
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５月 第200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。
4月の活動実績＝16,170Pとなり、一昨年より開始いたしました累計数は、500,740P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。

アスモたんぽぽ新聞はおかげさまを

もちまして今号で200号の節目を迎え

ることができました。

弊社は2000年創業、今年23年目を

迎えます。そしてアスモたんぽぽ新聞

『創刊200号』

は創業して6年目、2005年9月に創刊致しました。16

年と8か月が経過したことになります。今回、アスモ

たんぽぽ新聞を発刊することとなった経緯や思い出に

残っている記事などをご紹介したいと思います。

弊社（株式会社アスモ）では現在様々な事業を行っ

ておりますが、この新聞の媒体名にあえてたんぽぽを

付け加えているのは、私が7年間、訪問介護員として

現場に入っていたことによります。私が現場を離れつ

つあり、ご利用者さまとお会いする機会が減るなかで

、毎月ご利用者のみなさまへ元気な様子をお届けした

いとの思いで発刊に至りました。売上げや利益の大き

さももちろん大切ですが、弊社のベースにある哲学や

理念は介護現場で得た課題そのものです。その意味で

介護の現場とそこで働くヘルパーの皆さんが一番の宝

だと思っています。媒体名に事業所名（たんぽぽ介護

）を残すのもそのような考えのもとにあると思ってい

ただければと思います。

発刊当時はスタッフも忙しく、すべての原稿を自分

で作り取材も行っていましたが、今ではスタッフのサ

ポートのおかげでトップページの記事作成のみですむ

ようになりました。

199回までの記事に目を通

していると、第4号の記事に

目が留まりました。

タイトル「おかげさまで」

「夏が来ると冬がいいという、

冬になると夏がいいという」

「忙しいと閑になりたいという

、閑になると忙しい方がいい

という」、「自分に都合のい

い人は善い人だと誉め、自分に都合が悪くなると悪い

人だと貶す」「借りた傘も雨が上がれば邪魔になる」

「金をもてば古びた女房が邪魔になる、世帯をもてば

親さえも邪魔になる」「衣食住は昔に比べりゃ天国だ

が、上を見て不平不満に明け暮れ、隣を見ては愚痴ば

かり」、「どうして自分を見つめないか、静かに考え

るがいい、いったい自分とは何なのか」「親のおかげ

、先生のおかげ、世間様のおかげの塊が自分ではない

のか」、「つまらぬ自我妄執を捨てて、得て勝手を慎

んだら世の中はきっと明るくなるだろう」「おれがお

れがを捨てて、おかげさまでおかげさまでと暮らした

い」・・・・・。

これは一昨年他界

した故野村克也氏の

「野村ノート」のは

じめの言葉です。

当時野村氏がヤク

ルトの監督時代、二

軍のグランドで練習

する機会があり、ロッカールームに立ち寄ったところ

、ロッカーに貼られていたそうです。そのとき野村氏

はこの貼り紙を見て、当時プロ野球選手をはじめ、世

の中で一番欠落している「感謝のこころ」に他ならな

いと思ったと結んでいます。

本日より300号に向けてまた新たな気持ちでスター

トしたいと思います。改めて「感謝のこころ」とは何

かを自問自答しながら、高齢化社会のお役に立つ企業

とは何かをスタッフ一丸となって追求していきたいと

思います。今後とも宜しくお願い致します。



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

衣替えに合わせて行う、ダニ 対策
最近は一段と暖かくなり、昼間は汗ばむ陽気も多くなりました。
そろそろ上着などを徐々にしまって片付け、薄手の衣服を出して来る頃かと思いますが、この衣替えを

きっかけにダニ対策を積極的に行いましょう。

＜ダニの増えやすい時期とは＞

ご存知の通り、ダニは湿度のある環境を好み
ますが、実は３～４月にも増加傾向にあるそう
です。
湿度の高くなる夏はもちろんのこと、近年の家
は密閉度が高く、加湿器や暖房器具が使われて
いる為、乾燥に弱いダニでも冬を生き延びやす
くなってしまいます。
今はいろんなシーズンの服が出てくる時期。

衣替えのタイミングこそ、ダニ対策のチャンス
です。
本格的な夏になってダニの増加を抑える為にも
活動しやすい今の時期に対策するといいでしょ
う。

《タンス》
衣服の移動に合わせて、タンスも掃除しましょう。

引き出しごとに取り出し、掃除機でホコリを吸い取り
ます。
雑巾を固く絞り、内側もしっかり拭きましょう。
同時にタンスに扇風機を当てて中を換気します。
最後は十分に乾かしてから収納してください。

《カーペット》
カーペットは次のシーズンまでしまいっぱなしにな

りがちですが長期的に使うものなので念入りに手入れ
をしましょう。
ブラッシングをして大きなホコリを取り除きます。

次は電気を消した部屋にカーペットを１時間ほど置い
ておき、ダニを表面に誘い出します
その後、掃除機で吸い取った後に天日干しをします。
収納する際は市販されている除湿シートや、ダニ退治
シートをカーペットと重ねるといいでしょう。

令和4年初夏 徒然草 つれづれなるままに・・・
金言、格言、名言、あまたありますが、一方・・・
日常のなんてことはないやり取り、随筆などに、ほっこりしたり、はっ、とさせられたり・・・

そんなわけで、そこらで拾ったちょっといい話をあげていきます。

◎嫁と結婚して十年。先日、長女が「お父さんのと一緒に洗濯しないで！」と言ってきた。

ああ、もうそんな時期か・・・と思いつつショックだったが、嫁があっさり「分かった」とうなずいたのは、
もっとショックだった。嫁も女だもんな、娘寄りになるのもしょうがない・・・と枕を濡らした(泣)

