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「人に喜ばれる仕事を！」のアスモは、

みなさまとの新たな出会いをお待ちしております。
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代表取締役 花堂浩一

「お金を貯めるよりも信用を貯める」

日給は５０円しか受け取らないので、支払う人は「申し訳

ない」と夕食をご馳走したり、車で送迎したり、手土産を持

たせたりもしたのです。もし「日給１万円」だとこうはいきま

せん。働いて当然だし、支払いが終われば関係がなくなり

ます。しかし彼の場合、労働の対価としてもらったのは、た

くさんの「ありがとう」だったのです。「鬼ごっこの人数合わ

せ」で東京在住の小谷さんを名古屋に呼んだ女性とは、

これがご縁で入籍します。「結婚式の費用をクラウドファン

ディングで集めよう」と考えたのは、この時です。

そうです。彼の結婚費用を支援したのは、かつて彼を１

日５０円で買った人たちだったのです。「あの小谷さんの

結婚式なら４，０００円くらい喜んで！」と、一口、二口、三

口と振り込んできたのです。

普通は先に結婚式を案内し、招待された人がご祝儀を

持ってきて、それで式場に支払いをします。小谷さんの場

合、先にご祝儀を集め、集まった予算で結婚式を開き、ご

祝儀をくれた人を招待する。この話は西野亮廣（あきひろ）

著「新世界」（KADOKAWA）で紹介されていますが、西野氏

はこの現象について「小谷氏が半年間、日給５０円で貯め

たものは『信用』だったんです。その信用が２５０万円に換

金されたんです」と言っています。

「クラウドファンディング」とは、「この

人の夢なら絶対応援したい」という人

たちがどれだけ集まるかなのです。

昔は、お金持ちになるという夢に向

かって頑張って働いたものですが、

これからの時代は、夢を語った人を

応援するためにたくさんの人がお金を

出す。「信用」が換金され、夢が叶っていく。そんな「信用

経済社会」が始まっているのです。

介護のお仕事は、決して経済的には恵まれたものでない

かもしれません。しかし、小谷さんが示してくれたように、

私たちも地道にコツコツと信用を積み上げることで、将来

皆さんから大きな信用を得られる会社にして行きたいと考

えています。

日本のお店でよく見かける券売機。

まだ食べてもいないのにお金を支払

うこのシステムは海外にはあまりない

そうです。「お金を支払ったのだから

絶対に注文した料理が出てくる」とお

客がお店を信用しているからです。

料理が出てくるまで数分程度なので、この「信用経済」は

成り立っていますが、もっと長いスパンで金銭と商品の交

換が行われたらどうでしょうか。「半年後に中華料理のお

店をオープンします。そのための資金があと２５０万円足り

ません。つきましては１口３，０００円で５食分の食券を発

券します。開店資金にご協力下さい。」これでお金は集ま

るのでしょうか。実は集まるのです。昔はお金がなくて夢を

諦める人が多かったと思いますが、今はインターネットの

時代ということもあり、「海外旅行に行きたい」「本を出版し

たい」など、個人的な夢に一般市民が資金を援助する時代

になったのです。

インターネットを使って資金調達をする「クラウドファンデ

ィング」です。金融機関に融資してもらうと返済と利息が発

生します。しかしこれにはその両方がありません。

「ホームレス小谷」という売れない

芸人がクラウドファンディングにこんな

告知をしました。「今度結婚します。

でも二人にはお金がありません。一口

４，０００円を支援してくれたら結婚式に

招待します」

普通なら「ふざけるな。それくらい自分でためろ！」と、炎

上しそうな案件ですが、なんと３週間で２５０万円が集まり

ます。いったいどんな人が支援したのでしょうか。

遡ること半年。小谷さんは「何でも屋」をやっていたので

す。「何でもやります。僕を買って下さい。一日５０円です」

とネット上に告知しました。「草取り」「ヌードモデル」「スマホ

の新機種発売の一週間前から列に並ぶ」「鬼ごっこの人数

合わせ」など、ありとあらゆる仕事を何でも５０円で引き受

けたのです。



そのことば、大丈夫?（円滑な人間関係を築く処方箋）
昨今話題にもなった議員、大臣の問題発言・・・程ではないにせよ、私ども一般の日常生活、ひいては職場
においてもうっかり、配慮が足りないことばで対人関係に支障をきたした経験はございませんでしょうか？
ある程度の年齢を重ねた私どもにとって、様々なコミュニティの場で必要不可欠といっても過言ではない大人的
なことば表現、即ち通常の語彙にひと手間かけた「言い換え表現」の数々を今回ご紹介します。

