平成３０年１０月発行

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。
上記のアドレスか 【在宅介護センター・アスモ】 で検索してください。
「人に喜ばれる仕事を！」のアスモは、
みなさまとの新たな出会いをお待ちしております。

〒１６５－００２６
中野区新井１－２６－４－２F

「伝説のドアマン」
大阪でかつて「伝説のドアマン」と言

われた名田正敏さん。
山口県の漁村に生まれた名田さん

その結果、名田さんは、ロイヤルホテルでマイク係を任さ
れるようになったのです。
また名田さんは、ドアマンとしてホテルの玄関の脇に立っ

は、家が貧しかったために進学できず た時、到着した車に、「○○社長、ようこそいらっしゃいまし
た」と名前を呼ぶようにしたのです。
代表取締役 花堂浩一 小学校を出ると大阪に出稼ぎに行き
ました。ようやく見つかった仕事は倉庫の番人でした。
働き始めて５年後のことです。大阪の一等地にあったそ

そして、車から降りて玄関まで歩く、わずか、数十歩の間

の倉庫が郊外に移転することになり、その跡地に関西を

におしゃべりするようになりました。そのことで、皆さんの心

代表する、グレードの高いホテルが建つことになりました。

の中に名田さんの人柄が刻み
込まれていったのです。

名田さんは、その倉庫で働いていたこともあってホテル

するとそのうち、「名田さん、

で働くことになります。しかし彼に与えられた仕事は、駐車

今度うちの息子が結婚すること

場の配車係だったのです。

になった。お宅で式をやりたい

やがて名田さんは悩みます。「周りはすごい学歴の人や

から会場を予約しておいてくれ

ホテルマンとしてキャリアのある人ばかり、どんなに頑張

ないか」などと頼まれるようになったのです。多い時にはそ

っても上には上がれない」と。そして名田さんは、部長に

の額が４憶円にもなりました。そして名田さんは副支配人

辞表を出しに行ったのです。

にまでなっていくのです。

するとその部長にこう言われました。

名田さんはその後、関西や大阪のホテルに引き抜かれ、

「名田君、人と見比べて一喜一憂する

関西地区の名高いホテルのグレードを作り上げる仕事を

んじゃなく、自分の土俵を作ることを

続けて行きました。

考えなさい。『このホテルは名田正敏

名田さんの定年退職の時、大阪の財界人がお別れパー

なしでは成り立たない』と言われるくら

ティを開いてくれたのです。そこに集まった財界トップの人

いになれ」と、叱咤激励されたのです。

数は３５０人にものぼりました。それ以来名田さんは「伝説
のドアマン」と呼ばれるようになったのです。

名田さんは、「そんなことできるわけない」と思いました
が、そのままホテル勤めを続けます。

名田さんは言います。「仕事の価値を高めるのは、会社
ではない。仕事をしているその人なんです」

配車場の配車係がスポットライトを浴びる時間がありま
す。それは夜のパーティの終了後です。会場から出てくる

弊社にも輝きながらサービスを提供していただいている

参加者たちの顔を見て、配車係のチーフがマイクで「〇〇

ヘルパーの皆さんがいます。

会社の○○常務の車、どうぞ」と呼ぶのです。マイクを握

仕事の価値を高め、会社の看板

る配車係のそのチーフは、関西の著名人の顔をすべて覚

を背負って日々現場でお仕事

えていたのです。

いただいているヘルパーの
皆さんに、誇りを持ってお仕事

そこで名田さんは、関西の有名企業４００社のトップ10人
合計４，０００人の顔と名前を覚えていきました。

して頂ける会社作りをこれからも
していきたいと思っています。

0120-5318-77
こんにちは。相談員の古庄です！
今回は、気になる「入居金」について、知っておくべきポイントを説明します。

▼初期償却・・入居時に償却される金額
▼償却期間・・初期償却後の残金を完全に償却するまでの期間
▼返還金・・・償却期間内に退去した場合に未償却の残金が返金される
入居金を払っても、途中で退
去した場合は、返還金がある
という事ね！

下の図は、返還金の仕
組みを表にしてるので、
参考にしてみて下さい。

そのために、各ホームの初期
償却、償却期間を知っておく
べきね！

例：【入居一時金】1,000万円【初期償却】30％【償却期間】5年（60ヶ月）
※入居一時金は初回のみで償却期間を過ぎた時に再度支払う必要はありません
入居一時金

