧までに1週間以上要するケースが多くみられます。スーパーやコンビニで食料品が
購入できるまでには1週間程度かかると想定されています。最低3日分×人数分の家庭備蓄が望ましいです。
熱源の確保も忘れないで、カセットボンベ 1人/1週間当たり約6本の備蓄が必要となります。
お水は生命維持に欠かせないもの、1人当たり1日3リットルの備蓄を！！

介護支援専門員：金子 恵美子
鍋、やかんも
お忘れなく

美味しく、健康的に
の楽しみ方 ～野菜・キノコ編～秋 の 味 覚

秋、と言えば食欲の秋。日本には四季という美しい季節があり、特に秋の食材は旬のものが豊富に揃っています。
特に旬の食材は、その時期に合わせて私たちの体調を整える働きが期待できるのです。
秋の食材は、夏の暑さで弱った胃腸を回復し、体を温めてくれる効果があるそうです。
今回はそれらの秋の食材の中から野菜類の紹介と、おすすめの調理法を紹介します。

＜根菜類＞

・さつまいも
食物繊維、ビタミンC、ビタミンEが豊富で、特にいも

類に含まれるビタミンCは加熱しても壊れにくく、じっく
り加熱することで甘みが出ます。
・じゃがいも
春と秋の年に２回収穫の時期を迎えるじゃがいもは、

秋になるとでんぷんの量が多くてほくほくした食感に。
『畑のリンゴ』と呼ばれる程ビタミンCを多く含みます。
どちらもビタミンCは水に溶けやすい性質があるので、

皮ごと食べられる焼き芋やじゃがバターがおすすめ。

・里芋
水分が多く、いも類の中ではカロリーが低いのが特徴。

粘り気には血中のコレステロールの付着を防ぎ、血圧を
下げる効果があるとされています。
なので特有の粘り気（ぬめり）を落とさないように
調理するのがポイント。ニンジン、大根、豆腐などと
合わせて作るけんちん汁は、便秘、高血圧、糖尿に

