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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。
7月の活動実績＝15,600Pとなり、一昨年より開始いたしました累計数は、546,245P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。

毎年恒例の夏の全国高等学校野球選

手権大会（第104回）が8月6日に開幕

し、阪神甲子園球場で熱戦がくり広げ

られています。

新型コロナウィルスの影響で一昨年

、は大会中止になるなど、高校球児にとって大きな傷痕

を残してしまいました。そしてその影響は指導者の心

にも大きな変化をもたらしたようです。

今大会茨城代表の明秀日立の金沢成奉（かなざわ・

せいほう）監督は、かつて現読売巨人軍の坂本勇人選

手を輩出した八戸学院光星で指揮をとっていた名監督

です。この甲子園常連の名監督にもたらしたこころの

変化とは何だったのでしょうか？

金沢監督は、「これまで甲子園しか目標においてお

らず、勝利至上主義の代表みたいな監督だった。僕み

たいな指導者は、甲子園に連れていってナンボだと思

ってやってきた」と述懐しています。事実、それだけ

の結果を残してきました。

当時まったく無名だった青森の八戸学院光星をゼロ

から鍛え上げ、春夏計8回の甲子園出場を果たし、全

国屈指の強豪校へと押し上げましたた。2012年明秀

日立に移り、18年春のセンバツに出場。細川成也選

手（現DeNA）や増田陸選手（現巨人）を育てたこと

でも知られています。

八戸学院光星の時と同様、明秀日立でも選手を徹底

的に鍛えるスタイルで強くしましたが、2年前に転機

が訪れます。新型コロナウイルスの蔓延で、金沢監督

は、夏の甲子園の中止が決まった時の選手たちの姿を

忘れられないといいます。今まであったものがなくな

った時、人間ってこうなるんだなと......。それに対

してどう対応していいかわからない。子どもたちがこ

こまで落ち込むのかという姿を見て、指導者としての

無力感を感じたとのことです。野球をやることの意味

を指導者が見失っていた。そんな指導者に教わってい

るから、子どもたちは喪失感を持ってしまった。それ

にハッと気づかされたといいます。

金沢監督は活動中止期間が明けると、自ら変化する

ことを決断。毎日の練習では、グラウンドに一番乗り

し、水まきや整備をするようにしたのです。甲子園は

なくなったけど、明日に向かってやりきる姿勢を監督

が見せることを決意した瞬間でした。すると野球を教

えられる喜びがひしひしと溢れてきたことを実感した

ようです。

代替大会となる茨城県の独自大会に向けては選手全

員で同じ練習をするようにしたそうです。それまでは

補欠だって補欠の役割があると。社会に出たって、車

を売る人もいれば、造る人もいる。分業制なんだから

と、あえて補欠を補欠にしていた。そうじゃないんだ

という気づきを30年かかって得たといいます。全員で

ノックをすればエラーを連発する選手も出てくる。時

間もかかる。それでもやり続けた。すると、意外なこ

とが起こったのです。チームに一体感が出て、『オレ

はいいや。オレは関係ない。』という子がいなくなっ

た。代替大会では34人いた3年生を全員出そうと必死

になった。最後に一番バットを振ってる選手に打席が

回るようにしたそうです。ところが、このままなら回

ってこないという状況になったとき、キャプテンを中

心に子どもらが『回せ、粘れ』と声を出している。あ

の光景を見た時に、こういう経験を能動的に積ませる

のが高校野球の指導者として絶対に必要だなと考えさ

せられるのでした。

金沢監督自ら、「僕が甲子園にとりつかれていたん

です。（選手を）萎縮さ

せて、それゆえに勝てな

かった。いつのまにか選

手の舞台を、監督である

自分が奪ってしまってい

た」と...... 。

弊社にとって事業を成長させていくことはもちろん

大切なことであると思っていますが、それはスタッフ

によってもたらされることが一番重要だと常々口にし

ています。以前ご紹介した「自発自奮」の行動こそが

今一番求められている生き方に他ならないからです。

『真の名監督』
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・キッチンで料理をする時
火を使って調理すると、熱や蒸気とともに湿気が発生