初期償却

1年後

2年後

3年後

4年後

5年後

償却
額

300万

440万

580万

720万

860万

1000万

返還
額

700万

560万

420万

280万

140万

0円

1,000万

みなさん よろしくお願いします！
この１０月からケアマネジャーとして、新たにアスモの一員となりました新しい仲間をご紹介します。
Q. お名前とご出身は・・・? A. コードネーム、ゴールデンチャイルド（GC)こと金子恵美子と申します。
出身は、練馬と中野と世田谷に囲まれたあたりの杉並区デス。
Q. 血液型は・・・?

A. あぶらの乗り切ったサラサラのB型デス。

Q. 家族構成など・・・ A. 現在は犬一匹（頭）・・・
※ 助動詞：匹は動物に対して使われますが、そういえばその存在によって一頭とも数えますよね・・・
例えば、犬、猫、ねずみ、虫など一匹と数えますが、象やライオン、レトリバー種の犬など大きな動物や家畜は一頭と数えるのが
しっくりいきますし、また人間の隣で？仕事をしている警察犬、麻薬探知犬などは一頭と数えるようです。
ちなみに、うさぎは一羽・・・あと、 【男の中の男】は男一匹など・・・（女一匹はないか・・・）
閑話休題・・・
Q. 尊敬する人は・・・？
全開です♪
座右の銘・・・

A. 長州力、スタンハンセン、いかりや長介（永遠の恋人

）・・・寝起きから「パワーホール」

笑っても一生、泣いても一生 （浪花節だよ人生は♪）

好きなこと・・・ゲーム！ ナンプレ（・・・ってなに？） ・ カードゲーム ・・・寝るのも忘れて遊び狂う・・・で、つい朝まで
ひとこと・・・ 介護のお仕事をさせていただき早１５年以上・・・ 初心を忘れず、利用者の方々とともに歩めたら・・・
笑顔で日々過ごしていきたいです。

か

かわいい笑顔の

ね

熱血漢（女子ですョ～

）

こ

心はいつもアナタ色・・・

ケアマネジャー金子恵美子・・・末永く、よろしくお願いします。

脂
ちゃんと摂れてますか？

ビ タ ミ ン
上手にビタミンを摂って健康に
ビタミンは、様々な体内機能の維持に働き、エネルギー
や体の組織を作るための代謝に関わってきます。
■ビタミンとは？
ビタミンとは一般的に、大きく２種類に分類されます。

１，水に溶けやすい
水溶性ビタミンは、水に溶けやすい特徴があるので、
野菜などを水で洗う際は、素早く洗いましょう。
煮物も汁に水溶性ビタミンが溶け出しているので、
水 汁も無駄なく戴きましょう。

溶

１，油に溶けやすい
脂溶性ビタミンは油になじむ性質があります。
水に溶けることもないので水洗いしても大丈夫す。
油脂と一緒にとることで吸収率はアップします。

性 ２，熱にも比較的強 い

ビタミンの特徴として、そもそも熱にはそれほど強くな

ビ いのですが、それでも脂溶性ビタミンは比較的熱による
タ

損失のすくないビタミンです。

ミ ３，摂りすぎは過剰症を引き起こす
脂溶性ビタミンは摂取後も48時間程度体内で貯蔵さ

ン れます。そのために多量に摂取すると過剰症を引き起こ
してしまうので、注意が必要です。

新しい職員の紹介

溶

２，熱に弱い
水溶性ビタミンは熱に弱いので料理には工夫が必要 10月1日よりサービス提供責任者
として入社した北風敦子です。
ビ です。中でもビタミンCが有名で、なるべく加熱せず、そ
のまま食べましょう。

性
タ

居宅支援・福祉用具・シニアハウスコム

訪問介護と4部門がそれぞれ活気がある職場で、
ミ ３，過剰症の心配は少ない
水溶性ビタミンはたとえ必要以上摂取しても、余分な
ン 量は尿と一緒に排出されるので、過剰症の心配はあり サービス提供責任者として1日も早く馴染んでい
ません。ただし必要量の何十倍とあまりにも大量に摂取
すると、知覚障害、下痢などの症状がまれに生じるそう きたいと思っております。
です。