① しつこい奴だな ⇒ キミの粘り強さには勝てないな
② 何度も言わせないでくれよ！ ⇒ 今後充分な注意を喚起します・・・
③ 優柔不断だぞキミは ⇒ まあ思慮深いのもけっこうだが・・・
④ そんなこと言ってませんよ！ ⇒ 内容に齟齬（そご）があるようですが・・・

⑤ できません！ ⇒ いたしかねます・・・→他のことならなんなりと、
⑥ （失敗を）やらかしてしまいまして・・・ ⇒ 失態を演じてしまい・・・
⑦ 平凡でつまらんアイデアだな。→ まあ手堅いアイデアではあるな。 ⑧ 納得できない！ ⇒ 承服いたしかねます。
⑨ 怒らせるようなことをしてしまい・・・⇒ ご気分を害してしまい・・ ⑩ キミはせっかちだな・・・ ⇒ 頭の回転が速いね！
⑪ ちょっと野暮用があって・・・ ⇒ いかんせん外せない用がありまして・・・

⑫ 私にはとても無理です。⇒ 若輩者の私には荷が重いので何卒・・・
⑬ 社長、さすがっスね！⇒ 勉強になります！ぜひ教えて頂けませんか？
⑭美味しいとは対極にある料理を前に、「おいしい？」と聞かれ、追い詰められたならば・・・

ぶっちゃけ、まずいっス・・・ ⇒ （１）ありていに申しますと、この難解かつビミョーなテ
イストを・・・私のような凡人には到底計ることが出来ず、実はとても困惑してます・・・

（２）うまいとかうまくないなどと表現するならば、これほど陳腐で薄っぺらな言葉はありま
せん・・・これはもはや前衛的なアートですね。

ことばは思慮深く、大人表現に変換することで更なる円滑な関係を・・・

そしてお酒の席では言わずもがな、ことばを選ぶ・・・ことよりも、飲みすぎないこと・・・ （完）

文責：介護支援専門員 浅津 朗

0120-5318-77

ホーム探しの第一歩は、譲れない条件や優先事項を明らかにすることです。
限られた時間や予算の中でより良いホーム探しにつながるよう、相談の際、我々相談
員に上記のポイントをお伝えください！

こんにちは。相談員の古庄です！
ホーム探しで、「何から考えたらいいのかしら」「優先順位は・・？」
といった内容で、ご本人・ご家族が悩まれることがあります。
今回は、有料老人ホームの料金の差がどこで生まれるのかが分かるグラフを
紹介しますので参考にしてみてはいかがでしょうか？
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都心に近い、または駅近ホームは
やはり高くなる

理学療法士などのリハビリ専門員が
常駐しているホームの方が高くなる

看護師が日勤だけでなく、２４時間
常駐しているホームの方が高くなる

築年数だけではなく、改築（元社員寮・
元マンション・元病院だった）よりは
新築の方が高くなる

介護スタッフの人数が多いほど高くなるお部屋探しと一緒で、広い=高い

医療体制の手厚さ

相談員

古庄



梅雨 だからこそ気を付けたい！

ダニ 対策
じめじめする梅雨の時期、布団や畳などにダニが発生する恐

れがあります。
ダニには幾つかの種類があり、アレルギーの原因となるチリ

ダニや、食べ物に潜むコナダニ、人間の血を吸うイエダニなど
がいますが、どれも梅雨時から秋口にかけて増殖し、人への被
害が出る事もあります。
これらのダニを増やさない為に、しっかりとした対策と除去の

方法を知っておきましょう！

１、畳の上にカーペットは敷かない

畳とカーペットの間は湿気が籠りやすく、ダニの住処となりやす
いです。
まずはこれをやめるだけでも、ダニを減らす対策として効果があり
ます。

２、掃除機だけでなく、粘着テープでゴミを拾う

掃除機だけでは、髪の毛のフケなどの汚れは取れません。
フケはダニにとってこの上ない栄養源となりますので、粘着テープ
などを使って徹底的に汚れをとることが大切です。