翌日・・・嫁、娘の物の洗濯を一切止めてました。
「お母さんの仕事は、お父さんのお世話、あんたたちの世話はついで。自分のことは自分ででき
るように躾けたし、出来る歳だろう、洗濯なんてスイッチ押して干せば今まで通り。お母さんの
仕事に文句があるなら自分でやりな」って。

俺、嫁さんに愛されてるんだなあ、大事にされてんだなあ、この嫁で良かった。♥

◎飲食店に入って食べたい料理を頼むと、そこそこのお金がかかる。店内掃除、仕入れ
、調理、配膳、後片付け、全部やってもらうから当然の対価だ。だから母さんがそれを

やってくれる時は感謝して、できることだけでも手伝うんだ。邪魔になることもある
けど、と父。 わかったから早く食べて、と母。

◎バカに合わせて車やバイクの運転をどんどん簡単にするから、乗り手はもっとバカ
になって、昔では考えられない事故が起きている。（所ジョージ氏）

蓋し名言・・・いいことを言おうとするより、
余計なことを言わない方が信頼される。

（詠み人知らず） 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

ニ ア ハ ウ ス コ ム

こんにちは！福祉用具相談員の佐藤英郎です。

廊下は居室とトイレ・浴室・洗面をつなぐ空間。１日に何度も通る場所ですので、なに

よりも転倒防止に配慮しなくてはなりません。

これから３回にわたり、介護における廊下での注意点をお話ししていきます。

第１回のテーマは「廊下の注意ポイント」です。

■廊下の注意ポイント
転倒防止に欠かせないのは、まず「段差を解消する」こと。

ご自宅の廊下と居室のあいだに段差がないか、改めてチェック

してみましょう。ほんの小さな段差でも、すり足気味になるご

高齢者には転倒の原因となります。室内で杖、車いす、歩行器

を使われている方なら、なおさら注意が必要です。

手すりは歩くときにバランスを保つだけでなく、体重そのもの

を支えることもでき、転倒予防にとても効果的なものです。手

すりが途切れると先へ進みづらくなるため、廊下には「連続手

すり」と呼ばれる長いタイプのものを取り付けるのが理想です。

廊下を安全に移動するには、足元に障害物がないか目で確認す

る必要があります。そのため、廊下に暗がりをつくらないよう

に配慮します。とくに夜のトイレに備えて、足元を明るく照ら

す工夫をしましょう。

ポイントその２：

長い距離をカバー

する連続手すりが

オススメです。

ポイントその１：

数mm単位の段差

でも転倒の原因に

なります。

ポイントその３：

足元を明るく照らし

て転倒を未然に防ぎ

ます。

シニアハウスコムの古庄です。今回は「有料老人ホーム」と「グループホーム」「ケアハウス」の
違いについて、簡単に説明します。前回に続き、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 民間企業 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
（10～20万位）

※入居金などが必要な所もある

認知症と診断された
要支援２以上の方

基本的に施設と同じ自治体に
住民票がある方

60歳以上の方
自立～軽介護の方

基本的に施設と同じ自治体に
住民票がある方

比較的
空室がある

入居状況 満室が多い
（1～2年待ちになることも）

原則個室 居室タイプ 原則個室

有料老人ホーム グループホーム ケアハウス（一般型）

グループホームは少人数での共同生活を送る施設です。ご自宅の延長線の雰囲気があるかと思います。ケアハウ
スはお一人暮らしの高齢者が対象の、比較的お元気な方向けのお住まいです。二つの施設とも名前は聞いたこと
がある方が多いのではないでしょうか？あくまで在宅の延長の印象がありますので、介護量によっては他の施設
への住み替えが必要な場合もございます。気になる方はシニアハウスコムまでお気軽にご相談ください！

入居対象自立・要支援・要介護



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

アスモと地域～アスモファームだより

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

・今や生活をしていて見かけない日はない「防犯カメラ」ですが、その重要性と役割を簡単にご紹介します。
環境によって目的が色々ありますが、そもそも個人と法人では用途が違うように思われます。
大まかに「防犯」という括りでは同じですが、例えば個人で活用する目的として
「ご近所トラブルが起きた際の保安」や「長期旅行中など不在時の管理」というものがあり、
一方法人では「社内での不正、横領の抑制」が多くあげられ個人での活用目的と少し
役割が違うように思えます。

・少し前までは個人で防犯カメラを利用する人はあまり見かけませんでしたが、
今のカメラはスマホで遠隔操作出来たり、設置が簡単だったり安価でお買い求めやすく
なってきているという事もあり、大変需要が増えてきております。
私自身も法人のお客様へ防犯カメラの提案をして工事までさせて頂いた事がありますが、
細かい配線や、かなり場所を取るような録画レコーダーやその他機器などがある印象で
とても個人のお客様へご案内できる物ではないと思っておりました。
現在ではワイヤレス式のタイプやソーラー充電式の物など簡易的に取付けができる形が多いです。

「弊社ではご希望に沿った商品選定もしており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。→→

『防犯カメラの重要性』

社員とヘルパーの「食」を守る

アスモファームのコンセプト

農業による「社会貢献」をする

地域の皆さんに「やさしい野菜」を届ける

日本の農業を「継承」する

■住所：千葉県四街道市物井

■最寄り駅：JR総武本線「物井駅」

アスモファームの場所

皆さん、こんちには！平日はシニアハウスコム相談員、週末はアスモファーム農作員をしている
「ファーマー☀佐藤」です。
創刊200号を記念して、今月から「 アスモファーム 」の活動を皆さんにお届けすることにな
りました＼(*´▽｀*)／
作業風景や収穫報告など、日々の活動を楽しくお伝えできればと思ってます！！
最初となる今月号では、アスモファームのコンセプトと場所を紹介していきまーす✋


