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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。
3月の活動実績＝16,425Pとなり、一昨年より開始いたしました累計数は、484,570P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。

1996年に公的資金が投入された住専

問題、森永ヒ（砒）素ミルク事件、豊

田商事事件と言えば多くの方が思い出

すかもしれませんが、このような大事

件の舞台で常にその解決のために中心

的な役割を果たしたのが、元日弁連会長の中坊公平

（なかぼう こうへい：故人）さんです。そんな表舞

台で活躍した中坊さんですが、幼少期は孤独と劣等感

の中で過ごしたといいます。当時を振り返り中坊さん

は現役時代、新聞の取材にこのようなお話をしていま

す。

旧制中学や高校受験にも失敗した

落ちこぼれでした。……そんな私を、

両親が認めてくれたために、私は犯

罪者にならずに済んだのだと思いま

す。16歳まで寝小便をしましたが、

母は怒りませんでした。私が旧制中学の受験に落ちた

時は、「今は世の中が悪い」と言い、私立中学の試験

で１番を取った時は「あんたは天才や」と言い、25

番に下がった時は「中庸は徳の致すところや」と、母

は何をしても無条件に受け入れてくれ、私の心の中に

は安心感がありました。

だから物事を自分でやろうという意欲は衰えません

でした。幸せは心の中にあるものです。小学３年生の

頃、成績が余りに悪く、両親が学校に呼ばれました。

２人とも小学校教師の経験があったので、担任が「勉

強を教えたらどうですか？」と言いました。すると父

親は、「公平は生まれながらにして、『金（きん）』

ではなくて『鉄』。金メッキを施してもいつかははげ

る。鉄としてどう生きていくかを思い知るのがこの子

のためだ」と言いました。

「鉄として生きよう、生きていける」という覚悟が

できた時、物事を自分に問いかけ、活路を見出すよう

になりました。

……これが中坊さんのご両親の子育てでした。でも

お母さんは一生懸命悩んだ末、「きっとこの子自身で

乗り越えられる日が来る」と信じて待ったに違いない

のです。

中坊さんは、『金ではなく鉄として』という著書の

中でこう書いています。「あの親の心根（こころね）

を、私は『絶対的な受容』だと思う」。「受容」とい

うのは子育ての大切なキーワードです。絶対的な受容

は、人の心の底に「自分は守られている」という基本

的な信頼感を育むのです。

「母は、はがゆい息子だったろう私によく童謡の『

かなりや』を歌ってくれた。歌を忘れたカナリアは、

山に捨てるのでも、ムチでぶつのでもなく、『象牙の

船に銀の櫂（かい）』 で、月夜の海にそっと浮かべて

やれば、忘れた歌を思い出す─。母が亡くなる前日、

私はその枕辺で、この歌を歌った。ありがとう、お母

ちゃん」（日本講演新聞より）

生前お母さんは、思いを込めて中坊さんに子守歌『

かなりや』を歌ってあげたのです。

子どもは強引に育てるもの

ではなく、子ども一人ひとり

にその子なりの育ちがある。

その子の歩みを大切にして「

船」をこぎ出せば、やがて

すてきな力を持ち、子ども

たちは育っていく。きっとお母さんは、そんな思いを

込めながらこの歌を歌っていたのでしょう。それを忘

れなかった中坊さんもまた素晴らしいです。お亡くな

りになるその枕辺で、今度はお母さんに歌って差し上

げた。すてきな親子の関係だと思いました。

中坊さんのお母さんが中坊さんに信頼感を育んだよ

うに、私たちも、ご利用者やヘルパーの皆さんに信頼

されるような会社作りをしていけるよう努力していき

ます。

『絶対的な受容』



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

サクラのチカラ
今年も中野通りの桜が満開の時期がやってきました。

ハラハラと舞う桜吹雪はとってもきれい！

