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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。
11月の活動実績＝16,610Pとなり、一昨年より開始いたしました累計数は、612,350P
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。

「満腹になれる方法」

お昼時を過ぎた、ある食堂で、御主

人が一息ついて新聞を読んでいると、

店のドアが開いて、みすぼらしい服装

のおばあさんと男の子が入ってきまし

た。「雑炊はいくらですか」おばあさ

んは、ポケットからお金を取り出して、雑炊を一杯注

文しました。できたての、おいしそうな雑炊！「おば

あちゃん、本当にもう昼ごはん食べたの？」「そうだ

よ。ほら、冷めないうちに早くお食べ」男の子は雑炊

をかき込むように食べました。

その様子をそっと見ていた店の主人はふたりに声を

かけました。「おばあさん、今日は運がいいですね。

うちの店は、毎日、一〇〇番目のお客さんからはお代

をいただかないんですよ」店の主人は、おばあさんに

ただで雑炊を作ってあげたのです。

数日後、またおばあさんと男の子

がやってきました。おばあさんは、

また雑炊を一杯だけ注文しました。

ふたりのことを覚えていた店の主人

は、前と同じように一〇〇番目の幸

運をプレゼントしました。

それから一ヶ月後、窓の外を何気なく見ていた主人

は、びっくりしました。雑炊を食べにきた男の子が、

しゃがみ込んで店に客が入るたびに、小石を一個ずつ

地面に書いた円の中に入れていました。ところが、昼

休みが過ぎても円のなかの小石は50個を超えません

でした。あわてた店の主人は、常連のお客さんたちに

電話をかけ始めました。「忙しくなかったら雑炊を食

べに来てくれ。今日はただにするから！」

しばらくすると、お客が集まって来ました。小石を

数える男の子の手が忙しく動き始めました。そしてつ

いに99個目の小石を円の中に入れると、男の子は急

いでおばあさんの手を引いてお店に入りました。

「おばあちゃん、今日は僕のおごりだよ」

本当に一〇〇番目のお客になったおばあさんの前に

温かい雑炊が運ばれてきました。男の子は、おばあさ

んが雑炊を食べるのを見ながら、キムチをほおばって

いました。「あの子にも一杯持っていきましょうよ」

主人の奥さんが、小さな声で言いました。

「しっー。いまあの子は、食べないで満腹になれる

方法を勉強してるんだ」「ちょっと、食べるかい」男

の子は首を横に振り、「ううん、いらないよ。ほら見

て、ぼくのおなかいっぱいだから」

…その日から不思議なことが起きました。お店にお

客が押し寄せるようになったのです。本当に一〇〇番

目、二〇〇番目のお客が来るようになったのです。

このお話は海外での実話で、この紙面でも十年以上

前に取り上げさせていただいたお話です。利益至上主

義の今では見られなくなった光景ですが、私が子供の

頃（昭和30年代、40年代）、誰もが貧しい時代でした

が、夢と希望に溢れていました。それはここで取り上

げたお話のように地域の人々が寛大な心で子どもたち

を温かく見守ってくれていたからだと思います。

私が子供時代、新聞少年をしていたときに、必ず牛

乳をくれるお宅がありました。今にして思えば、あの

お宅のおばさんは玄関先で私が来るのを待っていてく

ださったのではないかと思います。人の温かさを感じ

ながら生きることのできた時代だったと思います。

弊社では、年に数回中学生の子ど

もたちの職場訪問などを受け入れ、

ご利用者の皆さまのお宅に同行訪問

させていただくなどしておりますが、

本当にありがとうございます。

地域の子どもたちに夢と希望を持たせることができ

るような取り組みを微力ながら行っていきたいと思っ

ております。

本年も残すところあと僅かとなりましたが、ご利用

者さま、ご家族の皆さま、ヘルパーの皆さま一年間あ

りがとうございました。良い年をお迎えください。
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こんな症状はありませんか？

・のどの中のねばつき ・舌の痛み ・乾いた食品がたべづらい ・飲み込みづらい ・口臭 ・味覚低下
・虫歯や歯周病が多くなる ・咳払い ・声がれ

これらは と呼ばれていて、風邪や虫歯の原因にもなります。

ドライマウスの原因は？

ドライマウスの原因は幾つかあります。
まずは、加齢性のもの。近年の研究では、70歳以上の
唾液の分泌量が、10代の半分以下にまで減少すること
が分かっています。

そのほか、過剰なストレス、喫煙・アルコール、カ
フェインの摂りすぎ、薬の副作用や病気の影響も挙げ
られます。
そしてアレルギー性鼻炎などによって鼻での呼吸がし
づらくなったことで、口呼吸を繰り返してしまうこと
も、口腔内が渇く要因となります。

また、近年のパソコンやタブレットの普及、および
流行病の影響により、人と会って話すことが減ったこ
とも原因のひとつとされているそうです。

自分でできるドライマウス対策

・喫煙・アルコール・カフェインを控えめにする
・鼻呼吸を心がける ・部屋を乾燥させない
・なるべく顔の筋肉を使う（喋る、歌うなど）

また、食べ物によってドライマウスの改善を促
すこともできます。
・酸味
レモンや梅干しなど、酸っぱいものは唾液を出さ
せる食べ物としてよく浮かびますが、歯を溶かす
「酢蝕症」を引き起こすことがあるので摂り過ぎ
は禁物です。
・よく噛む必要があるもの
ガム、ニンジンやセロリなどの生野菜、するめな
どが効果的です。
・唾液促進物質を含む食べ物
昆布や納豆には、唾液の分泌を促進する効果が
含まれています。

「むくみ」は高齢者の方の約1割に見られる珍しいことではないです。
でも、「むくみ」を放置すると危険なんです!!

