
アスモ新聞はアスモのホームページ www.asumo-

kaigo.jp からもご覧になれます。

【在宅介護センター・アスモ】で検索してください。

ア ス モ た ん ぽ ぽ新聞

代表取締役花堂浩一

令和４年２月 第197号

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。
1月の活動実績＝17,500Pとなり、一昨年より開始いたしました累計数は、452,475P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。

15、6年程前からになるかと思いま

す。業務などでどうしても外せない予

定がない限り月に2回、必ず参加して

いる経営者交流会があります。一つは

ATM会（明るく・楽しく・前向きにの

頭文字）、もう一つは徳億会（億を稼

ぐには徳を積みなさい）。いずれも主催者は、同じ株

式会社いかしあい隊（志ある経営者の出会いと学びの

場）と言いますが、私が経営者としての師と仰ぐ方は

この会の主催者であり会長の牛久保洋次氏ともう一人

は同じく名誉会長の加瀬英明氏です。

今回、会合でお話された加瀬氏の言葉をご紹介させ

ていただきます。多くの経営者に物事の本質を正しく

見る目や、ときには激励をする立場であったりするこ

とから、今のような激動の中で多くの経営者が悩んで

いることを想定されているのか、このようなお話をさ

れました。

「笑顔は素晴らしいですよね。いつも明るく楽しく

前向きにいたい。笑顔は大切ですね！笑顔をつくるこ

とができるのは人間だけです。そして人間社会は世知

辛い。辛いことが多い。だから笑顔をつくるのです。

チャップリンの言葉で”人

生は近くで見ると悲劇だが、

遠くから見れば喜劇である”

というのがあります。つまり

人生や物事を近視眼的にばか

り見てしまうと、目先の苦し

みなどが永遠に続くと勘違い

して、自分の人生は悲劇であ

ると解釈してしまうが、人生

を客観的に俯瞰してみると肯定的にとらえられること

ができるのです。人間の人生を言い得ていると思いま

す。だから笑顔たやさずいきましょう。」

そして加瀬氏の好きな言葉として「自発自奮」と

いうことをお話されました。

近年の日本はエリー

ト教育ということで、

いい幼稚園に入りいい

小学校に入学するため

の勉強をします。

そして小学校に入学す

ると次はいい中学校に

入るための教育を受け

ます。このように最終

的にはいい会社や役所

に就職するための勉強・教育になっているのではな

いか。そもそも教育は求めるものであると・・・。

以前のアスモ新聞でもご紹介しましたが、加瀬氏

はこのように、いい学校や会社に入るための教育を

合わせる教育だと断言されました。江戸の研究家で

もある加瀬氏は、先人や近代日本を築き上げた偉人

と言われる多くの歴史上の人物の教育は寺子屋に3、

4年といった、貧しい農家の出身や庶民だったといい

ます。つまり今のような激動の時代は「自分を作る

教育」が大切であり求められる・・・と。「自ら発

して行動してゆく」「自発自奮」これからの経営者

はこのような精神で社会を支えていっていただきた

いと激励されたのです。

今回のお話は経営者に向けての講話でしたが、弊

社のスタッフやヘルパーの皆様にも参考になるお話

かと思います。またご利用者の皆様におかれまして

も、日々リハビリや自立に向けて頑張られているこ

とと思います。私たちはご利用者の皆様がいつまで

も楽しく元気に生活ができるようお手伝いをするこ

としかできませんが、コロナ禍でご高齢者の皆様の

自立度や身体機能が低下しているとの報告もござい

ます。人生の諸先輩方であるご利用者の皆様が私た

ちの姿を見て奮起していただけるようお仕事に取り

組んでいきたいと思います。

「 自 発 自 奮 」



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

たんぽぽ介護 訪問介護サービス
☎ 03-5318-5731

冬でも要注意
体内の水分量が不足した時に起きる「脱水症」、その中でも本人も周囲も気づかないうちに脱水状態に陥る

ことを「隠れ脱水」と言います。
特に冬場は、夏場と違って汗をかく機会も少ないので体内の水分が知らず知らずのうちに失われていきがち

ですし、最近は特にマスクをしていることで口腔内が潤っていて、喉の渇きも覚えにくくなっています。
今回は、冬にこそ気を付けたい脱水症状と、その予防策をご紹介します。

