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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。
10月の活動実績＝16,675Pとなり、一昨年より開始いたしました累計数は、595,740P
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。

「父とメロンパン」

今回の題材は以前にもご紹介したもの

となりますが、大変心に残るエピソード

でしたので、是非もう一度皆さんにお伝

えしたいと思い、お話させて頂きます。

『父が亡くなってから2年が経ち、今年も父の命日に

メロンパンを仏前に供えました。私が子どものころは、

誰もがいつもお腹を空かしている時代でした。父は、貧

しいながらも、私たち家族のために、工事現場で一生懸

命に働いてくれました。太陽が西の山に沈むころになる

と、私はよく村の入り口をうろうろしながら、父の帰り

を待ちました。

遠くに父の姿を見つけるたびに、どんなに嬉しかった

ことか。「お父さん！」「お、かわいい息子が今日も出

迎えに来てくれたな」でも、本当は父を迎えに行ったわ

けではありませんでした。父がボロボロで汗まみれの作

業服のポケットから取り出してくれるメロンパンを楽し

みに待っていたのです。

「わーい、メロンパンだ！」父のくれるメロンパンは

いつも潰れていましたが、その味はふだんのおやつのふ

かし芋よりも何倍もおいしくて大好きでした。「そんな

にあわてて食べたらだめだぞ。ゆっくり食べなさい。」

ある日の下校途中のことでした。

工事現場の前を通りかかったとき、

たくさんのレンガを背中に背負って

いる父の姿を偶然見かけました。

レンガがとても重たかったのでし

ょう。父は苦しい息を吐いていました。私は父に見つか

らないように隠れて、父のことを見ていました。

しばらくすると、休憩になりました。父が汗を拭きな

がら一息ついていると、メロンパンが配られました。父

は、メロンパンを手にすると、のどが鳴るのをがまんし

て、作業服のポケットにしまいました。そして、近くの

水道の蛇口に口を近づけ、ごくごくと水だけを飲んでお

腹を満たしていました。

その日の夕方、私が村の入り口まで出迎えに行くと、

父がいつものようにポケットから潰れたメロンパンを取

り出してくれました。でも、そのメロンパンを一口も食

べることができませんでした。

「メロンパンはもう飽きちゃった。これからはお父さ

んが食べてよ。」「そうか・・・・」あの日の記憶は、

いつまでも胸の奥から消えることはありませんでした。

大人になってからは、父の誕生日にも、父の日にも、必

ずメロンパンを買ってプレゼントしました。父はもうメ

ロンパンを食べることができませんが、父の命日には、

祭祀のお膳にメロンパンを供えているのです。』

親子の絆をテーマに取上げられて

いた実話のエピソードです。たった

一個のメロンパンの話ですが、その

メロンパンに込められた父親の想い

が彼の心を大きく支え、彼の父親と

の絆になっていたのだと思います。

私も子供の頃、よく父親からパンをもらったのを記憶

しています。私の父親は３番目の私が生まれる数ヶ月前

に、自衛隊を退職し、鹿児島から名古屋へ生活の場を移

しました。当時の自衛隊での給料では家族５人が食べて

いくことは厳しかったようで、大手製鉄会社に転職し、

大型のショベルカーやブルドーザーに乗り、現場仕事を

していました。

私が無邪気に食べていたパンにも、きっと父親の気持

ちが込められていたのかもしれない・・・。当時のこと

を懐かしく思い出しながら、複雑な心境になりました。

飽食の現代では分からない、

菓子パン１個が昼食になった

時代の話です。貧しかったか

らこそ、見えてくるものもあ

ることを忘れてはならないと

感じました。
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これからの季節に

要注意

毎年11月から2月にかけての冬場は、ノロウイルスによる食中毒が多発します。
ノロウイルスは感染から発症までの潜伏期間が24～48時間あり、主な症状は嘔吐、下痢、腹痛、37～38℃の発熱な
どですが、持病のある人や高齢者が感染すると脱水症状を起こし、症状が重くなるケースもあります。
ノロウイルスの感染経路や予防を正しく理解し、食中毒を防ぎましょう。

