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一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。
12月の活動実績＝16,500Pとなり、一昨年より開始いたしました累計数は、434,975P
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。

明けましておめでとうございます。旧

年中は大変お世話になりました。本年も

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

前号で紹介した、日本ハムファイター

ズの監督に就任した新庄剛志氏の選手時

代からの派手なパフォーマンスは、北海道に野球ファン

を根付かせたい、ファンに喜んでもらいたいというファ

ン愛であることが分かりました。そんな新庄氏に興味が

沸き、引き続き人となりや生い立ちを調べてみると幼少

期の新庄氏は今では想像できないほど貧乏な生活を送っ

ていたのです。

新庄氏は自らの講演会でこんな話をしています。『逆

境を楽しんで、明るくポジティブに運を引き寄せる。そ

んな「新庄剛志」というキャラクターの根っこをつくっ

たのは、間違いなく僕の家族だ。家族については楽しい

思い出ばかりじゃないけど、ここで思い出したことを話

してみよう。僕の家は超貧乏で、ちょっと変わった家だ

った。まず、うちには朝ごはんというものがなかった。

お金がないせいもあるんだけど、母ちゃんが低血圧だっ

たせいもある。だから毎日、学校に行って給食を思いっ

きり食べていた。で、晩飯のおかずは、ゆで卵１個。

親父は特別に２個。家の窓ガラスが

割れても、入れ直すお金なんてなかっ

たから、冬はビニール袋をはって窓を

ふさいでいた。なぜか、クルマの窓も

同じようにビニールをはっていた。「なんでうちだけ、

クルマが走るときにパタパタ音がするんだろう？」と

思っていた。

野球のスパイクはもちろん、まともな運動靴なんか買

ってもらえないし、野球の練習は学校の上履きをそのま

ま履いてやっていた。ハードな練習をしていると、すぐ

にゴムがブヨブヨになって、運動どころじゃなくなる。

だから、運動会とかは気合いを入れて裸足のまま駆けっ

こをして、ぶっちぎりの一番になっていた。』

また新庄氏は、造園業を営んでいた父の影響で、物を

大切にすることで知られています。新庄氏は初任給で買

った7,500円のグローブを、プロ野球生活17年間ボロボ

ロになるまで修理をしながら使い続けていたのです。プ

ロ野球選手は高価なグローブをスポンサー契約して使用

しているというイメージがあったので、はじめてこの話

を聞いたときにはにわかには信じられませんでした。し

かし新庄氏はこの7,500円のグローブで10度のゴールデ

ングラブ賞を受賞しています。外野手としての守備能力

は日本人選手の中ではあのイチロー選手と歴代1位か2位

を争うレベルだとも言われています。2000年には阪神が

用意した5年で12億円の契約を断りフリーエージェント

でMLB（契約金2,000万円）に移籍し

た後も、この7,500円のグローブを使

い続けていたということです。

そんな新庄氏ですが、現役引退後、バリ島で生活して

いましたが、突然48歳になって13年ぶりに現役に復帰し

たいとプロ野球のトライアウトに挑戦したのです。結果

どの球団からも声はかかりませんでしたが、その動機は

難病のALS（筋委縮性側索硬化症）と診断された姉を励