こんな症状が現れたら注意！

・皮膚の乾燥や、唇がカサカサしている、口の中が
乾いてる場合は、軽度の脱水症状を疑う必要があり
ます。
また、手の甲の皮膚を摘まんだ後にすぐ戻らない

場合や、爪を押して色がすぐ戻らない時も、乾燥し
ているサイン。すぐに充分な水分、出来れば経口補
水液を摂取するようにして下さい。

・更に、軽度の状態から症状が悪化すると、頭痛や
吐き気を訴えることもあります。
また、体から水分が抜けたことにより体重が減少

したり、嘔吐や下痢など、明らかな体調異常が見ら
れたりすることもあります。

普段から出来る予防法

・やはり一番効果的な予防法は、水分を補給すること
です。あまり間を空けないように注意しながら、定期
的に水分補給をしましょう。
こまめに摂取するのが難しい場合は、時間を決めて

摂取するのが良いでしょう。
起床時・食事前・入浴後・就寝前は特に水分補給が

必要な時なので、積極的に摂取しましょう。

・また、水分を多く含むフルーツ、ゼリーや水ようか
んなどの、水分を凝固させた食べ物からでも、水分を
摂取することは可能です。
意識して「水を飲まなきゃ」と思わなくても、おい

しく食べられるもので、自然と水分を摂取するのも、
いいかも知れません。

立春の候・・・医療費控除で節税を・・・
1月は行く、2月は逃げる、3月は去る、という先人の言葉がありますが・・・

今年も明けてもう2月、世の中はものすごい速さで回ってます

さて、2月と言えば、節分、恵方巻、建国記念の日、バレンタインデー、梅に鶯、他にも何か・・・そう、
確定申告の時期でもあります。この時期みなさまが支払った医療費だけでなく、介護サービス費も医療費控
除の対象になっていることを見逃してはなりません。改めて居宅介護サービスで、対象となるものを挙げて
みます。

●医療費控除の対象となる居宅サービス（医療系サービス）
●訪問看護●訪問リハビリテーション●通所リハビリテーション●居宅療養管理指導●定期巡回随時対応
型訪問介護看護（訪問看護を利用する場合）●短期入所療養介護（医療型ショートステイ）
※介護予防（要支援）も含まれます。

●医療系サービスと併せて利用する場合のみ対象となるサービス
●訪問介護（身体介護）●夜間対応型訪問介護●訪問入浴●通所介護（デイサービス）●短期入所生活介護
（ショートステイ）●小規模多機能型居宅介護●日常生活支援総合事業（訪問型・通所型）
※介護予防（要支援）も含まれます。

●対象とならないサービス
●福祉用具貸与●訪問介護（家事などの生活援助中心型）

●対象となるおむつ購入費
控除として申請できるおむつ代は、概ね6か月以上にわたり寝たきりで、医
師からおむつの使用が必要と認められた場合に限り、対象となります。手続
きには医師が発行する「おむつ使用証明書」「領収書」の添付が必要です。

●控除の対象金額は各サービス事業者が発行する領収証に明記されています。ご不明な
点などは、ケアマネジャー、各事業所の請求担当者等にご確認ください。 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

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

最近、5歳になる娘が「保育園行きたくない病」を発症し、毎朝四苦八苦している佐藤です(-_-;)笑

さて、今月は有料老人ホームへの入居を検討される方々の、年代から見る傾向や状況をお伝えします。

入居のタイミングは人それぞれですが、ご自身やご家族の入居時期の参考にしてみて下さい。

シニアハウスコムへのご相談で一番多いタイミングは【急遽検討】の方々です。
やはり「自宅で暮らせなくなる」という状況にならないと、なかなか現実的に検討できないのが実情かと思いますが、
ここ数年、早い時期からご自身で探し始める【早期検討】または【将来検討】のご相談が多くなってきています。
ちょっと先のご自身、またはご家族の生活を考えてみる、話し合ってみるのはいかがでしょうか。