効果的な一品です。

＜キノコ・野菜類＞
・しいたけ
日光に当てるとビタミンDを多く含むようになるので

調理前には天日干しするのがおすすめです。
・しめじ
『香りまつたけ、味しめじ』といわれるように、旨味

が強いのが特徴です。キノコの中でも特に、ビタミンD
やビタミンB群が豊富に含まれてます。
キノコ類はどんな料理にも使いやすい万能食材。

炊きこみご飯や、キノコを使ったパスタなど、炭水化物
と合わせた組み合わせに適しています。

・ナス
ほとんどが水分でできているナスですが、抗酸化作用

を持つアントシアニンを多く含んでいます。
・カボチャ
ビタミンC等の栄養素に富み、『冬至にカボチャを食

べると風邪を引かない』と言われるほど栄養価が高い食
材です。

次回は果物・魚編…



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。

最終回のテーマは「ベッドでの食事の注意点」です。

■ベッドでの食事の注意点
ベッド上で食事をとる場合は、背上げ機能を最大に上げてから少し下

げた角度に調整し、座り姿勢に近づけます。背をまっすぐに保つこと

が誤嚥予防につながりますので、ひざ下や背中にクッションをはさむ

などして姿勢を整えます。できればベッドの端に座り、床に足をつけ、

サイドテーブルで食事をとると姿勢が安定します。

サイドテーブルは食事を置くだけでなく、ご本人が腕を置いて

体を支える助けにもなります。キャスター付きのものはご本人

がバランスを崩した際、テーブルごと転倒してしまう可能性が

あるので、必ずストッパーをかけるようにします。

ベッド上に飲み物や食べ物をこぼすと衛生上よくありませんし、

シーツ交換などの手間が増えてしまいます。食べこぼし・飲み

こぼしを避けるには、テーブルの上に広げる食事用エプロンや、

飲み物をこぼしにくいストロー付カップが重宝します。

注意点その３：

エプロンやストロー

付カップ等ベッドに

こぼさない工夫を。

注意点その２：

サイドテーブルは

ストッパーをかけて

使用を。

注意点その１：

背がまっすぐの姿勢

を保ち、誤嚥（ごえ

ん）を防ぎます。

各相談員の相談事例をご紹介
今年は、皆さまに有料老人ホーム紹介事業「シニアハウスコム」の活用方法が伝わりやすいよう、

各相談員の事例をストーリー仕立てでご紹介しています！9月号・10月号は佐藤の事例を紹介します！

相談員：佐藤

【ご相談時の状況】
年 齢：85歳
介護認定：要介護1
生活状況：一人暮らし
家族構成：独身（未婚・親戚付き合いもなし）
金銭状況：年金18万位/月・預貯金1,000万円位
相談理由：・コロナの影響でデイサービスが休止になった

・活動量が減った事で身体機能とメンタルが低下
・本人も一人での生活に不安を感じて安眠できてない

【ご相談後の状況】
現 在 の 住 ま い ：サービス付き高齢者向け住宅へ入居
入居後の生活状況：◆1日3食の食事、適切な服薬、適度な活動量、など規則正しい生活を取り戻す

◆元々の趣味であったパッチワークを再開し、入居者やスタッフへプレゼント、共有部分の
装飾に採用されるなど自立心を取り戻している

【入居をする為に解決すべき課題点】

1．お金の管理を任せられる人がいない

2．入居後の緊急連絡先と契約時の保証人が不在

3．契約手続き、引っ越しにサポートが必要

4．入居後の自宅の整理ができない

今回の相談事例は、近年増えている

[キーパーソンに協力を仰げない方]

または

[身寄りのない方]

などの施設探しです。

・希望条件の意思表示がご自身でハッキリできる

・施設費用を支払える年金や蓄えがしっかりある

など、施設を探せるご自身の条件は整っていても、
入居の際は入居後のサポートや金銭面の保証
などをしてくれる存在が必要となります。

今回は、それらの課題点を、色々なサービスを
利用することで一緒に解決し、無事に入居された
方のご紹介です。

to be continued

次月号にて、
入居に至るまでの
経緯をご紹介！



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。

・ここ数年で様々な場所で目にするLED照明。
年々認知度が高まっており「電気代削減」や「照明の長寿命化」など沢山のメリットが
あります。
我々も沢山のお客様にご提案させて頂く機会があり、その中で感じた事があります。
それが今回のテーマとなる「ＬＥＤの危険性」です。
ＬＥＤ照明はメリットが重要視されるあまりデメリットの存在があまり知られておりません。

・LED照明を選定する中で、「価格」「品質」「メーカー」などなど様々な選定基準がある中で
弊社からの提案としてもう一つ「ブルーライト」も提案基準に加えて頂いております。
ブルーライトとは長時間見続けると「眼精疲労」「網膜剥離」「失明」のリスクが伴います。
LEDを身近に使用する際には上記のリスクを軽減する為に
「ブルーライトカットLED」をお勧め致します。

使用環境に合ったLED照明の選定は弊社にお任せ下さい。

※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。→→

『LED照明の危険性』

『相続人がいない場合の相続財産はどこへ？』

Ｑ：私には子供や妻、両親や兄弟、甥・姪もいません。私が死んだ場合、財産はどうなってしまうので

しょうか？

Ａ：子供や配偶者、両親や兄弟姉妹がいない場合、甥や姪がいなければ、最終的には国庫に帰属すること

になっています。つまり、甥、姪より遠い親族には通常相続財産が承継されることはありません。

相続人がおらず国庫に帰属したおひとりさまの財産の額は毎年400億近くに上るそうです。

ただし、遺言書がある場合は、遺言書で指定された方が財産を承継することになります。指定先は、

人に限定されません。法人や団体も財産承継者として指定する事が出来ます。例えば自分の財産を社会に

役立てたいと、社会奉仕の団体に寄付される方もいます。

ご自身の想いを引き継いで有効に使ってくれる方へ渡していくのも相続の１つのカタチではないでしょ

うか？


