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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。
2月の活動実績＝18,085Pとなり、昨年より開始いたしました累計数は、262,655P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。

弊社が事務所を構える中野通り沿い

は、一年でもっとも賑わいを見せる時

期です。アスモ新聞の題材も自然と桜

にまつわるお話を記事にすることが恒

例となっています。

日本人にとって桜の花が特別な存在である理由の一つ

に生死の象徴としての崇拝があげられると思います。

桜の木自体の寿命は長く、品種によっては100年以上

を誇るものもありますが、桜の花は短命で、春のほんの

短い期間だけに咲き誇り、風と共にさらさらとはかなく

散っていくようすを見た古来

の人々が、桜によって死生観

に思いを馳せたり「神聖なも

の、神を思わせるもの」とし

て、桜を崇拝の対象にしたり

していたと考えられます。

入り江わにさんという方の桜にまつわる詩をご紹介し

ます。

妹が生まれたのは春でした 生まれて体が弱かったので

お母さんは妹につきっきり

私は寂しかった 休みの日におとうさんのそばにずっと

ついていたそうですね

「まいっちゃうよな～、よし子は話を聞いていないと泣

き出しちゃって」そういいましたよね、おとうさん

泣いた私をおんぶしてお父さんは学校に行った

桜がきれいに咲いていて 見ながらわたしは泣き止んだ

と

だから妹はおかあさんっこ、姉の私はおとうさんっこ

そうなったのも当たり前で それなのに大学を受験する

とき私はおとうさんと大喧嘩

「美術の大学に行きたいと」言ったら 「おまえに才能

なんかない」、おとうさん、ひどいことを言いました

私は口もきかなくなり普通の学部にいきました

卒業式、高校の桜の下で、父と娘がへの字口で並んでる

そんな写真が残っています

おとうさん、急に逝くものだから わたし、死に目に会

えませんでした

そしたら、通夜の間におかあさんが私に言ったのです

お前のなまえは、ねぇ、よし子

おとうさんが桜が好きで ソメイヨシノから付けたのよ

本当は美大に行かせたかった

でも、おとうさんの給料では 美術大学の学費が払えな

い 娘に金がないからなんて

親の口から言えるか！と だからあんな言い方をしたの

よし子と喧嘩をした夜に お父さんは言ってたわ ほら

おとうさん父親を子供の頃になくしたでしょう？

俺は父親がいないから 父親がどんなものかわからない

んだ

娘二人に嫌われて 俺はこの世の嫌われ者だ

おとうさん！・・・おとうさん あなたは私のおとうさ

んです

かけがえのないおとうさん 今年の桜は見えますか？

桜を見ると思い出す 忘れません、おとうさんのこと

弊社はまだまだ零細企業の域を脱していません。スタ

ッフに対して、してあげたいことはたくさんあるのです

が、してあげたいことをしてあげられない辛さというも

のを私もたくさん経験してきました。この詩のおとうさ

んの辛さがよくわかります。しかしそんな経験が私の大

きなエネルギーとなっています。

いつか桜の花のように

開花することを願ってこ

れからも精進していきた

いと思います。今後とも

ご指導のほど宜しくお願

いいたします。

いつも桜が私を見ていた



居宅介護支援 ケアプラン作成
☎ 03-5318-4007
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これから始める

花粉症のピークは春、だと思っていらっしゃる方は多いとおもいますが、実はスギ花粉の
飛散ピークは毎年２～３月頃です。
早めの対策で、つらい花粉シーズンを乗り切りましょう。

今すぐできる花粉対策

マスクを正しくつける
花粉症対策用マスクをつけることで花粉の侵入を70～

80％以上カットすることができると言われています。た
だし、マスクと顔の間に隙間があると、効果が弱まるた
め、顔にあったマスクを選び、鼻やあごなどがちゃんと
隠れるように正しく装着しましょう。

衣類への花粉の付着を防ぐ
花粉は静電気によって引き寄せられるため、洗濯する

際は柔軟剤を使用して静電気を防止しましょう。
また、コートなどのアウターは、綿やポリエステルなど
の化学繊維で、表面がツルツルしている素材がおすすめ
です。逆に、フリースやニットなどの衣類は毛が長く花
粉が付着しやすいので注意しましょう。

