
アスモ新聞はアスモのホームページ www.asumo-

kaigo.jp からもご覧になれます。

【在宅介護センター・アスモ】で検索してください。

ア ス モ た ん ぽ ぽ新聞

代表取締役花堂浩一

令和５年２月 第209号

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。
2023年1月の活動実績＝16,050Pとなり、2020年より開始いたしました累計数は、
645,455P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。

アスモ新聞の締め切りが迫り、今成

田空港で原稿を書いています。介護保

険制度外の事業の取組の一環として海

外の企業との提携を目指しています。

無事契約に至りましたら、また皆様

にご報告させていただきますが、今弊社がなぜこのよ

うな取組をしているのかの原点にはこのような母との

思い出があるからです。そのことを「祈るということ

」と題してアスモ新聞79号で記事にしておりますの

で、再度ご紹介させていただきます。

アスモ新聞79号・・・「祈るということ」

私の父は、宮崎県生まれで、私が生まれる少し前ま

で鹿児島で自衛隊員をしておりました。まもなくして

母と出会い、姉を授かり二人目の兄が生まれたのです

が、兄は生後まもなく千人に一人助かるかどうかの大

病を患い、可哀想だから名前もつけない方がいい、と

病院の医者や周りが言うほど大変な病気だったようで

す。そういった辛い経験からか母は非常に信仰心の篤

い女性です。

母は朝晩必ず、仏壇の前に座り、お経を唱えるもの

ですから私も面白がって、横に座り一緒に唱えており

ました。ですから小学校の低学年の頃には、見なくて

も漢字びっしりのお経本を丸暗記していました。私は

いつも母親が何をお祈りしているのか不思議で聞いて

みると、願い事をするのではなく、今日は一日こうし

ますと誓うことが大切だと。夜は今日一日ありがとう

ございました…と感謝することが正しい祈り方だ、と

言っておりました。それは、生活

が豊かになりたいとお願い事をし

ても「仏壇の後ろからお金が飛ん

で来るわけないでしょ！人間一生

懸命働かないとお金は稼げないん

だよ」とよく言っていたのを覚え

ています。

先日、新聞を見ていたら同じことを言っている人が

いました。祈りには二種類あって、一つは「こうして

ください。ああしてください」という請求書の祈りで

す。そしてもう一つは、「ありがとうございました」

と感謝する領収書の祈りだそうです。私が母から教え

られたのは後者の祈りだったことをこの記事を読んで

気づかされました。「南無」というのは「仏様にお任

せする」という意味だそうです。任せた以上はどんな

結果が出ても受け止めて行くというのが信ずるという

ことのようです。

仕事のあり方もまったく同じことが言えるのではな

いか、と思っております。私たちの業界を見渡すと、

制度の中で仕事をしているためか、「こうしてくださ

い、ああしてください。」と要求をすることが当たり

前のようになっていますが、はたしてそれでいいのか

と思うことがよくあります。日々努力する姿勢が先に

あって結果はその後でついてくるということではない

でしょうか？

私たちはまず、今ある環境

に感謝しながら、身近な地域

やご利用者様に「ありがとう」

という気持ちで仕事をしてい

かなければならないと考えて

おります。（79号）

そして地域があるのは、中野という地、東京という

地があるからであり、ひいては国があるからだと思っ

ています。今少子高齢化という大きな社会変化の中で

どのような取組をしていくことがご高齢者や社会に望

まれているのかを絶えず考えてこれからも会社運営を

していきたいと思います。経営理念を作るにあたり、

世界中の高齢者としたのはそのためなのです。

経営理念・・・私たちは世界中の高齢者に安心と安ら

ぎ・生きがいをお届けするとともに、社員の幸せ・福

祉に携わる企業の発展・人々が支え合う地域社会づく

りに貢献していきます。

「世界中に祈りをこめて」
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高齢者の隠れ脱水に要注意！ 予兆は？
予防法は？

体内の水分が不足した時に起きる「脱水症」は、食事や水分の摂取量が減りがちな高齢者が気を付けたい症状
のひとつです。
特に、冬場で汗をかくことが少なく感じる今は、慢性的な水分不足に陥りがちなので注意が必要な季節です。

