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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。
9月の活動実績＝16,575Pとなり、一昨年より開始いたしました累計数は、579,065P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。

昭和30年代（1960年代？）、当時の

子供に人気のあるものの代名詞として、

プロ野球の巨人軍、大相撲の横綱・大鵬

、料理の卵焼きを並べ、「巨人・大鵬・

卵焼き」という流行語が生まれました。

私も子供ながらに、この流行語はよく耳

「アントニオ猪木」

にした記憶があります。

そのような影響からか、小学校時代から中学・高校と

野球に汗を流す毎日を過ごしていましたが、私にはもう

一つ大好きなスポーツ、格闘技がありました。当時金曜

夜8時のゴールデンタイムに放送されていたプロレス中継

でした。力道山が亡くなり、その後のプロレス界を支え

ていたジャイアント馬場とアントニオ猪木の試合がメイ

ンの時代です。

昭和30年代、まだ戦後復興の余韻が残る時代背景で

す。当時はまだ娯楽も少ない中で、テレビの画面を通じ

て大柄な外国人をやっつけるプロレスラーは強い男の象

徴でした。男は強くなければいけないと教えられて育っ

た私の世代にとってプロレスラーはヒーローだったので

す。同世代の子どもに比べ、私のプロレス好きは異常な

ほどでした。中学生のころには貯めたお小遣いを握りし

め一人でプロレス観戦に行くこともありました。

プロレスは八百長であると言う人や人を殴ったりけっ

たりすることをよしとしない人も多くいますので、受取

り方は人それぞれだとは思いますが、試合内容や試合後

のコメントは貧しい家庭に育った私の心に、どんな逆境

においてもカウント2で跳ね返し、立ち上がらなければな

らないということを教えてくれていたのだと思います。

特に大好きだったアントニオ猪木（

猪木寛至）さんは、先日10月1日にこ

の世を去ってしまいました。猪木さん

は、10人兄弟の9番目という大家族の

中で育ち、5歳の時に父親を亡くし、営んでいた石炭問屋

も倒産してしまい極貧生活を強いられることになってし

まいます。そんな中、一家は貧困から抜け出すためにブ

ラジルに移住するのですが、そこでは想像を絶する強制

労働の過酷な日々が待っていました・・・。

ブラジル到着後、サンパウロのコーヒー農園で働くこ

とになりますが、朝５時から夕方５時までという長時間

労働で、作業が終わってから小屋に戻って着替えると、

Tシャツに汗の塩分がしみ込んでおり、Tシャツが固まっ

て立つほどの汗をかいていたそうです。作業のたびに手

の皮がむけ血まみれになってしまい、まだ少年だったア

ントニオ猪木さんは痛みをこらえながら労働をこなした

のです。労働契約は１年半でしたが、その間何があって

もこの農園で働き続けなければならないという契約を結

ばされていたのです。途中で逃げることはできず、ただ

ひたすら耐える事しかできなかったようです。

そんな中、アントニオ猪木さんは日本では運動音痴と

して馬鹿にされていましたが、ブラジル移住後に陸上選

手としての才能が発揮され、砲丸投げなどの大会で優勝

するようになります。そして、1960年4月11日にサンパ

ウロを訪れていた力道山と出会い、スカウトされて帰国

後、日本プロレスに入団します。

その後のプロレスラーとしての活

躍や引退後の政治家としての活動は

皆さんもよく知っていることと思い

ますが、「アントニオ猪木が猪木た

る所以は、猪木氏のもつ強烈な目と、彼の発言にある」

と写真家の原悦生氏は言います。亡くなる数日前に猪木

氏の下を訪れた原氏に対して、ベットから椅子に移動し

突然両目を大きく開けたかと思うと猪木氏は「馬鹿の

・・・」、突然だったので、よく聞き取れずに聞き返す

と念を押すようにゆっくりと「馬鹿の一人旅」と言った

そうです。それは間もなく旅立っていくことになった

アントニオ猪木氏が、これまでの人生と旅立ちを自ら

形容した言葉だったのかもしれません。

『この道を行けばどうなるものか、危ぶむなかれ。 危

ぶめば道は無し。 踏み出せばその一歩が道となり、その

一足が道となる。 迷わず行けよ。 行けばわかるさ。 』

このフレーズを最後に、プロレスラーとして引退をし

ました。この格言は「迷っても仕方がないから、とにか

くやってみよう。 」という意味が込

められているそうです。 新しいこと

を始める時、失敗を考えて一歩踏み

出せない時、この言葉をかみ締めて

チャレンジしていきたいと思います。
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10月に大活躍

10月になると、目にする機会が多くなる印象のある、カボチャ。
昨今では、ハロウィンの影響で特に見かけることが多くなりましたね。
カボチャは戦国時代に日本に入ってきた、歴史の深い野菜です。甘くておいしいのはもちろん、育てやすいことも

あって全国的に栽培されています。
スーパーでも一年中並んでいるカボチャですが、その旬は秋から冬と言われています。

今回は、カボチャに含まれる栄養素や、カボチャの種類などについてお話ししましょう。

カボチャに含まれる栄養素

カボチャにはビタミンCやビタミンE、ベータカロテン
が含まれています。
ビタミンEは若返りビタミンと呼ばれていて、酸化から身
体を守り、若さを保つ働きがあるため、動脈硬化や心臓
病、認知症の予防に役立つと言われています。
また、ベータカロテンは粘膜や呼吸器系の保護作用、

視力維持にも効果があると知られています。
更に、身体の余分な塩分を排出させるカリウムや、

お通じを良くしてくれる食物繊維も豊富です。
このように、カボチャは大変栄養豊富で、また、免疫力
を高めてくれる効果もあるので、風邪予防効果も期待で
きます。
皮の表面がつやつやしているカボチャが、美味しくて

