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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。
5月の活動実績＝15,175Pとなり、一昨年より開始いたしました累計数は、515,915P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。

早いもので、今年もあっという間に1

年の折り返し地点となりました。今年は

コロナ問題に加え、ロシアのウクライナ

侵攻など世界情勢がより緊迫した事態と

なり、また国内においても多くの著名人

「ポジティブ思考」

や芸能人の訃報など悲しいニュースが多かったような気

がします。そのような中、どのような心持ちで過ごして

いくことが大切なのかヒントになればと思い、いつもお

付き合いさせていただいている経営者仲間が、SNS上に

投稿した記事をご紹介させていただきます。（以下）

今朝は、前向きな考え方・具体例を紹介します。

筋肉痛の痛みは…運動のしすぎではなく、「運動不足

ですよ」という合図。運動習慣を取り入れるときです。

「やる気が起きない」という感情は…「サボりましょ

う」という合図ではなく、「気のエネルギーが足りてい

ませんよ」という合図。「やる気」とは、文字通り「や

る」ための「気」。それを充電するために、自然の中で

思いっきり遊んだり、パワースポットに行って癒される

必要があるということです。

「イライラしがち」というのは…自分の性格の問題で

はなく、「心に余裕がありませんよ」という合図。たっ

ぷり睡眠をとって、遊びを増やす必要があります。

不安は…恐れるためではなく、「用心しましょう」と

いう合図。地震が不安なら、避難袋と避難場所を確認す

れば、それでOK。発表会の本番が不安なら、もう少し練

習をするときです。

「なんだか最近つまんない」という感情は…ダラける

ためではなく、「生活がマンネリ化してますよ」という

合図。新しいことにチャレンジするときです。

「お金の心配」が出てきたら…「安月給で…」と会社

の愚痴をこぼすときではなく、「もっと節約しましょう

」又は「もっと稼ぎましょう」という合図。収支のバラ

ンスを整えるときです。

「なぜか寒気がする」という感覚は…風邪薬をのんで

熱を下げるためではなく、「今から熱を上げてウイルス

やっつけるから、ご協力願います」という合図。布団に

横になって、体力を蓄えるときです。

「ああ悔しい！」という感情は…嫉妬するためではな

く、「あなたも、がんばって追いつきましょう」という

合図。相手の足を引っ張るときではなく、自分が努力す

るときです。

「最近体がだるい」と感じるのは…「不治の病だった

らどうしよう」と悩むためではなく、「体のどこかが故

障しているかもしれませんよ」という合図。一度、病院

で診てもらうときです。

「情けない」という感情は…落ち込むためではなく、

「もう少しがんばりましょう」という合図。自分に足り

ないスキルを、身に付けるときです。

「何度言ったらわかるの！」と子供に腹が立つのは…

もっと厳しくするためではなく、「もうすこし言い方を

工夫しましょう」という合図。「ピーマンも食べなさい

！」と叱るのではなく、「ピーマンを食べて体を強くす

れば、きっとサッカーもうまくなるよ」と言えば、食べ

てくれるかもしれません。

このように、ネガティブ感情は、すべて「神様からの

合図」。そう考えたとき、悩みや苦しみですら「ありが

たいもの」と思え、さらに生活も向上していく。そんな

生き方を、”前向きな生き方”と言うのだと思います。「

神様からの合図」を知るコツは…ため息が出そうなとき