こんにちは！福祉用具相談員の佐藤英郎です。
「歩行補助杖（つえ）」を使うことで移動が自力でできるようになると、心身ともに積極性が生まれ、歩く機
能の維持につながります。では、どんなことに気をつけて選べばいいのでしょうか？これから３回に分けて
ポイントをお話します。第１回のテーマは「歩行補助杖があるとどんなメリットがあるの？」です。

「歩行補助杖には、どんなタイプがあるの？」 次回は、このテーマでお送りします。お楽しみに！

平成27年1月から、相続税および贈与税のルールが大幅に変わり、課税対象となる方々が増える見込みです。当社にもいくつかお
問合せがあったことで、専門家のご意見をお聞きし共に勉強していきたいと思い、平成27年3月号の紙面より、「くらしと相続の
相談窓口」を運営されている相続法務 成城事務所の門脇紀彦先生に記事連載のお願いをいたしました。

『民法の相続分野の規定を約４０年ぶりに見直し。今後の相続はどう変わる？④』
Ｑ：民法の相続分野の改正が国会で可決、成立したとの報道を見ました。今後どのように変わっていくのでしょうか？
Ａ：今回の法改正で今後の相続、相続対策など大きく変わることになりそうです。複数回に分けてご紹介していきます。
４つ目は配偶者居住権制度です。
相続発生後に、配偶者がそれまで居住していた被相続人の相続財産である建物に引き続き居住することが出来るよう
「①配偶者短期居住権」と「②配偶者居住権」が創設されました。
「①配偶者短期居住権」とは、配偶者が相続財産である建物に相続開始のとき無償で居住していた場合は、遺産分割によ
りその居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から６か月を経過する日の何れか遅い日まで、居住建物を無償で
使用することができる権利を言います。配偶者短期居住権は遺産分割において考慮されませんので、他の財産の取り分を
減らすことなく住み続けることが出来ます。
「②配偶者居住権（長期居住権）」とは、配偶者が相続財産である建物に相続開始のとき居住していた場合で、いくつかの
要件を満たしていればその居住建物を無償で使用及び収益をする権利です。こちらは遺産分割協議や遺言などで定める
必要があります。また、この居住権は登記をすることも可能です。しかし、上記短期居住権と異なり、遺産分割において考慮
されるため配偶者の他の財産の取り分が減ることになります。
以上、数回にわたり、相続法の改正の概略をお伝えしてきました。項目ごとに法改正のタイミングも異なり、いままで以上に
事前の対策が重要になってきますね。
東京都世田谷区祖師谷3丁目4番7号伊地智ビル１階
「くらしと相続の相談窓口」
相続法務 成城事務所
東京司法書士会世田谷支部 支部長 門脇紀彦
電話０３－５４２９－１０９６

ご相続の生前対策についてのお問い合わせはこちら
にご連絡ください。「アスモさんの紹介で」と言っていた
だくとご相談は無料になります。

H.C.R.（国際福祉機器展）は、ハンドメイドの自助
具から最先端技術を活用した介護ロボットまで、
世界の福祉機器を一堂に集めた、「福祉機器の
今・未来を、みて、さわって、たしかめる」、アジア
最大規模の国際展示会です。今年は、14か国1
地域より560社を超える企業・団体が参加し、東
京ビッグサイトにて10月10～12日の日程で開催
されました。3日間で延べ12万人あまりが来場し、
アスモからは佐藤と猿渡が参加してまいりました。
会場では、展示の他、各企業の担当者から直接
情報を収集したり、意見交換ができるなど、大変
貴重な機会となっています。
福祉用具を実際に触り、最新の福祉機器の動向
を実感することができました。これからも、より一層
質の良いサービスを提供できるよう、この展示会で
得られた経験を生かしていきたいと思います。

ケアプラン作成

在宅介護センター・アスモ

訪問介護

たんぽぽ介護

有料老人
ホーム紹介

シニアハウスコム

TEL 03-5318-4007
FAX 03-5318-4008

福祉用具レンタル・
販 売・住 宅 改 修 在宅介護センター・アスモ
TEL 03-5318-4007
FAX 03-5318-4008
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