栄養価も高いものなので、是非探してみてください。

カボチャの種類

・西洋カボチャ
今現在、日本で主に食べられているのが、この西洋

カボチャです。
明治時代に入ってきたとされていて、ほくほく、ほっ
こりとして甘味が強いのが特徴です。

・東洋カボチャ
戦国時代に伝わってきたという、甘味が薄く、ねっ

とりとした食感が特徴なのが、東洋カボチャです。
水分量が多いので、煮物に向いています。

・ペポカボチャ
ハロウィンの時期にお化けの顔を彫られた姿をよく

見かけるのが、ペポカボチャです。
園芸品種で、ズッキーニの仲間だそうです。

「秋バテ」にご用心
猛暑の夏が終わり急に寒くなり、まるでジェットコースターのように、秋がやって
きました。

寒暖の差も激しく、着るものでなんとか調整はしているものの、気持ちも体も
お疲れ気味です。

さて夏バテの次にやってくるのが秋バテ。この秋バテの
対策におすすめは・・・

睡眠 食事 リラックス

◎睡眠・・・早く寝て朝起きたら太陽の光を浴びる

◎食事・・・バナナ たまご 納豆 とり肉 牛乳 チーズ などトリプトファン
が多くとれる食品を摂る。

◎リラックス・・・深呼吸をする 好きなことをする 涙を流すことや笑うこと話題
の「涙活」「笑活」などは副交感神経をオンにして、リラックスできるそうです。

みなさんも秋バテ予防をして、四季の中でも穏やかな実りの秋を楽しみましょう。

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

■乗り移りをサポートする福祉用具

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。

最終回のテーマは「乗り移りをサポートする福祉用具」です。

おしりを浮かすことはできなくても、おしりをすべらせ

ることができる方に効果的な福祉用具がトランスファー

ボードです。ベッドと車いすのあいだに橋渡しするよう

に置き、自力または介助を受けてボードの上をからだを

すべらせ、車いすに乗り移ります。

人の身体を持ち上げる動作は、利用者も介助者も腰痛を

引き起こす危険な介助方法です。介助ベルトには手で握

れるハンドグリップが複数あり、ご本人がつけると支え

やすく持ち上げやすくなります。

介助者もつけてご本人に握ってもらうとより安定します。

トランスファーボード

おしりをすべらせて、

ベッド・車いす間を

移動。

介助ベルト

ハンドグリップを握る

ことでからだを確実に

支えます。

座る姿勢がとれない方には、寝た状態から車いすへ乗り

移れるリフトという選択肢もあります。

室内環境に大きく左右されますが、導入できれば介助者

の負担が減り、ご本人も快適にベッドから離れることが

できます。

リフト

ご本人にも介助者にも

負担が少なく、安全に

乗り移れます。

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

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

はじめまして。シニアハウスコムの事務を担当して1年と少しの立花です。

シニアハウスコム紹介コーディネーターってすごい…と思った出来事をご紹介いたします。

ご相談者さまや病院への訪問、施設への見学同行で外出の多いコーディネーター。