に、「今、自分に何ができるのだろう？」と考えてみる

こと。すると、神様の伝えたいことがわかってくる。や

るべきことが分かれば…「じゃあ、こうしてみようかな

」と、自動的に”前向き”に行動している自分がいるはず

です。イチロー選手も、本田圭佑選手も、松下幸之助さ

んも、坂本龍馬さんも…前向きな人はすべて、ネガティ

ブ感情になったときに「自分に何ができるのだろう？」

と考えるタイプだと思います。ため息が出そうなときに

「今、自分に何ができるのだろう？」と考えてみる。言

い方を変えると…「神様は、自分にどんな”答え”を期待

しているのだろう？」と考えてみる。

これが、前向きになれるたった

一つの思考法だと思います。皆さん

も考えてみてはいかがでしょうか。



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

梅雨のお悩み部屋干しの生乾き臭対策
梅雨の時期は、外に洗濯物を干すことできず、部屋干しになることが多いですね。

「部屋干しすると、衣類から生乾きの臭いがして嫌」という方も、勿論いらっしゃるかとは思いますが実は、
ちょっとしたテクニックで生乾き臭を改善することができるそうです。

そもそも、何故生乾きの臭いは発生するのか？
原因は、「雑菌の増殖」です。
梅雨時の場合は他の季節と比較して、湿度が高く、
衣類が乾くまで時間がかかるので、雑菌の増殖を招
いてしまう原因になります。
また、お風呂の残り湯を洗濯に使うことも、生乾

き臭いの原因になります。
風呂水にはたくさんの雑菌が潜んでいます。どうし
ても節水のために使用したい場合は、風呂水を洗い
の時だけ使用して、すすぎには使用しないことをお
勧めします。
それから、抗菌・除菌作用のある重曹や塩素系漂

白剤を使うことで、風呂水の雑菌を減らして、生乾
き臭を防ぐことができます。

生乾きを防ぐには、素早く衣類を乾かす工夫が大切
です。
中でも換気扇のついたお風呂場は、衣類の乾燥しやす
い環境にあり、部屋干しに最適です。
風呂場では換気扇をつけて、窓があれば窓を開けた状
態で洗濯物を干しておくと、生乾きの臭いが気になら
なくなります。

塩素系漂白剤や重曹は抗菌・除菌効果があって良い
と紹介しましたが、雑菌の繁殖を抑える効果を持つ
お酢を加えるのもおススメです。
方法は、洗濯のすすぎ時に、大さじ２～３杯のお酢を
加えるだけ。
また、熱湯にも殺菌・消毒効果があります。

60～70度程度の沸騰する手前くらいのお湯に衣類を
浸して30分ほど放置、あとは洗濯するだけで、いつも
より生乾きの臭いが抑えられるでしょう。

身体は気圧の変化に敏感❕

梅雨の時期になると「〇〇が痛い」、「めまいがする」 決定的な何かはありませんけれども
何となくだるい、食欲もない.・・・
そんなことありませんか？

気圧が5hPa下がると、身体
を外部に膨らませようとする
力が働きます。

しかし、実際に膨らむことは
ありません。

梅雨の時期は気圧の変化による不調が出やすいのです。

気圧が下がる＝天気が悪くなる

身体の変化をストレスと感じ
自律神経が乱れ、体調不良と
して現れる。

梅雨の時期に起こりやすい体調の変化

・ 気分の憂鬱
・ 風邪をひきやすい
・ 肩こり、腰痛

・ 身体のだるさや疲れ
・ 頭痛や食欲不振
・ 関節痛や神経痛

膨らませようという力に対抗
して、血管や筋肉を収縮させ
体内の圧の調整をします。

結果、自律神経が乱れる。

心身の調子を崩さないために、いつもより体が疲れていることを自覚し、十分な睡眠や休息を取りましょう。
晴れた日はなるべく外に出かけましょう。エアコンの除湿をして活用して快適に過ごせる工夫をしましょう。
身体を冷やさない工夫もしましょう。 介護支援専門員：金子 恵美子



