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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。
6月の活動実績＝14,730Pとなり、一昨年より開始いたしました累計数は、530,645P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。

かつてMLB（アメリカメジャーリー

グ）で大活躍した松井秀喜氏。松井氏

が星稜高校時代に野球部の山下監督か

らおくられた言葉（ウィリアム・ジェ

イムズの言葉）は彼の座右の銘として

広く知られています。

「心が変わると態度が変わる 態度が変わると行動

が変わる 行動が変わると習慣が変わる 習慣が変わ

ると人格が変わる 人格が変わると運命が変わる 運

命が変わると人生が変わる」

「人生が変わる」スタート地点は、「心が変わる」

です。でも、「心を変える」にはどうしたらいいので

しょうか？

「ツキを呼ぶ魔法の言葉」の著者、五日市剛さんは

「言葉を変えれば、心が変わる」と言います。幸せだ

から笑うのではなく、笑うから幸せなのです。行動が

心のあり方を決める。人生を大きく変えようと思った

ら、大きな努力は必要ではなく、小さな習慣を変える

だけでよい。それは、しゃべる言葉を変えるというこ

と。人は何歳になっても、言葉で生まれ変わることが

できるといいます。

五日市さんは26歳の時、イスラエル旅行に行った

際に不思議なおばあさんに出会います。この出会いに

よって運命が大きく変わったといいます。自分の人生

に “ツキ” をもたらすには、2つの言葉を効果的に使

えばいい。

湾岸戦争が起こった冬のクリスマス、数十年に一度

の大寒波がイスラエルを襲った夜、泊まる所がまった

く見つからず、困って彷徨っていた五日市さん。

そんな見ず知らずの彼に、「どうしたんですか」と

声をかけ、「よかったら、私の家へどうぞ」といって

泊めてくれたおばあさんとの出会いが、その後の人生

を大きく変えてしまうことになります。

このイスラエルのおばあさんは、泊めてくれた晩、

五日市さんに一方的にいろんな話をしますが、その中

で、ツキというものについて教えてくれたのです。

「ツイてる、ツイてない、という『ツキ』というも

のもあるのよ」と、おばあさん。

---「そりゃあ、あるんだろうね」と五日市さん。

「そのツキというのは、簡単に手に入るものなの」

---「えっ？どうしたら手に入るんですか？」

「ツキを呼ぶ魔法の言葉があるのよ。これさえ唱え

ていれば、誰でもツキっ放しになるわよ。」

---「本当？どんな言葉かな。難しい言葉？」

「それは誰でもよく使う言葉なんだけど、二つあって

ね、一つは『ありがとう』、もう一つは『感謝します

』。ねっ、簡単でしょ？」

そしてどんなときにその言葉

を使うかについて、「ありがと

う」は何か嫌なことがあったと

きに使ったら効果があると教え

られたそうです。

イヤな事が起こるとイヤな事を考え、そうすると、

またイヤな事が起こる。不幸は重なるというけれど、

それは間違いなくこの世の法則だと・・・。そこで「

ありがとう」と言うとその不幸の鎖が断ち切れるだけ

でなく、逆に良いことが起こるのだと。そして「あり

がとう」は、漢字で書くと、「有り難う」（難が有る

とき）となり偶然にしては、不思議な感じがします。

またもう一つの「感謝します」という言葉について

は、良いことがあったときはもちろんですが、まだ起

こっていない未来のことでも、

例えば「一週間後、○○○に

合格させて頂き、感謝します」

と自然にそう思い込めると本当

にそうなっていくのだと教えら

れたそうです。

未来の出来事に感謝していく。

皆さんはどのようにお感じに

なりましたでしょうか。

『ツキを呼ぶ魔法の言葉』
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一度温めても要注意
一度にたくさん作っておけるカレーは、大人も子供も大好きな定番の洋食。

それに、一晩寝かせたカレーはより美味しくなる、とも言われていますね。
皆さんの中にも、一度に多くのカレーを鍋で作っておいて、翌日召し上がる方も多いのではないでしょうか？
しかし、作ってそのまま一晩置いておいたカレーにはなんと、食中毒を起こす可能性があるそうです。