ノロウイルスの主な感染経路

１．経口感染
ウイルスに汚染された食品を十分に

加熱せず食べた場合や、感染した人が
調理した食べ物を口にすることで感染します。

２．接触感染
感染者の吐しゃ物などに直接触れ、手や指にウイル

スが付着することで感染します。

３．飛沫感染
感染者の吐しゃ物が床に飛散した際、周囲にいてウ

イルスの含まれた飛沫を吸い込むことで感染します。

４．空気感染
感染者の吐しゃ物などが乾燥し、埃とともに空気
中へ舞うと、それを吸い込むことで感染します。

ノロウイルスによる食中毒を防ぐには
食中毒を防ぐには、以下のポイントが大切です。

１．ウイルスを持ち込まない
普段から感染しないよう、丁寧な手洗いや日々の健康

管理を心がけましょう。
また、腹痛や下痢などの症状があるときは、食品を直接
取り扱わないようにしましょう。

２．ウイルスをつけない
食品や食器、調理器具などにノロウイルスを付けない

ように、調理などの作業をする前には、手洗いをしっか
り行いましょう。

３．ウイルスをやっつける
食品に付着したノロウイルスを死滅させるためには、

中心温度85～90℃、90秒以上の加熱が必要です。
器具は洗浄後、熱湯や塩素消毒液で消毒しましょう。

さて、昨今の物価高騰を受け、美味しいもの、そして健康的な食事も、もはや贅沢
なのでしょうか みなさまにおいては【実りの秋】大いに満喫できますように

美食は剣よりも、もっと多くの人を殺す？？（フランスの格言より）

「秋」・・・スポーツの？芸術の？読書の？そしてやっぱり「食欲の秋」！多くの旬を迎える食材たち。

日本の秋といえば・・・さつま芋、柿、きのこ、秋刀魚、牡蠣、かぼちゃなどなど

そんな「食欲の秋」にちなみ、巷の「一度は食してみたい食べ物」リストから、

今回は禁断の（アメリカ料理？？）【エルヴィスサンド】をご紹介します
※キングオブ・ロックンロール「エルヴィス・プレスリー」が、こよなく愛した
彼の「おふくろの味」そして、通称エルヴィスを殺したサンドウィッチとも・・・

【レシピ】
・先ずバケット（パン）を割って、両面にバターをたっぷり塗る。→ そこへピーナッツバター、ブルーベリージャムをたっぷりひと瓶塗る
→ バターで炒めたバナナの輪切りをびっしり敷き詰め。→ そこへ、カリカリに焼いたベーコンを山盛りに乗せ、→ お好みでメープルシ
ロップ（はちみつ）をかける。そして圧巻は・・・

これらをサンドし、たっぷりのバターで揚げ焼きにする（揚げパン）→ 仕上げに純白の粉砂糖をたっぷりとかけ、さあ完成！
エルヴィスはこのサンドをまるごと、ペプシコーラで流し込むのがお気に入りでした・・・

このサンドウィッチ、食べた人の感想として、まずなんと、美味しい！そして食べやすく、
重くない、と意外な反応。故にばくばく食べられることから、クセになると体を壊すこと間
違いない、ジャンクフードのキングということが分かります

過度のストレス、最愛の母の死などから、過剰な過食、そしてダイエットを著しく繰り返す
などが、彼の死期を早めたともいわれてます。

一方彼の功績として、当時のアメリカ南部は、黒人分離政策など、まだ黒人への差
別、軽蔑が激しく、その環境下で彼は黒人たちのコミュニティーで生活し、影響を
受け、それら黒人の音楽を白人が歌うというタブー（黒人と白人の融合）で若者か
ら支持を得ます。人種差別の壁を越えたのが、彼と音楽と若者でした。