事務所にいるときは、ご家族さま・ケアマネさん、施設の運営会社さん等多方面の方と

電話で情報を共有しています。 事務員 立花

自分でしたら迷わず麺をとりますが、迷わずお電話をとり、じっくりお話を聴いているコーディネー

ターを見て「コーディネーターの鑑！？」と感じました。シニアハウスコムでは、おひとりおひとり

とのご縁を大切にしております。お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

鳴る
電話

自席にてカップ麵を食べる
コーディネーター



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

➊まずは人参の時と同様に土作りをして、長さ18m×幅約60cmで畝(うね)を立てる※今回はひと畝に2列を種蒔き
➋種蒔き用に平らな穴を作る為に、ペットボトルの底を押し当てていく
➌➍➎いざ、種蒔き！！ひと穴ひと穴に約4粒を等間隔に落としていく※発芽したら最終的に元気な芽をひとつだけ残して[間引き]をします
➏各穴に土を被せて、種と土が仲良く密着するようにたっぷりと水やり
➐➑害虫から身を守る為に、防虫ネットをアーチ形に張ったトンネルを作る
【種蒔き完了！！】 あとは無事に発芽してすくすくと育ってくれることを願うばかり❤ また報告しまーす♪

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。

先日の人参に続き【大根の種まき】をしてきましたので、作業工程をご報告しまーす＼(*´▽｀*)／

【完了♪】
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
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【茗荷（みょうが）を初収穫しましたっ！！】

「茗荷ってこんな感じで生えてくるんだー」と初体験。

引き続きジャンジャン生えてきてますので、

皆さん是非、事務所へお立ち寄りくださいませー^0^

【“天使のす～ぷ”がスカパーで商品紹介されますっ！！】

アスモファームで収穫したジャガイモが原料の“天使のす～ぷ”が
好評につきスカパーで紹介されます。 （動画はコチラ→）
スカパー限定の特別セットをご用意していますので、お楽しみに。

・私は様々な介護施設へお邪魔する機会が増え思う事があります、、、

「施設の努力や苦労ってスゴイ！」と。。

利用者さん一人一人の体調や人柄を把握し、食事管理、衛生管理、

その施設毎のレクやイベントの用意…etc.

その時私は思いました、「何かお手伝いできないか？」と。

何か福祉のスキルや資格があればいいのですが、何も習得していません。

ただ、弊社で運営させて頂いているアプリを使えばイベントで活躍してくれる

エンタメワーカーさん（ダンサー等）を呼ぶことができます。

企画もご相談お受けしますので、是非宜しくお願い致します。

・こういったイベントは施設行事でのマンネリ化の解消やブランディングの向上へ

繋がっていくのではないかと私自身、期待しております。

喜ばれるイベントを企画してたくさんの人を笑顔にしましょう！！

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。 →→→

『施設でのレクリエーションやイベント行事』