ますためのものだったのです。1％の可能性があれば必ず

できる。そんな思いをトライアウトに挑むことで大好き

な姉にメッセージとして送っていたのです。

新庄氏の元奥さんは、「私が尊敬していた彼の素晴ら

しいところは、決して人の悪口を言わないところ。誰か

の失敗を喜ぶようなところも一切なくて嫉妬もしない。

ライバルや新人選手が活躍すると、『あいつは、今日す

ごかったよな！』と自分のことのように喜ぶんです。彼

のそんな性格の良さを支えていたのは、他人と自分を比

べたりせずにマイペースでいられるほどの自信、『自分

はできる』という感覚です。でも、元々はとても繊細で

素直で純粋な心の持ち主。歯を食いしばってつらいこと

を乗り越えて笑顔でいるんです」と・・・。

東京都ではオミクロン株の登場で、再びまん延防止措

置が取られていますが、どんな状況に置かれても周りの

環境に振りまわされることのないよう、ポジティブにい

きたいものです。

ポジティブで運を引き寄せる



たんぽぽ介護 訪問介護サービス
☎ 03-5318-5731
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この時期、食べる物にも気を遣って、なるべく体の温まる食べ
物を選びたいですよね。
体を温める食べ物と冷やす食べ物の見分け方には幾つかの方

法があります。必ずしもこれが全てに当てはまるというわけで
はありませんが、参考にしてみてください。

1.育つ環境
寒い国では体に熱を吸収して蓄える必要があるため、

体を温める果物や野菜が育ちます。反対に、南国では体内に
こもった熱を下げるため、体を冷やす食べ物が育ちます。

2.地面の下で育つものか、上で育つものか
地下（地中）で育つものは体を温め、地上で育つものは体

を冷やします。冬に地下で育つ根菜類が多いのは、動物も人
間も体を温める必要があるからで、夏に地上で育つトマトや
キュウリ、スイカなどが多いのは、体を冷やしてくれるから
です。

3.発酵しているかどうか
発酵食品には体の代謝を良くする酵素が入っているため、

発酵食品は体を温めます。発酵食品として代表的なものは、
味噌、納豆、醤油、漬物、チーズやヨーグルトなど。
日本酒が体を温めるのも、発酵して造るお酒だからです。

美味しく食べて、体ポカポカ

令和4年・・・今年の抱負
2022年が幕開けしました。笑う門には福来る・・・
元気にスタートしましょう！

元旦には「年神様（としがみさま）」という新年の神様が、1年の幸福
をもたらすために、各家庭に君臨する・・・とされています。

最近の世の中は心が暗くなったり、心配事が増えたり、
決して明るい話題だけではありません。

みなさまに幸あれ！と、心より願っております。

本年もみなさまとともに元気よく、そして尽力して参ります。

よろしくお願いいたします。

介護支援専門員 藤井貴美子

みなさまのご家庭にも幸福が降り注がれたことと思います。

そんな時でも、 笑って 笑って この1年、
実りある年にしていきたいですね・・・



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

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

ニ ア ハ ウ ス コ ム

新しい1年が始まりました！メンバーより新年のご挨拶を申し上げます。

シニアハウスコムでは現在、新たな相談員の増員
を検討しています。私たちと一緒に、施設探しを
通じて『人に喜ばれる仕事がしたい！』という方、
お気軽にお声掛け下さい☺ 【担当：佐藤】