【早期検討】
元気なうちから
ご自身の“終の住処”を
探し始める

検討期間：1年～

【将来検討】
配偶者が亡くなるなど、
一人暮らしになった時に
探し始める

検討期間：～６ヵ月

【現実検討】
認知症の進行等により、
日常生活に不安を感じて
探し始める

検討期間：～３ヵ月

【急遽検討】
転倒による骨折等により、
自宅での生活が困難となり
探し始める

検討期間：～１ヵ月

75歳
85歳

88歳

92歳

こんにちは！福祉用具相談員の佐藤英郎です。

トイレは一日に何度も通う場所であり、個人の尊厳をもっとも守りたい場でもあります。

できる限り、ご本人がご自身ですませられる環境を整えたいものですね。

これから３回にわたり、介護におけるトイレでの注意点をお話ししていきます。

第１回のテーマは「トイレ内での注意ポイント」です。

■トイレ内での注意ポイント
排泄を長く自立して行うためには、トイレに入ってから便座に座

るまでの動作をスムーズにできることが必要です。ドアをご自分

で開けることができるのか、便器の前まで移動して方向転換がで

きるのか、改めて確認してみましょう。一連の動作に介助が必要

であれば、介助者が立つスペースも確保しなければなりません。

排泄には、「移動する⇒フタをあける⇒衣服を脱ぐ⇒便座に

座る⇒座り姿勢を保つ⇒便座から立ち上がる⇒水を流す⇒衣服

を着る⇒手を洗う」といった、さまざまな動作が含まれていま

す。ご本人がどの動作に苦労されているのか見極めることが、

効果的な介助や福祉用具選びにつながります。

排泄をするとき、人は便器の上で一定時間姿勢を保たなくては

なりません。よく言われることですが、和式トイレのかがむ姿

勢はひざや足そして心臓などの負担が大きく、ご高齢者には向

きません。和式トイレをお使いの方は洋式トイレへの変更をお

勧めします。

注意点その３：

長くトイレを自立

するには和式よりも

洋式トイレ。

注意点その２：

どの動作が難しいの

か、細かくチェック

します。

注意点その１：

トイレ内の移動や

方向転換を確認しま

す。



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 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。

・非常灯（非常用照明器具）とは、火災などによる停電時に避難経路の照度を

確保する防災照明器具です。

・白熱電球や蛍光灯は電球寿命が短いため、頻繁なランプ交換が必要です。

LEDを使用すれば、寿命が極めて長いためランプ交換の手間がなくなり、

定期的な交換は内蔵電池のみとなります。

電源内蔵型の非常用照明であればLEDランプの使用が認められていますが、

電源別置きの場合は、LED電球を使用することができない期間が長期に渡り続きました。

そこで、パナソニックが電源別置仕様のLED非常用照明の大臣認定を取得し、発売を開始しました。

最近では、非常用照明器具自主評定（JIL評定）を取得し、

一般的な非常用照明のひとつとして数えられることとなりました。

・照度基準のほか、「非常用照明器具を30分以上点灯できる予備電源を有すること」

「140℃の雰囲気の中で30分以上点灯を維持できる耐熱性を有すること」などが規定されています。

このように建物設備として建物の安全性を担う照明ですが、設置基準や規定が細かい点があります。

「弊社でも非常灯LED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。→→

『非常灯の重要性』

●民事信託の導入
前回、成年後見制度を利用した場合の不都合な点をお伝えいたしました。

ちなみに成年後見制度が悪いということではないのです。

成年後見制度にはその制度趣旨があって、それは平たく言うと「法的に能力が不足している人の財産管理

をする人を、家庭裁判所が選んで、その人が財産を守る」ことにあるのです。

あくまでも財産保護のための制度で、主体が家庭裁判所になってしまいます。

その趣旨にのっとって家庭裁判所が運用しているので、今の状況は当然の事なのです。

かたや、これからお話しする「民事信託」に関しては、「財産を持っている人が、自分の管理運用をする

人を決めて、あらかじめ決めたルールに則って管理してもらう」ことができる制度です。

財産を持っている人が自由に決められる制度で、主体が財産所有者なのです。

成年後見制度とは制度趣旨が違うのですね。

民事信託は、本人が元気なうちに未然に対策をしておくことになります。

成年後見制度が「対処療法」であるのに対して、民事信託は「事前の対策」になります。

事前に準備をしておくことで、ご家族の意向を反映し、財産を安心して承継することができる制度です。

さて、最近利用が急増している「民事信託」制度ですが、次回詳しくお伝えいたします。


