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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。

「最後だと わかっていたら」

〒１６５－００２６
中野区新井１－２６－４－２F

「何か手伝おうか？」と声をかけることもいつだってできる

新型コロナウイルス感染拡大の中、先日

でも もしそれがわたしの勘違いで 今日で全てが終わるとし

日本を代表するコメディアンの志村けんさん

たら、わたしは 今日どんなにあなたを愛しているか 伝えた

がこの世を去ってしまいました。あまりに突

い そして私達は忘れないようにしたい

然の出来事に日本中が衝撃を受けるととも
代表取締役 花堂浩一

に改めてコロナウイルス感染の恐ろしさを

若い人にも 年老いた人にも 明日は誰にも約束されていな
いのだということを

知らしめることとなりました。

そんな中、ふと思い返したのが、10年前、アスモ新聞でもご
紹介させていただいた、２００１年9月11日のアメリカ同時多発

愛する人を抱きしめられるのは今日が最後になるかもしれな

テロ事件で１機目の飛行機が激突後、救助の為、最初にツイ

いことを明日が来るのを待っているなら今日でもいいはず

ンタワー内に突入した数百人のレスキュー隊員の一人で、行
方不明となった消防士（29歳）が生前に記したものを、アメリカ

もし明日が来ないとしたら あなたは今日を後悔するだろうか

在住の日本人が翻訳した詩でした。（以下内容です）

ら 微笑みや 抱擁や キスをするための ほんのちょっとの
時間を どうして惜しんだのかと

「最後だとわかっていたら」
あなたが眠りにつくのを見るのが最後だとわかっていたら

わたしは もっとちゃんとカバーをかけて 神様にその魂を守

忙しさを理由に その人の最後の願いとなってしまったことを
どうして してあげられなかったのかと

ってくださるように祈っただろう

だから 今日あなたの大切な人たちを しっかりと抱きしめよ
あなたがドアを出て行くのを見るのが最後だと

う そして その人を愛していること いつでも いつまでも大

わかっていたらわたしは あなたを抱きしめて

切な存在だということをそっと伝えよう

キスをして そしてまたもう一度呼び寄せて 抱きしめただろう
「ごめんね」や「許してね」や「ありがとう」や
あなたが喜びに満ちた声をあげるのを聞くのが最後だとわか

「気にしないで」を伝える時を持とう

っていたら わたしは その一部始終をビデオにとって 毎日
そうすれば もし明日が来ないとしても あなたは今日を後悔

繰り返し見ただろう

しないだろうから
あなたは言わなくても 分かってくれていたかもしれないけれ
ど 最後だとわかっていたなら 一言だけでもいい・・・「あなた

自粛要請のため、自宅で過ごす時間が多くなり、家族の関係

を愛してる」とわたしは 伝えただろう

がぎくしゃくしてしまうなどの報道もされています。しかし志村
けんさんが突然この世を去ってしまったように、いつ誰にでも

たしかにいつも明日はやってくる 見過ごしたことも取り返せ

起こりうることだと思うと、一番身近にいる家族と大切な時間

る やりまちがえたことも、やり直す機会がいつも与えられて

を過ごす機会にしていきたいものです。

いる
「あなたを愛している」と言うことはいつだってできるし

本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。
３月の活動実績＝20110Pとなり、本年より開始いたしました累計数は、56725P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。

コロナについて今一度おさらい
今回の新型コロナウィルスによる社会的な影響は、従来のものとは危機の構造がまったく違う、とも言われ
てます。様々な情報が飛び交う中、現状についてつい忘れがちなことも含め今一度おさらいをしてみたいと
思います。
【注意すること】・３密＝密閉・密集・密接の状況を避ける。・手洗いは（20秒はかけて）石鹸などでよく洗い流すこと。・よく
触れる場所、ドアノブ、スイッチなどはこまめに消毒すること。・正しいマスクの着用・目鼻口から感染するので手でこすったり、
触らないこと。・現在理想的なのは家から出ず、人に直に合わない（接触しない）こと。難易度高いか・・・

