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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。
2月の活動実績＝15,670Pとなり、一昨年より開始いたしました累計数は、468,145P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。

先月のこの紙面で、私がどうしても

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ること

をお伝えしました。一つはATM会、も

う一つは徳億会いずれも主催者は同じ

株式会社いかしあい隊と言いますが、

この会の主催者であり、私が師と仰ぐ会長の牛久保洋次

氏についてご紹介させていただきます。

牛久保氏は、多くの方が懐かしいと思われるかもしれ

ませんが、かつて日本全国に貸しレコード店を700店舗

展開していた、レコードレンタル友&愛の創業者（後にデ

リバリピザのピザカリフォルニアを創業）。牛久保氏と

の出会いは友人に誘われたある会の設立パーティで名刺

交換をしたことから始まります。名刺交換をすると初対

面の私に「介護のお仕事はこれから重要な仕事でいい仕

事だね。頑張るんだよ！この会には知り合いが大勢いる

から僕がいろんな人を紹介してあげるよ」と言うと、私

の手を握っていろんな方のところに名刺交換に連れて行

ってくれたのです。当時まだ中野区内の商工会議所など

の会には少しずつ参加していましたが、誰も知り合いの

いない異業種の交流会にはなじみがなく、ポツンと一人

になることが多い状況でしたが、そんな私をいつも励ま

し応援してくれたのです。そんな人となりですから、日

本全国から多くの経営者が牛久保氏に会うために会に参

加してきます。

牛久保氏が当時を振り返りよくお話するのが、「微差

は大差」。当時音楽の好きな若者にとって3000円以上す

るLPレコードはとても高額であった。そのLPレコードの

中に聞きたい曲が1曲しかなくても3000円以上するLPレ

コードを買わなければいけないことに理不尽さを感じた

といいます。誰も貸さ

ないのであれば、音楽

好きの若者に自分が貸

してあげようとはじめ

たのが貸しレコードの

原点だったのです。つ

まり貸しレコードは若

者の声を代弁したにすぎなか

ったといいます。もともとあ

ったレコードをただ貸すとい

う微差が大きな差になったと

言います。しかしこのことが

原因で法律闘争に発展し、国

会で追及を受けるなど、大変な思いも経験されますが、

TSUTAYAやゲオといったレンタルビジネスの市民権を勝

ち取った功労者なのです。

またある時、「花堂ちゃん、デリバリと出前の違いわ

かる？」と聞かれ、答えに困っていると、「出前は時間

の約束はないが、デリバリは60分以内に配達できなけれ

ば料金はいただきませんとお客と時間の約束をしたんだ

よ」と、つまり顧客の大事な時間を無駄にしないようコ

ミット（約束）した少しの差が大差になったと。

そして少し語弊のある言葉ですがこんなことも問われ

ました。「子供の頃、どんなに腕っぷしが強くてスポー

ツ万能でも、やがて中学、高校になると知識のある者に

は勝てない。そして知識のあるものも社会に出ると投資

家に使われる。では、投資家は誰に使われますか？」と

いった質問を投げかけられます。ここでもまた私が答え

に窮していると、牛久保氏からこんなお話をされまし

た。「それは夢や志を持った人に投資家は使われるんだ

よ！実はこの椅子に座るのが最も難しい。でも若い経営

者は、この椅子を目指しなさい。そのためには、社会で

困っていること、世の中の人が不満や不足に思っている

ことを外すことができるようなお仕事を見つけて真摯に

取組みなさい。どんなにお金を稼いでも幸せにはなれな

いことに気づいた成功したと言われる人も最後にはそう

いう人を支援したくなるんだよ。」

私は牛久保氏との出会いによって単なるお金儲けのた

めのビジネスに意味はなく、仕事の持つ意味合いを考え

ることがほんの少しできるようになってきたのかなと思

っています。そして課題の多い高齢化社会を変えること

ができるのもヘルパーのみなさんはじめ私たちだと思う

ことができるようになったのです。

YOU&I（あなたと私）日本文字では友＆愛と名付けた

牛久保氏の思いがそこにあります。

「友＆愛」

友＆愛当時の画像を使用



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

これからが旬 春 の 果 物
寒い冬が終わり、ぽかぽかした日差しに誘われて新芽が芽吹く春は、気持ちがいい季節ですね。

そんな時期には、柑橘類やイチゴなど、ビタミンカラーの甘酸っぱい果物たちが旬を迎えます。
盛り合わせにして食べるのもいいですし、ひと手間加えてちょっと贅沢なデザートを作ってもいい、