してしまうので注意が必要です。
エアコンや換気扇の活用、水分補給や体の冷却などで熱
中症の対策を行いましょう。

・入浴、睡眠時
体を暑さに慣らす為にも、入浴は重要です。

シャワーだけで済ませずに、
湯船に浸かって温まりましょう。
また、睡眠時は夜間に室温上がって

しまう場合もありますので、適切に冷房機器を使用し、
快適な睡眠環境を作りましょう。
入浴も睡眠も、前後の水分補給を忘れず行うといいで
しょう。

室内でも発生する
涼しくても注意

熱中症というと、日差しのある屋外で発生するイメージを持たれる方が多いかも知れません。
ですが、室内にいても、条件によっては熱中症になってしまうことがあります。
発生原因は屋外と同じで、①室温や湿度の高さ、風通しの悪さ ②体調不良 ③水分補給を長時間行わずにいる

といったことが挙げられます。

1.温度と室温を気にする
室温の高い時だけでなく、湿度が高い時も熱中症に

注意が必要です。
冷房機器や除湿器を使用して快適な環境を保つように
しましょう。

2.こまめな水分補給
喉が渇いていなくても、

こまめに水分を摂るように心がけましょう。
大量に汗をかいた時は、塩分補給も重要です。

3.生活リズムを整える
睡眠不足、体調不良、栄養不足も熱中症になる危険

を高めます。バランスの良い食事と、しっかりとした
睡眠をとって、丈夫な体を作ることで、熱中症にかか
りにくい体づくりをすることが大切です。

すぐできる熱中症対策 こんな時も要注意！

ある夏の風物詩 （露店の考察）
先日、中野駅前盆踊り大会において、自社栽培のじゃがいもで「じゃがバター」を出店させて頂きまし
た（奥付頁参照）改めて体験した「祭り」においての屋台のメカニズムについて、考えてみました。

まず「行動経済学（マーケティング心理学）」というのがありまして、たとえば露店（夜店）

①人は猥雑なもの、非日常なものに惹かれる習性がある。仮設の粗末な造りで、店舗と比べると不便、
衛生面もいただけない（印象）

大衆は完璧なものより、どこか不完全なもの、非日常なものに魅力を感じ高揚感を覚えるそうです。（思えば子供の頃、
新宿花園神社で見た見世物小屋のおどろおどろしい怪しさ（へび女、河童小僧現る！）などは、その典型でした。

便利⇔不便 多くの屋台村・・・客席を常設、便利な日常的な場にしたことで、人は非日常的な高揚感を感じなくなり、
各地で流行りつつあった屋台村の衰退を招いた原因と言われています。

②狭い（人の熱気を感じる）ことで、人との親近感を高める。このコロナ禍でのソーシャルディスタンスに逆行してますが、
人間の脳は肩と肩がふれあう距離に置かれると（パーソナルスペース＝非日常な空間）「この人は敵でなく、味方である」
と判定するそうです。（ライブ会場なども同様）

逆もしかり＝混雑でも満員電車などは日常である上、高揚感もなく、逃げ場がない⇒これはストレス

【祭り】・・・「暑い（汗べとべと）」、「込み合う（人と触れ合う）」、「にぎやか（うるさい）」
無意識に体感してきたこと。日常は理屈の世界、理屈じゃない、なぜかワクワクする・・・

人の心理や性質を考慮した戦略＝いにしえからの露店がこれら心理に基づいているとするならば・・・
マーケティング心理学、恐るべしです。

最近拾ったおことば・・・

●「わたしは正しい！」争いの根はここにある・・・
●正しい意見でも、思いやりがなければ言われた人は傷つく・・・
●つまんないおとなの言うこと聞いてると、つまんない大人になっちゃうぞ