【特徴など】・世界各国で変異があり、ＡＢＣなどタイプが異なる・感染しやすい状況：くしゃみ・せき・おしゃべり
のつば・ドアノブ、スイッチ、外出先の至る所で触れるもの。⇒手で目、鼻、口、顔を触る＝感染リスクが高い。・高
齢者や基礎疾患がある方37,5度以上の発熱、強いだるさ、息苦しさ、これらが２日以上続いたら相談する⇒先ずかかり
つけ医師、保健所に相談、指示を仰ぐ。またこの症状に満たない場合も先ずかかりつけ医、近隣の医療機関に相談（電
話が望ましい）
【近況】・現時点でワクチンはない。・検査で（＋）の結果が出ても、匂いや味が分からないこと以外、何の症状
もないという人が増えている。・ＰＣＲ検査は受けたくとも、検査が必要と判断されない限り、受けることが出来
ない。・感染の軽度者、ホテルへの移送を開始。・アメリカでは既に開始している現金給付の支給、日本はまだ検
討中の段階。・１枚２００円相当の布マスクの支給順次開始。
「敵を知り己を知れば百戦危うからず」のとおり、先ずは情報を捉え、現状に即した対応を心がけていくことが必要と考えます。
このコロナがいずれ収束した頃に、社会は今までの常識や生活に戻ることができるか、新しい価値観で次の時代を迎えるのか・・
・今回その転換期に自分なりに考えておくことはすごく大事なことだと思った次第です。
介護支援専門員 浅津 朗

室内でも健康的に運動を続けましょう
！

訪問介護サービス

健康は足

から

はじめよう
足の爪には体を支えて安定させる役割があります。
また歩く時には、足の指先が蹴り出す力を爪が上手く伝えています。
つまり爪は、私たち人間の基本姿勢、立つ、歩くという基本動作の要
として、力のバランスをとる役割を果たしているのです。
爪が変化すると、体のバランスも変わってしまいます。足に力を入れ
にくくなったり、靴に当たって痛みが出たりする場合もあり、これらの症
状が悪化すると、歩行が困難になり、転倒の危険も大きくなります。
フットケアをやってみよう
フットケアのやり方
1.お風呂上がりに、指の間までよく拭く。
2.足全体、爪をよく観察する。
3.爪が伸びていたら切る。
4.ハンドクリーム等で保湿する。
5.マッサージする

机に手を突き、つま先
立ちをしたり、屈伸運
動をしたりしましょう。

片足上げ

爪切りのコツ
爪を切る時は指の形に合わせることが
大切です。足の指は四角いので、爪もそ
れにあわせて四角に。
足指先を物にあてて、爪が当たらないく
らいの長さが最適です。白い部分がなくな
るような、深爪にならないようにしましょう。

全身運動

三密について
密閉・密集・密接を避ければ、
外出も大丈夫です。
外に出て日の光を浴び、マイナ
スの情報を避けて、ストレスに浸
らないよう健康に過ごしましょう。

介護用ベッドや車いすなどの福祉用具について、お困りのことがございましたら、何でもお気軽にご
相談ください。福祉用具専門相談員が、ご利用者様の状況に合った福祉用具をご提案いたします。
介護用品のレンタル・販売、住宅改修 ご自宅の住宅改修工事につきましても、お問い合わせください。

こんにちは！福祉用具相談員の佐藤英郎です。特殊寝台（介護ベッド）は、ご利用者さまの自立のお手伝いをし、
介助するご家族などの負担を軽くしてくれるベッドです。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「特殊寝台を使うメリット」です。

シニアハウスコムは、病院からの急な退院や有料老人ホームの探し方が分からないなど、大切なご家族
の住まい探しをまごころ込めてお手伝いしております。（ご相談、施設見学・ご入居まで全て無料です）
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

シニアハウスコムの古庄です。新型肺炎の蔓延で緊急事態宣言が出されました。有料老人ホーム・サービ
ス付き高齢者向け住宅の入居相談や施設見学時の対応にはどのような工夫がされているのでしょうか？
お話は
相談室で

今の時期は・・

今までは・・

相談員
古庄
居室の様子
は写真で

新型肺炎

相談→見学→
面談→契約・入居

見学者消毒
必須
入居
相談可能です

見学は
少人数で

・・というのが一連の流れでした

Ａホーム

Ｂホーム

ホームによって対応は様々です

ホームへの入居相談や見学について、各運営会社は見学の人数制限や消毒対策などを行いながらお困りの方の入居へ
の道をできるだけ閉ざさないように取り組んでいます。シニアハウスコムでは、状況に応じたご情報を正確に・迅速に提供
しております。お気軽にご連絡ください。