地面にはピンク色のジュータンができています。

桜の花のピンクを見ると、なんとなくウキウキしたり、やさしい気持ちに
なれたり、穏やかになったり・・・

桜のピンク色がもたらす効果には・・・

●女性ホルモンの分泌を促す ●愛情や思いやりをもたらす
●緊張を和らげてくれる ●脳を活性化させる、など・・・スゴイんです。

サクラには気持ちを清らかに、新たにしてくれる力があります。

桜の花を愛でることで、心が豊かになったり、穏やかな気持ち
になれるんですね・・・

この春、いつもよりじっくり桜を眺めてみませんか☺

介護支援専門員 藤井 貴美子

要注意
夏バテならぬ

春 バ テ とは
最近、夏バテならぬ「春バテ」という症状が注目されていることは、ご存じでしょうか？

「春バテ」とは、春に起こりやすい心身の不調のことです。
春は一年の中でも寒暖差が大きく、また進学や就職、異動、転勤などで生活環境や人間関係にも変化
が起きやすい時期です。
こうした寒暖差や環境の変化が原因で体調を崩すことを、春バテと言います。

春バテの主な症状は？

・体のだるさ ・イライラする
・やる気がでない ・気分が落ち込む
・集中できない

このような症状に心当たりがある場合は、春バテ
になっているかも知れません。

春バテの対策には、まず寒暖差で体にかかるスト
レスを少なくすることがポイントです。
朝晩や屋内外の気温差で体が冷えてしまわないよう、
カイロや温熱シートを使って、血流の多い首・腰・
お腹・太ももを温めると良いでしょう。
また、ゆっくり湯船に浸かって体を温めるのも

効果的です。お風呂でリラックスして、血流と代謝
を高めることで、春バテの予防にもなります。

春バテ予防に効果的な食材は？

春バテの予防に効果的なのは、まず血行促進や疲労回
復に役立つビタミン、イライラを防止するカルシウム
、セロトニンの分泌を促すトリプトファン、これら三
つの栄養素を含む食材です。

・ビタミンが多く含まれる食材
レバー、豚肉、にんじん、ほうれん草など

・カルシウムが多く含まれる食材
牛乳、チーズ、豆腐、小松菜、ゴマなど

・トリプトファンが多く含まれる食材
バナナ、納豆、卵、おから、かつおなど

また、質の良い睡眠をとることも春バテ予防に効果
的とされています。



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

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。

最終回のテーマは「一歩進んだトイレの福祉用具」です。

■一歩進んだトイレの福祉用具

便座を電動で昇降させ、座りやすい高さや立ち上がりやすい高

さや傾斜にリモコンでコントロールできる便座もあります。ご

本人が操作もできるようなら、操作しやすい位置にリモコンを

設置するといいでしょう。

マヒがあったり、手指が思うように動かない方にとって、意外

に難しいのがトイレの洗浄レバーの操作です。最近では便座か

ら腰を上げたら自動的に水が流れるタイプのトイレがあります

が、そうでないタイプにも後から自動洗浄ユニットを取り付け

ることで便器を自動洗浄できるようになります。

一般的なペーパーホルダーでトイレットペーパーを切る動作は、

両手を使うことを前提としています。そこで片マヒのある方に

も使いやすいように、片手で切れるペーパーホルダーが市販さ

れています。蓋の重みやバネでペーパーを押さえるタイプや、

モーターを使うタイプがあります。

自動便器洗浄レバー

既存のトイレに後

付けし、水を流す

動作が不要に。

昇降機能付き便座

電動で便座が上下

し、姿勢を細かく

サポート。

片手用ペーパー

ホルダー

片手でさっと切れる

ペーパーホルダー

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

シニアハウスコムの古庄です。今回は「有料老人ホーム」と「特別養護老人ホーム」の違いについ
て、簡単に説明します。イメージとして知っておくとホーム探しの際にお役に立つこともあるかと
存じます。