では、どうすれば一晩寝かせたカレーを安全に食べられるのかを、解説していきましょう。

＜カレーの中で発生する食中毒の原因＞

調理後、そのまま置いたカレーには、ウェルシュ菌と
いう細菌が発生することがあります。
ウェルシュ菌はもともと、動物の腸管内や土壌等の自

然界に多く存在しているもので、腹痛や下痢などの症状
を引き起こします。
ウェルシュ菌は、加熱調理をしても【芽胞】という殻

を作って生き残る性質があります。
このため、カレーなどを調理した後、常温で保存してい
ると、芽胞となって生き残ったウェルシュ菌が、増殖に
適温となった食品の中で活発に増えてしまいます。
これを食べることによって、食中毒が起こるのです。
カレー以外でも、シチュー、肉じゃがなど、大鍋で作

る料理はウェルシュ菌が増殖しやすい状態になります。
なのでカレーに限らずそのほかの料理でも、「一度加

熱したから大丈夫」と過信はせずに、調理した食事は常
温でなるべく置いておかないようにしましょう。

ウェルシュ菌食中毒の予防法

1. ウェルシュ菌を増やさない
食品がウェルシュ菌を最も増殖させやすい温度は、

12～50℃、特に43～45℃で活発になります。なので、
加熱後はなるべく早く食べることと、
保存をする場合は小さい容器で小分け
にして早いうちに冷蔵庫へ入れましょう。

2. 増えたかも知れないウェルシュ菌を減らす
ウェルシュ菌は、加熱後温度が下がった食品の中では

芽胞ではなく【栄養体】という形で生存しており、この
形態だと熱に弱いとされています。
なので、加熱で菌の数を減らすことが出来るのです。
一度保存したカレーなどを食べる前には、殺菌の為に

