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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。
8月の活動実績＝16,245Pとなり、一昨年より開始いたしました累計数は、562,490P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。

聞き書き作家というお仕事をご存じで

しょうか？毎月アスモ新聞の原稿締め切

りが近づくと何かいいお話はないかと題

材探しがはじまります。今月もいろんな

記事に目を通しているとある新聞記事に

“聞き書き作家”小田豊二とありました。

「聞き書き」は介護や看護の世界で広まっていたり、

認知症患者の治療法でも注目されているそうです。小田

氏は１人の人のもとに最低１年間、毎週のように通って

話を聞き、それを文章にして「自分史」をつくります。

その時に、その人の「話し言葉」で文章化するのだそう

です。

たとえば「私は何年にどこどこで生まれた。生まれた

場所は繁華街の中の商店街でした」という文章だとその

人が遠い存在のように感じられます。ところが同じこと

を「あたしかい？ あたしゃね、東京の浅草というとこ

ろで生まれたんだよ」というふうに、その人の語り口調

で書き、その本を家族やその人をよく知っている人が読

むと、今その人が目の前で喋っているように感じられ、

本の中でいつまでもその人が生き続けるといいます。

タイトルに「言葉を残すとはいのちを残すこと」、ま

た「いのちを残すは極上」、など面白そうなタイトルに

惹かれ、読み進めていくと「お年寄りと話をしよう」と

いうタイトルの後、ある訪問看護師と老夫婦のお話が紹

介されていました。

ある夜、80歳近いご夫婦のご主人から、その看護師さ

んに電話がかかってきたそうです。

「ばあちゃん（妻）がコタツに入ったまま横になって

いる。『大丈夫か？』と言ってもダメ。『病院に行け』

と言っても行かない。ちょっと診てくれないか」と。

夜８時過ぎに看護師さんが行って、「おばあちゃんど

うしたの？」と声を掛けたら、「うるさい！ あっち行

け！ 傍に寄るな！ 触るな！」と、すごい剣幕なんで

すって。仕方なく看護師さんは襖の向こう側の部屋にい

るおじいちゃんのところに行って話をしました。

するとおばあちゃんとの出会いの話になり、「俺はばあ

ちゃんに申し訳ねぇ。俺とさえ結婚しなきゃばあちゃんは

幸せになったんだ。若い頃はきれいだったから。でも俺が

貧乏でさぁ、食べたいものも食べさせてあげられなかった

んだ。俺が悪いんだよ。ばあちゃんがかわいそうで、本当

に申し訳ねぇと思っているんだ」と言ったそうです。看護

師さんは、「じゃあまた何かあったら連絡ください」と言

って帰りました。

次の日の朝、またおじいちゃんから電話がありました。

「大変だ、大変だ、仏様が降りてきた」と。

看護師さんは一瞬おばあちゃんが亡くなったかなと思っ

たそうなんですけど、「ばあちゃんが朝バスに乗って病院

に行った」と言ったそうです。

数日経って、看護師さんが事情を聞くと、あの夜、おじ

いちゃんが謝っていた話をおばあちゃんは襖の向こうで正

座して聞いていたそうです。それで次の日、バスに乗って

病院に行った。それがおじいちゃんは何より嬉しかったと

言うんです。

それで検査しても大したことはなくて薬をもらって帰っ

て来られたそうです。おばあちゃんはおじいちゃんの話を

聞いただけです。それで「いのち」が救われているじゃな

いですかと・・・。

「財を残すは下、仕事を残すは中、人を残すは上」、こ

れは故野村克也氏が好んで使った後藤新平の言葉ですが、

小田氏は、「財」よりも「仕事」よりも「人」よりも「い

のち」を残すことは「極上」だと言います。「聞き書き」

は、その人の人生を聞かせてもらいその人の言葉を書き残

す。それがその人の「いのち」を残すということですと締

めくくりました。

小田氏の記事を拝見しながら、限られた時間内にお仕事

をしながらご利用者の皆さまに耳を傾けるヘルパーの皆さ

んのお仕事は尊く、

経営者としても誇ら

しく感じることが

できました。

感謝。

「いのちを残すは極上」
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今一度見直したい

日本は、世界でも有数の災害大国です。台風、大雨による洪水などの被害は毎年発生していますし、時には大き
な地震に見舞われることもあります。
大地震や大型台風などによる災害が発生すると、ライフラインが一時的に途切れることがあります。電気やガス

ももちろん必要ですが、やはり最初に困るのは水と食料の確保でしょう。
日本政府は、「大災害発生時に備えた食品や水の備蓄は一週間分が望ましい」とし、最低でも三日分は備蓄する

ように呼び掛けています。

普段から多めに食料を買い置きしておき、通常
の食事にも利用する。
古い食料を消費したら、新しく食料を買い足す。
このような備蓄の方法を『ローリングストック』
と言います。

以下は、大人1人当たり、1週間で
必要となる備蓄食料の量の目安です。

・水 21リットル
大人1人で１日約3リットルを使うとされています。

・主食（炭水化物）米2キロ
大人1人で大体一食75グラム消費すると言われていま
す。このほか乾麺やカップ麺も有用でしょう。

・主菜（タンパク質）副菜、その他
主菜はカレーやパスタソースなどのレトルト食品、
それぞれ合計20個ほど準備します。
また、日持ちする野菜、たとえばジャガイモ、玉ねぎ
、または乾燥野菜や乾燥わかめ、即席スープや、お菓
子類などもストックしておくといいでしょう。