今回は、脱水症の予兆と、普段から出来る脱水症の予防法をご紹介します。

こんな症状が現れたら要注意！！

皮膚や口の中の乾燥、唇がカサカサしてくると、軽度
の脱水症の疑いがあります。
また、手の甲の皮膚をつまんだ後すぐ戻らない時や、
爪を押してすぐ色が戻らない時も、乾燥しているサイン
です。
また、ぼーっとしたり、うとうとと傾眠傾向にある状

態が頻繁にみられるようになった時も、脱水症を起こし
ている可能性があります。
そのほか、めまいやふらつき、手足の末端が冷たくな

っている時も、血流が悪くなっている証拠なので、注意
するようにして、なるべく意識的に水分を摂るようにし
て下さい。
中度から重度の脱水症状になると、頭痛や吐き気、意

識障害などが起こる場合もあります。
冬だからと言って油断することなく、水分補給を心がけ
ましょう。

普段から出来る脱水症の予防法

・部屋の湿度や温度を調節する
室内環境を整えることで体の水分量が保たれます。

加湿器、濡れタオルを干すなどして部屋の湿度を上げ
ましょう。

・定期的に水分補給をする
起床時、食事前、入浴後、運動後、飲酒後などは特

に水分補給が必要です。積極的に摂取しましょう。

・フルーツやゼリーなどで水分補給をする
水分を補給できるものは、飲み物だけではありませ

ん。水分を多く含むフルーツ、ゼリーや水ようかんな
どの水分を凝固させたものかも水分を摂取することが
可能です。

信じる者は救われる・・・ ・・か？？

一般的に、善というものが前提であろう業種・・・教職、医療職、そして私どもの介護職、
あと、農家さんをはじめとする無人販売所（お金を箱に入れといてください、というやつ）、
ツケが効く飲み屋さん？？ コスト削減により安価な（セルフ前提の）飲食店？？

昨今、世間を賑わしている回転寿司をはじめとした、所謂飲食テロ問題。ちょっとしたイタズラ
（のつもり？）が、大衆飲食業界をおびやかす未曽有の事件に発展しています。

他人も使用するもの、口に運ぶものをなめる、汚い手でさわる等々、まさかこんな人いるの？
性善説が前提に成り立っている飲食店への信頼が損なわれた、これら一連の騒動。

人を見たらドロボーと思え（疑え）が正しいことになってしまう、人
を信用して提供していたものを踏みにじってしまった・・・甚だ悲し
いことです。古人の教えによると・・・

●性善説（孟子）：人は生まれつき善で、それを発展させれば徳性に達することができる
一方で、成長とともに悪性を身に着けてしまう。

●性悪説（荀子）：人は生まれつき悪だが、成長とともに善行を行い、身に着けていくこ
とで善の状態に達することができる。

故に、日々己を戒(いまし)めないとだめですヨ・・・という道徳論です。

企業努力により、安くて、美味しい、そして楽しい・・・客は悪さをしないことが前提で
あった飲食店形態の見直し。信頼関係が存在しない厳格なルール化、監視体制が行き届く
ようなシステムの導入など、飲食店は転機に立たされているようです。

ワタクシども介護業界は信頼関係がよりどころ・・・故に己を戒(いまし)めて 介護支援専門員 浅津 朗

孟子さん

現代において、人を陥れることに知恵が回る詐欺など、日常的に横行しているのも事実



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

こんにちは！福祉用具専門相談員の佐藤英郎です。

電動カート（電動車いす）は、自力での外出が難しくなったご利用者様の足代わりになり、

便利に移動できる車いすです。では、どんなことに気をつけて選べば良いのでしょうか？

これから３回にわたり、選ぶ際のポイントについてお話ししていきます。

第１回のテーマは「電動カートを使うメリット」です。

■電動カートを使うメリット

車いすに電動モーターが付いているため、

力を使わずに移動ができます。歩いて遠出を

することが難しくなったご高齢者が、自力で

買い物や通院などに外出できる可能性が高ま

ります。

自分の意思で移動できるため、生活にハリが

生まれ、介助する人への気遣いも少なくすみ

ます。また、介助する方にとっても、移動の

付き添いがなくなり、介護の負担が軽減され

ます。

道路交通法で電動カートは歩行者扱いのため、
免許は必要ありません。運転も簡単で、ハン
ドルについているレバーを握ったり下げたり
することで進み、手を離すとストップ。
事故の無いように、操作の練習をしっかり行
うことが大切です。