特別養護老人ホームは（以下特養）は有料老人ホームと比べ低価格です。しかしながら待機者が多く、入居申込
みの条件も要介護３以上とハードルが高いのが現状です。ホーム探しをされる方の中には一旦有料老人ホームに
入り、介護度が要介護３以上に上がったら特養への申込みをする方もいらっしゃいます。シニアハウスコムでは
特養への入居待ちの方のホーム探しもお手伝いしています。お気軽にご連絡ください！

相談員
古庄

主に民間企業 運営母体 社会福祉法人など

低～高
入居金0～2000万
月額20～50万位

費用

（中野区の場合）

低
月額10～20万位

自立・要支援・要介護 入居対象 要介護３以上

比較的
空室がある

入居状況 満室が多い
（待機者多数）

原則個室 居室タイプ 多床室・個室

有料老人ホーム
特別養護老人ホーム

（特養）

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

など



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。

・「火災報知器」とは、主に一般住宅に設置されていて火災の際に発生する熱や煙を感知して
音声やブザーで警報する警報器です。
この警報音ですが、火災を知らせる為の機器という事もあってかなり大音量です。
火災が起きてないにも関わらず誤報してしまって近隣トラブルに、、、なんて事も。

・誤報が起きる原因と対処法
①「天井からの水漏れや湿気による結露」
水は電気を通す性質がある為、機器の内部に水が溜まってしまった場合
回路に水が入り込みショートを起こす可能性があります。完全に機器が乾かないと
復旧しない場合がある為、防水用に変えるか結露が起きにくい場所に設置位置を変
える事も検討する必要があります。
②「室温上昇」
冬になると起きやすい誤報が室温の問題です。
急激な温度の上昇やホコリなどの乱反射で誤作動を起こすことがあります。
エアコンの吹き出し位置と火災報知器の位置を確認しましょう（消防法で1.5m離すよう決まっています）

「弊社では適正な対処の方法をお伝えして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。→→

『火災報知器の誤報原因と、対処法』

●民事信託の活用法（まとめ）
民事信託の活用法について説明をしてきましたが、今回が最終回です。成年後見制度の問題点から始まり、後見制度の問題点

を解消する手段の一つとして民事信託が有用であることをお伝えしてきました。

成年後見制度は全国で毎年3万件以上の新たな利用者があり、累計で約15万件にも上っています。その数は年々増えています。

今後高齢化が進む中、政府による成年後見制度の利用促進が行われる予定です。本人の財産が守られる仕組みという点では、

もっともっと広がってもいいと思います。なぜなら、高齢者を狙った詐欺等は後を絶たないため、そのような悪質な集団から高

齢者を守る必要性は大いにあるからです。個人的に私の祖母も消費者被害を受けたうちの1人なので、財産防衛が必要なのは身に

染みて分かっています。

半面、個人の財産を守るという制度である以上、「家族としての財産」を維持するという趣旨はこの

法律にはありません。そのため、「家族の財産」のため、いわゆる相続税対策は取りにくい制度である

ことは間違いありません。

また、民事信託の思わぬ効用がもう一つあります。それは「親子の対話がしっかり行えるようになる

こと」です。

民事信託は遺言書と違って一方的な意思表示ではなく、家族間で財産承継方法を話し合うことになります。その過程で、今ま

での家族の歴史を振り返ったり、孫世代にどのように引き継がせるかなどの未来の話をしたりする機会が増えます。専門家を介

して行うため、財産の整理がしやすくなります。結果、親子間の関係が良好になり、引き継ぎがスムーズになります。実際民事

信託を利用して、父と息子の確執がなくなり財産の承継がスムーズに進んだケースは多くあります。

「相続」という漢字は「あいつづく」とも読めます。相続が「争続」にならずに、「愛」が「続く」関係性を築くきっかけに

なればいいなと思っています。そのためにも我々専門家の自覚と責任が必要であると感じています。