日常生活で
備蓄を使う

使った分だけ
買い足す

普段から少し多めに加工品を
ストックしておく

防災の日は、1923年（大正12年）9月1日に「関東大震災」が発生したことに由来しています。
阪神大震災や東日本大震災のような大地震もかなりの頻度で発生しています。毎年のように巨大な台風や洪
水被害が起こるうえに、

大地震、津波、豪雨…日本での暮らしは自然災害と隣り合わせ
一般財団法人国土技術研究センター（JICE）が公表している調査によれば、2000～2009年に世界で発生

したマグニチュード6.0以上の地震の実に20％強が、日本で発生したものでした。
日本は様々な災害の備えを勧めていますが、超高齢化社会を迎え、災害時高齢者は若い世代と違って身動

きがとりにくく、行動範囲が制限されてしまいがちです。
災害は突然やってくるから各自で行う防災対策が必須！日頃からの準備をしておきましょう！

「家具の転倒対策」で自宅を安全に

阪神・淡路大震災、新潟中越地震などの地震では
多くの方が屋内で被害に遭われています。「家具は
倒れてくるもの」と考え、備えておきたいですね。
家具の配置を検討したいです。寝室などには大きな
家具を置かない。部屋や廊下には重要な動線には家
具を配置しないことも大事です。足が不自由な高齢
者は倒れた家具をまたいでの移動は困難ですね。
家具の転倒防止も重要な対策ですね。
転倒防止の粘着マット・ストッパー、L型金物、転倒
防止用ストッパーなど利用するのも良いですね。

「避難場所」や「避難経路」を確認しておきましょう

事前に避難場所を把握しておくことも極めて重要です。
避難場所までの経路は複数ルートの想定がお勧めです。
高齢者が歩いて安全に移動できるルートを考えて
おきましょう。

日本は災害大国・・・災害が起きたとき高齢
者は弱者になりやすいから、対策をしっかりとね❕

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

■介助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。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ます。

第２回のテーマは「介助で乗り移るときの動作」です。

介助者は膝を曲げて腰を低くし、ご本人の両側の脇の下

に手を入れ、ご本人がお辞儀をする方向に介助します。

お辞儀をして足に体重をかけてから立ち上がってもらう

と力が入りやすいでしょう。

ご本人が足に力を入れて踏ん張った時に、脇の下に入れ

た手を上方に介助して、立ち上がりを補助します。膝が

伸びて立ち上がってから、車いすの方へ体の向きを変え

ます。

ステップその１：

ご本人がお辞儀をす

る方向に介助し、足

に体重をかけます。

ステップその２：

立ち上がった姿勢を

支えながら、からだ

の向きを変えます。

ステップその３：
深くお辞儀すること
を意識して、膝と腰
を曲げながら座る方
向に介助します。

着座するときは、ご本人にお辞儀をしてもらい、足に体

重がかかった状態で膝関節、股関節を曲げながら座りま

す。垂直に座るのではなく、お辞儀をするように意識し

てもらうとよいでしょう。

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

10月19日(水)～21日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて行われる

― 産業交流展2022 ―

相談員：花堂

にブース出展いたします

にグループ会社含め、3ブース出展いたします。

少子化による

人材不足回避には、

今いる社員の方に、長く

働いていただくことも重要

です。企業の介護リスク

を診断・数値化することで、

社員と会社を守る対策の

ご提案をいたします。

新たに取扱い

を開始した輻射式の

冷暖房システムのご紹介。

通常のエアコンに輻射パネ

ルを融合させることで効率

的な熱移動を実現。自治体

や企業様に電気代のコスト

削減のご提案。

有料老人ホーム

への入居を考えたとき、

どこに相談をすればいいのか

わからないとおっしゃる方は、

多くいます。そんな方をサポート

できる、社会貢献度の高い講座を

開設しました。また、共にパート

ナーとして活動してい ただける企

業さまを募集いたします！！



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

アスモエージェント 人材充足サポート
☎ 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。

先日【にんじんの種まき】をしてきましたので、作業工程をご報告しまーす＼(*´▽｀*)／

まずは土作り。
荒れ果てた土に、もみ殻、石灰、堆肥（牛糞、鶏糞）を撒いて耕耘機で耕します。

【
土
作
り
の
完
成
で
ー
す
♪
】

次に種まき。
なるべく凹凸のない平らな溝を作ってから種をまき、上から土を被せます。
こんなに小さな種を約1,000粒、チマチマと手撒きしました💦

最後に上から不織布を被せて作業完了！
あとは無事に発芽🌱する事を願うばかり・・

前回に引き続き介護業界の人手不足に纏わるお話をします。

人手不足を改善するには人材の採用が必須となりますが、

業界ならでは特有の採用の難しさや採用のコツについてお話します。

介護業界は、給与の低さや人間関係の難しさなどネガティブな

イメージが採用の難しさに繋がっています。

そんな中で採用単価を抑えて採用を効率化させるには離職率を軽減する取り組みを行い、

採用計画を細かく作成して採用対象を増やす事が必要かと考えます。

ミスマッチを防ぐために事前に見学会を開き現場に触れる機会を作るのも効果的です。

後は条件次第で様々な助成金を活用し採用コストを抑える事も必要かと考えます。

適正人材を確保してネガティブイメージを払拭させましょう！！

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、、、』（其の二）