室内での花粉対策
窓を10cm開けるだけでも十分に室内の換気をすること

が可能です。また、網戸とレースのカーテンを花粉の侵
入を50%カットできるといわれています。

つらい目・鼻の症状を緩和させる方法

目をタオルで冷やす
目のかゆみが強い時は、冷たいタオルをしばらく

まぶたの上においておくと、かゆみが緩和します。

のど・鼻を保湿する
のど・鼻の粘膜が乾燥すると炎症が起こりやすくな

ります。マスクや加湿器などで、のど・鼻の保湿を心
がけましょう。濡れマスクやのど飴も効果的です。

花粉症を悪化させないために

花粉症の症状があるときにお酒を飲みすぎると、血
管を拡張させ鼻づまりや目の充血などの症状を起こし
やすくなります。
また、タバコや香辛料なども鼻の粘膜を刺激して花粉
症の症状を悪化させるので、なるべく控えましょう。
そのほか、睡眠不足やストレスを溜めすぎるのも、

花粉症悪化の要因と言われています。

あれ、誤字❓
「歯」という感じには、「年齢」という意味がありました。昔
の人達は、「は」は健康の基本と考えていたのでしょう。歯が
丈夫でたくさん残っていれば長生きできる。
まさに「歯は命」ですね。

全身の健康はお口の健康‼

「オーラルフレイル」

噛んだり、飲み込んだり、話をするための口腔機
能が衰えること、早期の重要な老化のサイン
食生活に支障を及ぼし、滑舌が悪くなり人や社会
との関りが減少します。全体的なフレイルの前兆
となり、深い関係性が指摘されています。