平等 公正 現実

（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

木々の葉が黄色くなり、年末が近づいてまいりました。

シニアハウスコムでは、施設探しの他にも身元保証や家財整理、不動産売却

施設での家財保険などのご相談もうけたまわっております。

お困りごとや気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

事務員 立花

ご自分で調べたり、情報を集めたりするとお時間も気力も要します。

シニアハウスコムの経験や情報が少しでもみなさまのお役に立てましたら幸いです。

保証

ご入居時の
身元保証

元のお住まいの
家財整理

ご入居後の
不動産売却

■浴室内での注意ポイント

こんにちは！福祉用具専門相談員の佐藤英郎です。

入浴には清潔を保つだけでなく、冷えた体を温め、リラックス気分をもたらす効果があり

ます。一方、浴室は家庭内でもっとも事故が多い場所ですので、安全に入浴する工夫が

必要です。これから３回にわたり、介護における浴室での注意点をお話ししていきます。

第１回のテーマは「浴室内での注意ポイント」です。

バリアフリータイプではない浴室の場合、洗面所と浴室の間

に10～15cm程度の段差があり、入浴のたびにこの段差を越

えなくてはならないため、すのこを設置する等の対策が必要

です。また、濡れた浴室は健常者でもすべりやすいので、す

べりにくくする工夫も必要です。

入浴は体を洗う、髪を洗う、浴槽の出入りなど複雑な動作を

伴います。その間、洗い場で安定した姿勢を保つため、ご本

人が無理なく座れるように配慮しなくてはなりません。浴槽

内でも楽に座り姿勢を保てるよう、立ち座りもしやすい、

いすや手すりなどを用意しましょう。

入浴でもっとも難しい動作は「浴槽またぎ」だといわれてい

ます。とはいえ、お湯に浸かるのをあきらめ、シャワー浴だ

けにすると、入浴好きの方には味気ないバスタイムになりか

ねません。まずは安全にまたげることを最優先に、ご本人の

状態や能力とご自宅の浴槽に合った福祉用具を選びましょう。

ポイントその１：

段差が少なく、

すべりにくい環境を

整えます。

ポイントその２：

入浴しているあいだ

座り姿勢を保てるよ

うに。

ポイントその３：

どのように浴槽をま

たぐのか、ご本人の

症状から考えます。
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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

７

➊➋➌➍事前に土作りを済ませた畝（うね）を平らにならし、両サイドに溝を掘って畝を立てます。
➎➏今回は、これから迎える寒い冬季に備えて、土の保温と雑草防止の為にマルチシートを張ります。
➐➑ここで助っ人登場っ！！アスモのケアマネジャー浅津さんとたんぽぽ介護のリーダー大江くんの協力でアッという間にマルチ張りが完了♪
➒➓⓫⓬⓭いざ苗植え開始！！まずは40cm間隔で穴あけ器でマルチに穴をあけ、今回、高知県から取り寄せた苗を一つひとつ手作業で定植。
【苗植え完了！！】 最後に防虫トンネルを設置して、作業完了。

鍋🍲の恋しい冬のメイン食材として、年明けの収穫が今から楽しみ♪すくすく育ってくれますように❤

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。

今回は先日行った【白菜の苗植え】の作業工程をご報告しまーす＼(*´▽｀*)／

マルチ張り
【完了♪】

１ ２ ３ ４ ５ ６ ８

９ 10 11 12 13 14

苗植え
【開始♪】 【完了♪】

株式会社アスモ・テクノサービス 設備コンサルサポート
☎ 03-5318-0309

・今回は近年良く耳にする様々な物の高騰についてお話します。

以前にこちらの新聞でも記載させていただいた「半導体不足」もその一種

になりますが、他にも「円安」「ウッドショック」「アイアンショック」

「ウクライナ危機」「原材料高騰」「サプライチェーン高騰」etc..

上記のようなワードはニュースなどでも良く報道されてるかと思います。

海外からの輸入（原料、部材等）で商品を完成させていく会社が多いので

食品、木、鉄、家電などの様々なジャンルで物価高騰、製造待ちが相次いでます。

・実際私も、自宅のＩＨクッキングヒーターが故障しメーカーに確認したところ、

「納品は4ヶ月以上待ち」「納期が分からないと見積りは概算見積りしか出せない」

と言われました。いつ、いくらで交換工事ができるのかとても不安な気持ちになりました。

ただ国がこの状態だとメーカーを責めても意味がないですし、目の前の不便が発生した際には

柔軟にどう対応していくかが重要視されると思います。

これから皆様にたくさんの不便が訪れ不満も溜まるかもわかりませんが

解決に繋がることも有りますので是非一度ご相談ください。

『各分野の部材費の高騰とその影響』