介護人材紹介

新入社員のご紹介
皆さま、こんにちは。
宮田里紗と申します。４月からアスモに入社しました。
私は福島県出身で、今もふとした瞬間に福島弁が出ます。
5
福島県の言葉は「無アクセント」。
聞き取れないことがあると思いますので、そんな時は遠慮せず、ぜひ聞き返してください。
これからお世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
２人体制で、求職者さまにより手厚いフォローができるように努めて参ります。
コロナの影響で転職活動の状況も刻一刻と変化しているため、最新状況やお困りごと
はなんでもご相談ください！
転職のご相談はLINEでも受け付けています！→

建物設備保守管理・コスト適正化事業

『固定費もムダなく適正に』
2016年4月の電力小売全面自由化に続き、2017年4月には都市ガス小売全面自由化が始まり、
家庭における光熱費で大部分を占める電気とガスの契約先を自分たちで選べるようになりました。
一般家庭と同じように、法人が利用しているオフィス、ビル、工場、倉庫などの
光熱費についても契約先を切り替えていくことができます。
今までの契約料金のままだと勿体ないお金の使い方をしているかも、、、
特に今は固定費はできる限り抑えたい、、、今のままで良いのか、、、
企業向けのコスト適正化の相談をお受けしておりますので、
「損してないかな？」と気になった企業様はお気軽にご相談ください。

ご意見・ご相談がございましたらご連絡下さい！

ホームページは↑コチラ

中野サンプラザ前広場で
献血活動を行ないました。
弊社代表花堂の所属する奉仕団体（中野ライオンズクラブ）では、毎年３月と９月に中野サンプラザ前
広場で開催される、日本赤十字社主催の献血活動を支援しております。本年３月２４日(火)、新型コロナ
ウィルスが猛威を奮いはじめる中、政府のイベント自粛要請により全国で血液の不足が深刻な状態になっ
ており、開催中止も検討されましたが、日本赤十字社の強い要望もあり何とか開催にこぎつけました。
従来、近隣企業を訪問して、ご協力をお願いするのですが、今回はコロナの影響で広報もできず、またご
高齢のメンバーは自粛する形で、規模を縮小して開催されました。
当日は日本赤十字社にはスタッフの増員、献血車２台体制として、通行人の方への声かけを中心に動員を
行ない、また感染症予防に努め、採血者の待ち時間が極力ないように対応をしたとのことです。
特筆すべきは、従来一般の献血者数は、３０名程度なのですが、このような中で７２名の方にご協力いた
だき、結果献血者数８２名の実績となったとのことです。（まだまだ捨てたもんじゃないですね～）
血液は人工的に造ることができないため、多くの人のご協力が必要です。サンプラザ前で献血が行なわ
れている際には、是非ご協力を宜しくお願いします。（年齢制限があるようですが）

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。

『山林の相続は大変？』
Ｑ：父から地方の山林を相続しました。売りたくても売れなくて困っています。
Ａ：山林や別荘地を相続すると固定資産税など費用がかかったり、定期的に草刈りなどメンテナンスが必要なケースがあります。
そして現地に行くのも大変ですし、昨年の台風で隣地への倒木や土砂崩れが発生した場合、所有者責任を問われる可能性も
あります。市街地であれば、金額に拘らなければ売却することも可能ですが、山林や別荘地は昨今の状況ですとなかなか買い
手が現れないのが現状です。
先祖から受け継いだ土地がそのまま荒廃していくのは寂しいですね。
そんな現状をなんとかしようと、弊社（グループ会社）では山林や別荘地などの土地の引き取りサービスを始めました。日本の
素晴らしい自然や原風景を後世に残していくための活動です。山林や別荘地でお困りの方は是非お問い合わせ下さい。

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。

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
人 材 紹 介 アスモエージェント

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

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

有料老人ホーム紹介 シニアハウスコム
介護人材養成・開発 ア ス モ カ レ ッ ジ
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