歯周病菌にも注意！
歯周病菌は身体の病気、心疾患・脳血管性疾患・
糖尿病・誤嚥性肺炎など様々な病気に関連して
悪影響を及ぼす可能性かあります。

口腔体操を行いましょう。

1.お口・下の動きをスムーズにする
「パ」「タ」「カ」「ラ」と発音する体操など

2.呑み込みのパワーをつける
ゆっくり大きく口を開けて10秒、しっかり口を閉10秒
開口訓練など

3．嚙むパワーをつける
ガムを噛んだり、食事は30回以上噛む、口いっぱい詰め
込まない、姿勢は正しく、左右均等に噛むようにしましょう

4.滑舌をよくする
早口言葉、口を大きく開けて3回続けて言ってみましょう

5.舌のパワーをつける
舌のトレーニング、舌を出して鼻先、顎の先、左右に伸ばす
口の周りをぐるりと舌を動かすなどの運動

健康
元気

お口に関する些細な衰えが
積み重なると

・オーラルフレイル
・フレイル
・病気・認知症
・要介護状態

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

こんにちは！福祉用具相談員の佐藤英郎です。

歩行器・歩行車は四脚のフレーム構造で人を支え、歩行訓練や室内・外出時の歩みをサ

ポートします。では、どんなことに気をつけて選べばいいのでしょうか？ポイントを３回

に分けてお話ししています。

最終回のテーマは「歩行器・歩行車選びのポイント」です。

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

各相談員の相談事例をご紹介

ニアハウスコム

前号に続き、花堂が対応したご相談者I様の事例をお伝えします。シニアハウスコムに相談をしながら

もなお都営住宅や公的施設を探して続けていたI様。果たして、I様の本当の要望はいかに。

そして、I様は納得のいく施設探しを終えられるのでしょうか…。

⑧ I様（90歳）のご要望の変化

⑨

⑫⑪

⑩

最終決断

都営住宅に当選

無事に転居

相談員：花堂

・足腰も弱ってきたから、いっそこの
タイミングで施設に入居したい

・住み慣れた中野区は離れたくない
から中野区の施設を探してください

中野区の施設の
料金を見て…

・貯金はあるが先のことも
考えてとにかく低価格帯
の施設がいい

・部屋の中にトイレがない
なんて絶対に無理！持ち込
みたい荷物もあるのでもっ
と広いお部屋がいい

ご自身で応募した中野区の
公的な施設の見学をして…

廊
下・都心に近いほど利用料は高い

・相場より低価格帯の施設は
改築物件/トイレが共用なども…

居室内トイレ有 居室内トイレ無

年齢や身体状況から先を不安に思い施設探しをされていましたが、本当は
施設には入らずこれまで通り自由に気楽に過ごしたかったのだと思います。
今回、シニアハウスコムがご提案した施設への入居には至りませんでした
が、我々はもともと在宅生活を支援する介護事業所。ご本人様が納得して
生活できる場を見つけるお手伝いを心掛けています！！

そうなんです！ 施設情報の比較

実際に足を運ん
での見学

により気づくことも
多かったようです

■歩行器・歩行車選びのポイント

歩行器はリハビリに使われることが

多く、屋内の段差がない環境に向い

ています。歩行車はブレーキや足踏

みレバーなどを使うことで、小さな

段差なら乗り越えることができま

す。

ご本人の症状に合わせて、グリップ

の高さを調節することが大切です。

体重を支えるとき、腕を伸ばせるの

か、ひじを曲げた状態かにより、向

いている用具も異なります。

シルバーカーは歩く能力が高い人に

向いていますが、体を支える力は歩

行車ほど強くありません。歩行車の

優れた点は奥まで体を入れ、グリッ

プに体重をかけられることです。

ポイントその３：

歩行車とシルバーカーの違

いを見きわめます。

ポイントその２：

ご本人の身体状況に合わせグ

リップの高さを調節します。

ポイントその１：

使う場所・目的を明確にし

最適なものを選びます。
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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

暮らしと相続

東京都世田谷区祖師谷3-4-7 伊地智ビル1階

「くらしと相続の相談窓口」

司法書士法人 相続法務 代表司法書士

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、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。

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

☎ 03-5318-0309

『いよいよ相続登記が義務化される⁉︎』

政府は、不動産の相続登記を義務化する法案を今年の通常国会に提出していて、今月にも成立する見込み

です。成立すれば2023年度から施行されます。

今まで不動産登記は、強制ではなくあくまで自分たちの権利保全の必要があれば登記をするというスタン

スでした。そのため、相続が発生しても市場価値が低い山林や田畑などは、当時の所有者の名義のままにな

っているケースや相続人間で争いがあり、遺産分割が進まず名義変更が放置されているケースがあります。

法改正で以下の様に変更される予定です。

・相続で不動産取得を知った時から３年以内に相続登記しなければ10万円以下の過料となります。

・それに加えて、所有者の住所、氏名が変更になった時も2年以内に変更登記をしなければ5万円以下の過料

になります。

・また、遺産分割協議についても今までは期限の設定はありませんでしたが、相続開始から10年以内に遺産

分割をしなけければなりません。10年経過すると法定相続分で分割されたものとなります。

今まで以上にお元気なうちに、どのような相続を迎えるのがベストなのか事前準備が重要になってきます。

停電したときに戻さないといけないけど、ビリっとなりそうで何だかコワい…
普段触れる物でもないし、電気だし、誰かいればできれば自分では触りたくない…

それは、ブレーカー → ということで、ブレーカーってそもそも何？

①契約ブレーカー：電力の契約容量を決定するためのブレーカー

②漏電ブレーカー：配線や電気器具の漏電を素早く感知・遮断し、電気事故を未然に防ぐブレーカー

③安全ブレーカー：分電盤から各部屋へ電気を送る分岐回路のそれぞれに取り付けるブレーカー

電気器具やコードの故障でショートしたときや、使いすぎて過電流が流れた場合

に電気を自動的に遮断し、電線を保護する。

*最近のスマートメーターは契約ブレーカーの機能内蔵で、分電盤内の契約ブレーカーは不要。

すなわち、ブレーカーは過電流が流れた場合などに電気機器を故障から守ったり発火を

未然に防ぐ役目ですので、不必要に怖がらず停電時は落ち着いて戻していただければと思います。

『身近といえば身近だけど…』 1
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