グツグツするまで再加熱しましょう。
また、全体に熱が行き渡るようによく
混ぜながら加熱しましょう。

七夕に願いを込めて
7月7日は短冊に願いを込めて、笹の木に飾る「七夕」。子供の頃
から慣れ親しんできた夏の風物詩です。

なぜ7月7日？

機織りの仕事の「織女（織姫）」にあやかって、7月7日の夜に7本の針の穴に糸を通し、
機織りの上達をお祈りしていたそうです。

この伝説が奈良時代に日本に伝わり、現在の「七夕」の形へ変わっていったそうです。

昨今 天候も荒れもよう、人の心も荒れもよう

そんな今だからこそ 願いを文字にして、書き出してみてはいかがでしょうか？

願いはきっと叶います

みなさまに幸せの星が降り注ぎますように・・・

介護支援専門員 藤井貴美子



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。

最終回のテーマは「廊下の移動をラクにする福祉用具」です。

■廊下の移動をラクにする福祉用具

床と天井に突っ張る形で縦手すりを2本以上取り付け、そのあ

いだに横手すりをかけることで、廊下に連続手すりを設置でき

ます。工事が必要なく、症状の変化に合わせて高さ・長さを

変えられることもメリットです。

廊下の足元を照らすフットライトは、さまざまなものが市販

されています。暗くなったときや人が近づくと自動的に点灯

するセンサー付きのものが便利です。 コンセントに差し込ん

で使うタイプがよく見られますが、電池式の据え置きタイプ

もあります。

車輪が6つある六輪車いすは、四輪車いすより駆動輪が前に

あるので小回りが利き、狭い曲がり角でも曲がりやすいこと

が特徴です。室内向けにコンパクトにつくられた六輪車いす

もあります。

リフォーム工事不要

で、手軽に設置でき

る連続手すり。

六輪車いす

室内の移動は小回

りが利く六輪車い

すで。
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小川

ご相談者さまが施設見学に行かれる際に、私どもも同行し『見学時に気を付けるとよいポイント』

についてアドバイスやフォローをさせていただくのですが、今回はいくつかあるポイントの中から

3つのポイントについてご紹介いたします！

有料老人ホーム見学におけるポイント

☆見学対応者 ☆居室見学の順番 ☆コロナ禍面会体制

モデルルームより先に、通常の
居室を見せてもらいましょう！

※モデルルームには、オプショ
ン対応のモノが配置している事
が多く、通常居室を先に見る事
で、居室内に実際にある物、無
い物をきちんと理解しましょう。

見学対応者が入居後もお世話にな
る人かどうか把握しましょう！

見学した時点での面会体制に
ついて確認しましょう！

※コロナ禍における面会体制は
各施設で異なり感染状況により、
その都度変更になるため、最低
でも ①時間、②場所、③人数
は確認するようにしましょう。

営業
（入居相談員等）

現場介護関係者
（施設長や看護師等） モデルルーム通常の入居時居室例

施設相談室での面会⇨

⇦オンライン面会

⇦居室内での面会

※現場介護関係者は、施設現場で
直接働いている人、営業の方は、
主にご入居の申込から入居までの
手続き全般をサポートする人で、
それぞれ役割が違います。

突っ張り型手すり

足元を照らして、

夜間のトイレを

サポート。

フットライト
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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

アスモファームでは、千葉県四街道市・物井にある2か所の畑で野菜を育てており、
経験豊富な師匠たちの支援と指導の下、それぞれの場所に合わせた農法を日々学んでいます。

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 」を支えて下さっている現地指導員のご紹介でーす＼(*´▽｀*)／

【アスモファームNews】
先日、中野区の文化国際課を通じて、

ウクライナから中野区へ避難されている避難民の方々へ、
アスモファームの自然野菜を提供支援させて頂きました。

以前日本へ旅行した事がきっかけで日本が大好きだったようで、

「戦争は悲しい事だけど、お陰で大好きな日本で生活できているのは夢のよう」
「早く仕事を見つけて、自立した生活を築きたい」と前向きに話していました。

今後も継続的においしい野菜をお届けできるように、農作業がんばりますっ！！

【茨木農園】～昔ながらの自然農法を学ぶ～

小新井さん
自給自足を志す
御年81歳の大師匠

茨木さん
物井にある円福寺の元住職
人生観を説く先生的存在

西村さん
物井で田んぼや畑を展開
知識豊富で頼れる兄貴的存在

【西村農園】～販売用やスープ用の野菜を栽培～

「第一位 無料インターネット」

堂々のランキング第一位は無料インターネットです。

今の時代でインターネットを利用しない人はほとんどいないのではないかと思うくらいに

ネットと生活は隣合わせになっているように見受けられます。

もちろん無料インターネットがない場合、入居者が個人で回線を引いたりするケースも

ありますが、入居した段階で無料インターネットがあると嬉しいですよね。

光回線式やLAN式など導入方法は分かれますが、それぞれにメリット、デメリットがある

ので是非ご相談を、、、。

「第二位 オートロック」

特に女性の方からの支持が多いのがオートロック。セキュリティ対策をする上での代表的な設備といっても過言ではないで

しょう。 年々セキュリティ設備の需要が上がっている為、通販などでも様々な「防犯対策グッズ」が溢れています。安価

で質の良さそうなものが沢山あるので、自分の子供についつい買ってしまいそうになります。（笑）

「第三位 宅配ボックス」

住宅設備の中では割と新参者ですが、絶賛人気急上昇中です。

近年様々な用途で通販利用者が増えていて宅配業者を使う方が増えています。ポストに投函できるサイズの物より

食材や雑貨など、保存が効かない物やポストに入らない物も多いです。

そこで入居者が不在時に活躍するのが宅配ボックスです。宅配業者は配送が完了しないと中々

お仕事が進まなかったりするので、業者の中では「宅配業者の救世主」と言われているのも納得です。

「その他最新情報も取り扱っておりますのでお問い合わせください。」 →→→ →→→ →→→

『賃貸マンション 人気設備ランキングTOP３』