己を省みて・・・注意します
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

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

相談員の地域活動をご紹介
暑い日が続きますが、皆さまお変わりありませんでしょうか。しっかり水分を取りながら、

そして必要時にはエアコンをつけるなどして、無理のないようにお過ごしくださいね！！

そして夏と言えば『祭』ですね！ シニアハウスコム相談員の古庄は、7月28・29日に中野区若宮高齢者会館

で行われた「夏祭り」で、劇の主役と有料老人ホームについてのセミナーをさせていただきましたので、

写真を交えてご報告させていただきます！！

相談員：花堂

■自分で乗り移るときの動作

こんにちは！福祉用具専門相談員の佐藤英郎です。

人は座った姿勢のほうが食事がしやすく、会話も活発になります。安全に車いすへ乗り移

り、座って過ごす時間を増やしたいものです。これから３回にわたり、ベッドから車いす

に乗り移るときに気をつけるポイントをお話ししていきます。

第１回のテーマは「自分で乗り移るときの動作」です。

車いすのフットサポートを取り外し、ベッドの横に車いすを

密着。ブレーキをかけ、ベッド側のアームサポートを跳ね上

げます。このとき、特殊寝台のベッド面の高さを車いすの座

面の高さに合わせておきます。

ベッド用グリップと車いすの奥にあるアームサポート（肘

掛け）を両手でつかみ、おしりを浮かせ、前かがみで立ち

上がります。つかまり立ちができる方なら、この動作がで

きる可能性が高いでしょう。

ベッド用グリップとアームサポートをつかんだまま、から

だの向きを変えて、車いすに腰を下ろします。完全に腰を

下ろすまで、ベッド用グリップとアームサポートにつか

まった手を離さないようにしましょう。車いすに座ったら、

姿勢が安定するよう深く座り直します。

ステップその１：

車いすにブレーキを

かけ、アームサポー

トを跳ね上げます。

ステップその２：

両手でからだを支え

前かがみで立ち上が

ります。

ステップその３：

からだの向きを変え

て、車いすに腰を下

ろします。
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コスト適正化事業
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■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

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News特大号】と題して、先日8/6～7に開催された「中野駅前大盆踊り大会」
にアスモファームとして『じゃがバター🥔』の屋台を出店した際の報告をしまーす＼(*´▽｀*)／

【アスモファームNews特大号】

じゃがバター＠中野駅前大盆踊り大会

マヨ、ケチャ、塩コショウの王道から、
めんたい粉、フライドオニオン、辛い系
など、たくさんのフレーバーがかけ放題👌

来場者の目を引く看板は浅津ケアマネの手作り✨
かわいい幟は花堂（博）がデザイン♪
世界に一つしかない、じゃがバター屋さんです

夜になると、この長蛇の列💦
蒸すのが追い付かなくなるほどの大盛況で
約1,000食、完売となりましたv^o^v

アスモエージェント 人材充足サポート
☎ 03-5318-0309

まず現在日本の課題問題でもある「高齢者介護問題」について

お話します。

日本の総人口1億2,257万人の内、約2,180万人が後期高齢者と言わ

れています。そんな中で認知症高齢者の数が約320万人、高齢者世帯

の内7割が、一人暮らしもしくは夫婦のみ世帯となっています。更に

少子高齢化が進んでおり、介護の担い手が不足しております。

上記の情報から分かる通り、少子高齢化が進み、若い世代の働く人が減り、介護が必要な世代が増えて

いくという傾向にあります。

公益財団法人介護労働安定センター調査した結果65%の事業所が人手不足と回答したそうです。

当部署では、それぞれの施設、会社にあったサポートをしておりますので是非一度ご相談下さい。 →→→

『なぜ介護業界の人手不足が起こるのか、、、』（其の一）

（出所）総務省「国勢調査」、社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口
（平成24年1月推計）」（出生中位・死亡中位）、厚生労働省「人口動態統計」