３、まめに換気をする

天気に関わらず、１日１度は必ず換気を行うようにしましょう。換
気を行って室内の湿度を下げた方が、ダニは住みにくくなります。

ダニに最も効果的なのは高温と乾燥。お布団やカーペットには乾燥機や
スチームアイロンなどを使ったり、部屋湿度を60％以下にすると効果的です。
また、市販のハーブの香りを使った忌避剤での予防もおすすめです。

ご利用者様との思い出

以前勤務していた事業所を退職する際に
あるご家族様からお手紙を頂きました。

「退職すると聞きとても残念です。あなたの
おかげで母も幸せな日々を過ごせました。
そして送迎の際、あなたの笑顔で、私達家族
も安心出来ました」
というお手紙でした。

私達介護職員が笑顔でいる事で、利用者様だ
けでなく、周りの方々も安心して頂けるのだと
改めて感じることが出来ました。

頂いたお手紙は私にとって宝物です。
これからも笑顔で沢山の方々にお会いしたい
と思います。

サービス提供責任者 奥 知佳

体調に気をつけて
梅雨を乗りきりましょう！

こんにちは！福祉用具相談員の佐藤英郎です。

ポータブルトイレは、ベッドのそばに置くご利用者様専用のトイレです。違和感の少ない家具調タイプなど、

様々な種類があります。では、どんなことに気をつけて選べばいいのでしょうか？ポイントを３回に分けて

お話ししています。最終回のテーマは「ポータブルトイレ選びのポイント」です。



ケアプラン作成

福祉用具レンタル・
販 売・住 宅 改 修

訪 問 介 護 たんぽぽ介護
TEL 03-5318-5731
FAX 03-5318-4008

有 料 老 人

ホーム紹介

シニアハウスコム
TEL 03-5318-4017
FAX 03-5318-4008

在宅介護センター・アスモ
TEL  03-5318-4007
FAX  03-5318-4008

在宅介護センター・アスモ
TEL  03-5318-4007
FAX  03-5318-4008

発行所 株式会社アスモ 〒165-0026 東京都中野区新井1丁目26番4号-2F

平成27年1月から、相続税および贈与税のルールが大幅に変わり、課税対象となる方々が増える見込みです。当社にもいくつかお

問合せがあったことで、専門家のご意見をお聞きし共に勉強していきたいと思い、平成27年3月号の紙面より、「くらしと相続の

相談窓口」を運営されている相続法務 成城事務所の門脇紀彦先生に記事連載のお願いをいたしました。

東京都世田谷区祖師谷3丁目4番7号伊地智ビル１階

「くらしと相続の相談窓口」

相続法務 成城事務所

東京司法書士会世田谷支部 支部長 門脇紀彦

電話０３－５４２９－１０９６

『自分のルーツはご存知ですか？』

Ｑ：相続手続きで戸籍を取り揃えました。曽祖父母などもわかりとても貴重な情報に出会いました。

戸籍はどの時代まで残っているのでしょうか？

Ａ：日本の戸籍ですが、古代の戸籍は６７０年、新大化の改新（６４５年）によって朝廷の支配体制が強化され、各地の豪族が作っ

ていた戸籍に代わって全国的な「庚午年籍（こうごねんじゃく）」という戸籍が作られたことにより始まったそうです。

現在役所で取得可能な過去の戸籍は明治１９年に定められたものですが、この戸籍（除籍謄本）は保管期間が決まっています。

平成２２年までは、古い戸籍（除籍謄本）の保管期間は８０年となっていましたが、現在は１５０年まで延長されています。うまくい

けば１８００年代のご先祖のお名前や家族関係を知ることができます。

相続手続きが完了し戸籍書類を依頼者へお返しすると、みなさん過去の戸籍にとても興味を示されます。過去の戸籍からは故

人やその親兄弟、さらにはご先祖の情報も見ることができます。戸籍から得られる故人の情報はほんの一部でしかありません。

やはりご生前中にご自身の想いを次世代にどのように引き継いで

いってもらうか準備しておくことが一番重要になりますね。

ご相続の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。

もうちょっと詳しく

今月の
お知らせ

６月１日より、厚生労働大臣認定の、
有料職業紹介事業許可証を取得しました！

介護に携わる皆様のお仕事探しの
お手伝いを正式にスタートさせて頂きます！

創立２０年の介護会社であるアスモが持つ
信頼と経験と介護ネットワークを発揮して、
皆様のこだわりや働き方に合ったお仕事を

丁寧にお探しさせて頂きます！