そんなヘルシーでおいしい春の果物を、ご紹介します。

イチゴ
・春の果物と言えば、やはりこれ。甘酸っぱくかわ
いらしい見た目で、春の人気果物の一つです。
イチゴには、ビタミンCや食物繊維、ポリフェノー
ルなど、健康だけでなく美容にもうれしい栄養がた
くさん含まれています。
イチゴに含まれるポリフェノールは、

乳製品と一緒に摂ると吸収率が上がるので、
牛乳やヨーグルトなどの乳製品と一緒に食べるのが
おすすめです。

甘夏
・甘夏は夏みかんの仲間です。夏みかんよりも酸味
が少なく、さわやかな甘味とプチプチした食感が特
徴です。甘夏に限らず、春は柑橘系の果物の旬で、
ゼリーやジャムにしてもおいしく召し上がれます。

キウイ
・輸入品も含めると一年中お店に出回って
いるキウイですが、国産のキウイは冬から
春にかけてが旬です。
品種によって若干異なりますが、国産のキ
ウイは冬頃収穫され、一か月ほど追熟して
から出荷されます。
国産のキウイは甘くて濃厚で、キウイ産

地ランキングでも上位に食い込む人気だそ
うです。
おいしいキウイを選ぶ時は、表面の毛がし
っかり生えているものを選びましょう。

春うらら

春風に乗ってどこからとなく沈丁花の香りがこぼれてくる季節になりましたね。

寒い時期は外に出ることができない方も多かったのではないでしょうか？
これからは、外に出て散策などするには良い季節になりましたね。
フレイル予防のため身体を動かすことは大切です。
身体を動かす、体操や運動などお一人ではなかなかできないですよね。
そんな時どうしますか？

そんな時は、ケアマネに相談
「フレイル予防、足腰が弱らないようにしたい！」
「今の筋力を維持したい！」
ご希望をご相談ください。

介護予防事業の体操、デイケア、デイサービス、
訪問看護ステーションから理学療法士（PT）・作業療法士（OT）が
ご自宅に訪問してリハビリを行うなど、ご提案をさせていただきます。（ご利用には要件がございます）

ご自分に合ったサービスをご自身で選択しましょう。
「座る・立つ・歩く」の動作を維持して、人に会うことで気持ちもリフレッシュ
心身ともに今を維持、向上しましょう。

春は新しいことに挑戦の季節でもあります。
足腰が弱らないように何かを始めてみませんか⁈



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、家族で「ムーミンバレーパーク 」へ出掛けて幸せな1日を過ごした佐藤です♪(＾◇＾)♪