皆さまとのご縁を大切に、寄り添って対応して参ります。

相談員

古庄実 花堂博子

関わりのある方々を大切にし、自分も
含め皆が笑顔になれるような活動を
したいと思います。

事務員 【相談員募集】

ご縁に感謝し、シニアハウスコムの
ファンとなっていただけるような
対応を心掛けます！！

シニアハウスコムはおかげ様で、今年で
14年目を迎える事ができました。
皆さまへの感謝と初心を忘れずに日々
努めて参ります。小川慶久 佐藤公亮

『笑門来福』
2022年も皆さんに沢山のスマイル☺
をお届けします！

2022年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

シニアハウスコムにお願いして
よかった！そう思っていただけるよう
気遣いと知恵を活かして参ります。

立花わかな

新年明けましておめでとうございます。福祉用具相談員の佐藤英郎です。

旧年中は、大変お世話になりました。本年も、より一層皆様のお役に立てるよう精進致し

ますので、どうかよろしくお願い申し上げます。

玄関の出入りが不便だと外出するのがおっくうになり、つい自宅にひきこもりがちになり

ます。通院や散歩に出かけることが苦にならない、スムーズに移動できる玄関が理想です。

３回にわたり、介護における玄関での注意点をお話ししています。

最終回のテーマは「外出時等玄関の移動をサポートする福祉用具」です。

■外出時等玄関の移動をサポートする福祉用具

「玄関手すりは工事が必要だから大変」と思っていませんか？

最近では玄関に置くだけの手すりも数多く登場し、両手すりが

あるものや狭いスペースに対応したものもあります。レンタル

対応ですので、不要になれば業者に引き取ってもらえます。

車いすで玄関を出入りするなら、持ち運びできるスロープが便

利です。長さは、段差の8倍程度が基本。短すぎると傾斜が急

になり、車いすでの上り下りが難しくなります。玄関まわりに

置くスペースがあることを確認しながら選びましょう。

スロープで乗り越えられないほど段差が大きい場合は、段差解

消機という方法も。設置するスペースが必要ですが、車いすに

座ったまま電動で上下に移動できるため、介助者の負担が軽く

すみます。比較的簡単に設置できる据え置きタイプもあります。

段差解消機

電動で上下するの

で、介助の力がい

りません。

スロープ

車いすを使うなら、

スロープで段差を

解消。

玄関用手すり

手すりを握って姿勢

を安定させ、上り下

りします。
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アスモ・テクノサービス
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アスモエージェント
■人材紹介
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■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 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。

・私たちの住んでいる日本では高度な浄水処理技術に水質が保証されているため、
水道水をそのまま飲んでも安全性には問題ありません。

・水道局の行った調査で、日本で水道水を飲料水として口に運んでいる方の割合が
都市部39％、都市部外51％と他国では考えられないほどの数値が出ております。
これも日本国が豊かだと言われる理由の一つでもあるのでしょうね。
しかし、実際に異臭がしたり不純物が混ざっていたりしたら、不安になる人もいる
でしょう。

・手軽にできる水道水の水質チェック方法として、透明なコップに水道水を汲み、
水の色や不純物の有無を確認してみましょう。
赤みがかった水が出るのは、鉄錆やカビが混ざっている状態です。
その他にも、青い水が出たり細かい浮遊物が見えたりする場合もそれぞれ原因があります。
対処方法として給水管の更新工事が必要な場合もあるので、管理人や管理会社への相談が必要です。

「弊社でも配管工事の手配が取れますので是非ご相談下さいませ。」
⇓

※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。→→

『錆水を飲んでいませんか…？』

●成年後見制度を利用した場合に、できることできないこと
最近「成年後見制度について教えてほしい」というお声が増えてきました。しかし、成年後見人を選んだ

後に、「こんなはずじゃなかった」と「成年後見制度自体を止めたい」という問い合わせも多いのです。
なぜでしょうか？実は成年後見人が選ばれると、財産が減るような行為や投資行為は基本的にできなくなり
ます。具体的には？
①【生前贈与】扶養の範囲内で親族に渡す以外はできません。相続税対策などで利用されることが多いの
ですが、本人の財産が減るだけで、本人にとっては不利益になるからです。

②【建物の建替え】自宅が老朽化して地震などの際に危険だということであれば、建替えることはできま
す。しかし、必要最低限度のものに限り、例えば賃貸併用住宅を建てる場合はかなり制限があります。

③【土地の無償使用】使用していない土地を親族に貸して、親族が自宅を建てるということがあると思い
ます。しかしこれも基本的にはできません。ただし、親族が地代を払うなど、本人に利益になるもので
あれば認められる可能性もあります。

④【不動産売却】自宅を売却する場合には家庭裁判所の許可が必要になります。金額の妥当性や本人の
居住場所の確保など、本人に不利益がないように厳密に審査されます。

いずれの場合も家庭裁判所との協議が必要になります。毎年の収支報告や財産目録の提出など、後見人の
負担はとても大きくなります。そして少しでも疑義が生じるようなことが起こると、後見人は解任されたり
することもあるのです。最近は横領事件も多いので、とてもシビアです