メリット①：

長い距離を歩けな

くなっても自力で

移動ができます。

メリット②：

移動の際、付き添

いの介助負担を減

らせます。

メリット③：

特別な免許が不要

で、簡単に操作が

できます。

免許返納後にいかがですか？

介護保険を利用してレンタルできます

※詳細についてはお問い合わせください

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

体調が急変して救急搬送された、ケガや事故が起こった等

緊急時に連絡が入ります。できる限り速やかに駆けつけて対応します。

ホーム入居に必要な「保証人」の主な役割

多くの老人ホームでは

入居時に「保証人」が必要です

何をする人かわかりますか？

本来であれば本人が決定しますが、病院の治療方針や

ホームにおけるケアは、認知症や体調の急変により意思確認が困難な場合

があり、本人に代わり意思決定などを行います。

相談員

入居者が亡くなった際、身柄の引き取り、退去手続きを行います。

未払い分の費用があれば、清算します。

次回は「保証人は何名必要？」「保証人がいない時は？」をお伝えします。お楽しみに！

入居者が亡くなった時の
引き取りや債務清算

緊急時の連絡や
入院手続き

意思決定の代理

そうです！

老人ホームの「保証人」は

他にも役割がありますよ

入居費や費用などの

お支払いを保証する人です！

金銭面の保証



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

株式会社アスモリンク 総合サポート

☎ 03-5318-0309

☆最近よく聞くご相談の中で「ご両親が亡くなってしまった、若しくは判断能力がなくなって

きたので持ち家の名義を変えたいが何からすれば良いか分からない、、、。」

↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑

ご親族やご友人が不動産会社に勤めていたり、税理士などのお仕事をされている方など

ではない限り何をすれば良いか分からない方がほとんどかと思いますが、

ご両親がご健在のうちに「生前贈与」をお考えであれば

「相続時精算課税制度」を利用しましょう。

☆「相続時精算課税制度」のメリット

「相続時精算課税制度」には特別控除があり、複数回贈与を受けても

2,500万円までは税金が掛かりません。

※通常の贈与税基礎控除（110万円）は受けられなくなる。

アスモグループではお客様の生活に役立つ情報を日々発信してまいります アスモグループ→→

『お元気なうちに生前贈与のご検討を、、、。』

緑米とは、縄文時代に中国から伝わったとされる古代米です。
全国でも生産例が少なく「幻の米」と言われています。

もち米ですが、歯ごたえのある粘りと甘みが

あるのが特徴です。

亜鉛やマグネシウム、食物繊維を豊富に含み

血行促進、血液浄化、精神安定などに効果があり、
白米8：緑米2で混ぜて炊くだけで、
いつものご飯がスーパーフードになるのです！！

そんな「幻の米・緑米」を我らがアスモファームで有機栽培しております

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。

アスモファームでは毎年お米の収穫もしています🍙

メインの品種はコシヒカリですが、珍しい品種も収穫していますのでご紹介しま～す＼(*´▽｀*)／

↑写真左の重機を運転しているのが、アスモファームを
管理してくださっている「円福寺・元住職の茨木さん」です

幻の古代米「緑米」

← 農作業のお昼休憩で社員の皆で食べた

「緑米カレー」♪
１番栄養価の高い「１ぶつき」で炊き上げました

茨木さんと高橋さんが一つひとつ手作り→
してくださった「緑米のし餅」！！
こちらも栄養価の高い「１ぶつき」です。

緑米のお米、のし餅にご興味のある方は
お気軽にスタッフまでお声掛け下さい。
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