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。

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ます。

第２回のテーマは「スムーズな廊下移動のポイント」です。

■スムーズな廊下移動のポイント
廊下に手すりを設置する際、気をつけたいポイントが「高さ」で

す。ご本人が手すりに体重をかけて歩く場合は、腕を垂直に下ろ

したときの手首の高さにします（杖の合わせ方と同じです）。

バランスをとるために軽く手すりを握る場合は、少し上のおへそ

あたりの、ひじを曲げてつかみやすい位置にします。

廊下の段差は、居室とのあいだの敷居や扉の枠など1～2cm程度

の高さがほとんどです。こうした段差を解消するために、さまざ

まな高さ・長さの屋内用スロープがあり、ご自宅の状況に合わせ

て選ぶことができます。 ただし、室内用スロープは車いすで通る

には便利ですが、杖や歩行器ではうまく乗り越えられないことも。

室内を車いすで移動される方の場合、一般的に75cm以上の幅が

あれば、自走式車いすも介助式車いすも通ることができます。た

だし、廊下に面した部屋に入る際は、部屋の入り口の幅が100～

110cm程度ないと、車いすで入れません。廊下幅や入り口幅を変

えるにはリフォーム工事が必要ですので、慎重に検討しましょう。

ポイントその２：

敷居や扉枠などの低

い段差の解消は室内

用スロープで。

ポイントその１：

ご本人の状態に合

わせて手すりの高

さを調整します。

ポイントその３：

車いすで生活するに

は75cm以上の廊下

幅が必要です。

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

オンラインセミナー講師の活動報告

ニ ア ハ ウ ス コ ム

相談員小川です。私どもは、施設探しにおける相談業務全般が通常の業務なのですが、それ以外に、

セミナー講師も行っております。今回は、5月26日に行われた「全国介護付きホーム協会」主催の

施設運営会社対象オンラインセミナーで講師を務めさせていただいた時の様子をご紹介いたします。

↓案内チラシ↓ 今回は、相談者様が施設
に何を求めているのか、
選ばれる施設のポイント等
現場での経験に基づいてお
話しをしました。
各施設様の真剣に聞く姿勢
が、オンライン上でも伝わ
りました。

各施設様との意見交換会
では、皆様の表情を見な
がら会話ができたので、
自身も極力身振り手振り
を入れて伝える努力をし
ました。

※セミナー講師は随時承っております



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

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

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。
今月は「 アスモファーム 」のこれまでの活動をご紹介しまーす＼(*´▽｀*)／

9月【稲刈り】5月【田植え】

【これまで収穫した野菜たち（一部）】

1月：白菜 2月：水菜 3月：ブロッコリー、カリフラワー 4月：スナップエンドウ、絹さや、そら豆 6月：カブ、玉ねぎ、じゃがいも

7月～9月：ナス、キュウリ、トマト、ピーマン 11月：さつまいも、カボチャ、里芋、長ネギ 12月：大根、ゴボウ、レタス、キャベツ、など

6月【じゃがいも掘り】 11月【さつまいも掘り】

①「半導体とは？」
一般消費者の方向けに販売されている物ではない「半導体」ですが、見えないところで皆様の生活を支えて
いる物になりますので今回ご紹介させて頂きます。
そもそも「半導体」とは何かですが、電子機器の頭脳として役割を担っているICチップの様なものです。

②「どこに活用されているか」
半導体は基本的に単体で出回る事がない物ですが、皆様の生活に身近な様々のところに
組み込まれて活用されています。
例えば、、、スマートフォン、タブレット、パソコン、デジカメ、テレビ、炊飯器、
エアコン、冷蔵庫、照明、自動車etc....。

③「半導体不足による被害」
半導体が不足することによって起こる被害は大きいです。
上記にあげたようなメーカー製品の製造計画は中止され消費者への流通が制限されます。
流通の制限があると製品の価格が上がり、品薄になっていきます。
冷蔵庫や給湯器など生活の基盤となる電化製品等が手に入らなくなり日常生活に甚大な影響を与えます。
半導体不足の理由は、経済摩擦、コロナウィルスの拡大、輸入コストの高騰など様々な理由があります。

「適切な保守や点検が必要な際には弊社へご相談下さい。」
⇓

※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。→→

『～～世界的課題～～半導体不足にご注意下さい。』