さて今月は、先月号に引き続き有料老人ホームへ入居を検討される方々の、年代から見る傾向をお伝えします

入居のタイミングによって、望ましい施設の種類も変わってくるので参考にしてみて下さい

【早期検討】
【将来検討】

【現実検討】
【急遽検討】

75歳
85歳

88歳
92歳

【自立型】
介護付き有料老人ホーム
住宅型有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅

【認知症対応型】
グループホーム

【介護対応型】
介護付き有料老人ホーム
住宅型有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅

■トイレをサポートする基本的な福祉用具
一連のトイレ動作の中で、もっとも介助が必要になりやすいの

は、便器への立ち座りです。ひざや股関節に力が入りにくいご

高齢者の場合、補高便座を使って高さを調整するだけでも、立

ち座りがラクになる可能性があります。温水洗浄機能付き便器

なら、おしりを拭く動作を省くこともできます。

座位が不安定な方が長時間便座に座ると、姿勢を保つことが難

しくなります。そんな場合、便器の横にひじ掛けタイプの手す

りを設置しておくと、もたれかかることができて座位が安定し

ます。また、立ち座りする際も、ひじ掛けを支えにすることで

足腰への負担がやわらぎます。

トイレ空間の中でご本人が立ち座りするときや、車いすから便

器に乗り移るとき、大きな支えとなるのが壁に設置された手す

りです。とくに横の移動と縦の移動がある立ち座り動作には、

L型手すりが向いています。さらに衣服を脱ぎ着する際、縦の

手すり部分に寄りかかって立ち姿勢を保つこともできます。

L型手すり

壁に設置する手

すりはL型がおす

すめ。

トイレ用手すり

座位の安定や立ち

座りをひじ掛けで

サポート。

補高便座

便座を高くする

ことで立ち座りを

ラクに。

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。

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ます。

第２回のテーマは「トイレをサポートする基本的な福祉用具」です。



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。

・会社の事務所などの照明は、蛍光灯照明器具が一般的です。多く使用されているのは、４０Ｗ（ワット）
の蛍光灯（蛍光ランプ）、 長さは約１．２ｍのガラスの直管。蛍光塗料が発光して光ります。
（２０Ｗの蛍光ランプは、長さ６０cmくらい）
うちの事務所もそろそろＬＥＤにしたいと、今使用している蛍光ランプを外して、
ホームセンターなどで売っている４０Ｗ形相当の明るさのLＥＤランプに気軽に
交換するだけだと思いがちですが、実はそこには危険が潜んでいます！
・「直管形ＬＥＤランプ」は、既存の蛍光灯器具にサイズがピッタリ！
そのまま取り付けることができる商品が、市場に多く流通していますが、
電源の接続方法などがメーカによって仕様も多種多様で、そのまま装着可能とするもの、
照明器具を改造して装着するものなどがあるので、購入の際は注意が必要です。
既設の蛍光灯器具との組み合わせを間違えると火災の恐れがあります！
お使いの蛍光灯照明器具の種類によって、
蛍光灯照明器具の改造工事が必要になり、電気工事士の資格が必要です。

「弊社では適正な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。→→

『蛍光灯とLEDについての知識、取り扱いの注意点』

●民事信託の代表事例

前回概略をご説明した「民事信託」制度ですが、どのような仕組みなのでしょうか？
これを具体的に見ていきましょう。
不動産を持っている磯野波男さん（80歳）。今は元気ですが将来的に自分が持っている

収益不動産（アパート）の管理について不安が生じてきました。そこで今のうちに長男の
磯野勝夫さん（55歳）に管理を任せようとしています。前もって管理実務を学んでもらう
意味もあります。ただ、その収益は自分の生活のために使いたいという要望があります。
民事信託の仕組みを利用した場合、次のようになります。まず波男さんと勝夫さんが契約（信託の契約です）を

し、勝夫さんが管理運用できるようになります。勝夫さんは波男さんに変わり信託を受けた財産（アパート）につ
いて契約の更新をしたり、家賃の回収をしたり、いわゆる①管理行為をします。そして回収した②収入は波男さん
が使用することができます。その後例えば、波男さんが施設などに入らなければ行けなくなったとき、勝夫さんの
名前で③売買契約をし、売却をすることができます。売却金は勝夫さんが管理しますが、波男さんの④施設入居の
ためのお金や生活資金として使えます。
こうしておけば、波男さんに万が一不動産の管理ができない事態が生じたとしても、勝夫さんがきちんと管理で

きる仕組みが作り出せます。
この信託の仕組みは、信託銀行などがやるものではないので他人が関与して勝手に実行されてしまうという恐れ

もありません。「信託」というとどうしても信託銀行が勧めているものと想像してしまいますが、それとは違うも
のです。家族が行う信託ですので、安心して進めることができます。