「むくみ」とは体の全体や一部が膨らんで太くなっている状態のことで浮腫（ふしゅ）とも言います。
高齢になると血液の循環を担う筋力が低下するため「むくみ」が起きやすくなります。
座りっぱなし、身体の冷えによる血行不良、塩分の摂りすぎ、加齢による心肺機能の低下、腎臓病、肝硬
変、甲状腺機能低下症などの病気が原因の場合、薬の飲み合わせによってもむくむ場合があります。

高齢者の足の「むくみ」を放置していると、歩きにくい、疲れが取れずに体がだるい、こむら返りが続く
等、そして慢性的にむくむ「慢性下肢浮腫」「下肢静脈瘤」「深部静脈血栓症」なってしまう可能性があ
り、死亡リスクも伴うので注意が必要です。「むくみ」が長く続く、むくみと合わせて血圧異常、息苦し
さ、動悸など気になる症状を伴う場合は、早めに医療機関、主治医に相談しましょう。

今日からできる「むくみ」予防方法

皮膚の下に水がたまらないようにする⇒例えば弾性ストッ
キングのようなものでふくらはぎをぎゅっと締め付ける
同じ姿勢を取り続けない⇒立ちっぱなし、座りっぱなしは
しない、時々姿勢を変える
血流を促してあげる⇒ふくらはぎの筋力をしっかり動かす
運動
身体を冷やさず塩分控えめな食事に注意しましょう。

2022年もあと少しになりました。この1年大変お世話になりました。
2023年も相変わらずによろしくお願いいたします。

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

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

■浴室を快適にする福祉用具

こんにちは！福祉用具専門相談員の佐藤英郎です。

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。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ます。

第２回のテーマは「浴室を快適にする福祉用具」です。

洗面所と浴室の段差をなくすには、洗い場の広さや形

に合わせて浴室すのこを設置する方法があります。す

べりにくいように、すのこ表面に水がたまりにくいタ

イプもあります。ただ、すのこを敷くと、脱衣室から

入るとき、ドアの枠とすのこを上り下りするようにな

り、昇降動作が難しいケースもありますので、事前に

よく検討しましょう。

洗い場に置いて、体や髪を洗うときに座って姿

勢を安定させるいすがシャワーチェアです。背

もたれ付きやひじ掛け付きなどがあり、ご本人

の状態や能力に合わせて座面の高さを調整しま

す。体を洗うときや乗り移るとき、ひじ掛けを

跳ね上げられるタイプもあります。

浴室すのこ

洗い場の床に設

置して洗面所と

の段差を軽減し

ます。

シャワーチェア

体や髪を洗うと

き、座位姿勢を

安定させます。

本年も、皆様には大変お世話になり、心より感謝申しあげます。どうか良いお年をお迎えください！！

学ぶことでできる社会貢献を始めませんか？
シニアハウスコムでは、「施設探しをするうえでの優先順位が整理でき、納得のいく施設に入居で
きた」「闇雲に探していた時とは違い、スムーズに事が進んでいくことに心地よささえ感じた」な
ど嬉しいお言葉を頂戴する一方で、「紹介センターの存在をもっと早く知りたかった」というお声
もあり、まだまだ認知活動をしなければと反省する日々です。
今回、皆さまの周りで「施設探しにお困りの方」がいらっしゃった際には、我々のような存在が

あることを広めていただける“地域サポート会員”を養成するための講座をつくりました。ご自身の
ため、大切なご親族のため、地域貢献のためにこの講座で学んでみませんか？
皆さまからのお申込み、是非お待ちしております！

◀HP・問い合わせ
フォーム

◀お申込み
フォーム

本年もお世話になりました。来年も今年以上
に皆様のお役に立てるよう、精進して参りま
す！

シニアハウスコム一同

【年末のご挨拶】



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

白菜
じゃがいも
にんじん

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。

今年もたくさんの野菜を収穫できましたっ！2022年のラインナップをご紹介しまーす＼(*´▽｀*)／

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

水菜
白ネギ
大根

チンゲン菜
ブロッコリー
カリフラワー

レタス

スナップエンドウ

絹さや
そら豆 きゅうり

カブ・レタス
玉ねぎ

空心菜
ピーマン

ナス・オクラ

キャベツ
かぼちゃ

ニラ・トマト

落花生 葉ネギ・ゴボウ
いんげん
ミョウガ

白ネギ
里芋

さつまいも

じゃがいも
大根・カブ
ほうれん草

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

☆先日お問合せ頂いたご相談で、意外と認知がないが、誰かの為になるなと思った

情報を掲載させて頂きます。

・相続や遺贈（ご両親が施設等に移られた際も可）によって

空き家になった、住む予定のない建物は活用が難しく売却の検討が

一般的かと思います。

先日の相談者様は「そもそも売却するのも手間なのに、

売却ができても、たくさん税金持っていかれるでしょ？」と

仰っておりました。

いわゆる税金=譲渡所得に掛かる税金となりますが、

色々条件はありますが譲渡所得を3,000万円まで控除できる特例があります。

この特例は、国が国内の空き家を減らす為に取った対策です。

もう売却された方も、次回の確定申告までは間に合う可能性があるので

是非ご相談下さい。 アスモグループ→→

『空き家特例ってご存じですか？』


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4

