平成25年12月発行

「１００歳からが本番」
大学卒業後、広島県の小学 とりにたどたどしい言葉で挨拶する長男（有道
校教師になったＳさん。結婚し さん）の姿がありました。名刺には「しいのみ
てまもなく生まれた長男（有 学園小使い 昇地有道」と書かれていた。名刺
道さん）
が 歳になる直前、急 交換をする息子の姿を見て、「必ず一人前にし
てみせる」と誓った日のことを思い出し涙が止
に発熱したかと思うと、棒が
まりませんでした。
倒れるようにパタンと倒れた。病
その有道さんは 歳で亡くなります。 年間
院で「脳性小児麻痺」と診断される。
連
れ
添
い
、しいのみ学園を物心両面に支えてき
される。医者は「現在の医学では
た
妻
は
、平成 年 歳で他界した。「 歳まで
治せません」
と言い切った。帰り道、
生
き
られない」と言われていた次男昭彦さんも
夫婦は一言も口を開く事ができな
歳まで生きます。障害のある兄と弟を支えて
かったそうです。Ｓさんは決意
き
た
長
女も平成 年 歳でこの世を去りました。
します。「医学に限界があっても親の愛情に限界
気
が
つくと昇地さんは一人になっていました。
はない。必ずこの子を歩かせてみせる。」Ｓさん
歳のことです。
歳の時でした。一縷（いちる）の望みを心理療
「人生に余りはない。これからが私の青春だ。
法に託そうと教師を退職し心理学科の道に進み
自
分
のために楽しもう」と、世界
ますが翌年、心理学に限界を感じ、九州大学医
一
周
講演旅行を始めたのです。
学部精神科に入りなおします。長男は 歳に
歳の時、アメリカ、
なっても小学校に上がれず、 年遅れで晴れて イギリスなど カ国を回った。
年生になることができましたが、待っていたの
翌
年
は中国、フランスなど
は「足が曲がっている」
「歩き方が変」といういじ
カ国、その翌年は北京、
めでした。中学になるとさらにいじめはひどくな プラハなど カ国 都市。
り三郎さんは息子を退学させます。
世界一周講演旅行は七回に
まもなく長女と次男（昭彦くん）
が誕生しますが、及びました。
この次男も 歳になる頃に倒れてしまいます。
１０２歳の時、当時 歳
夫婦は「まさか」と思いましたが、医者から告げ だった医師の日野原重明さん
られた病名は長男と同じだったのです。「次男ま と対談しました。日野原さんが
でもがいじめられるのは耐えられない」と思った 昇地さんを絶賛しながらしゃべり続けていると、
三郎さんは、障害児のための学校を作ろうと考 昇地さんのこんな言葉で黙ってしまいました。
えます。資金は、
「日野原先生、人生 歳までは助走ですよ。
造り酒屋や運送会社を経営する
１００歳からが本番です。」
妻の実家に頭を下げました。
「学校ができたら僕を小使いさん
当
社は先月、株式会社アスモとして再出発いた
にしてください」、頼んだのは
し
ました。経営理念の一番目に「私たちは、世
長男でした。小学校の頃、
界中の高齢者が元気と笑顔に溢れる生きがいあ
ただ一人長男（有道くん）を可愛がってくれたの る社会の実現を目指します」としました。私た
は足に障害のあった小学校の小使いさんでした。 ちは、介護というお仕事をしているからこそ、
昭和 年、生徒数 名日本で初めて障害児教育 理想の社会はこうあって欲しいとの思いからで
の旗を掲げた「しいのみ学園」
が福岡に誕生しま す。理想に一歩でも近づけるよう
した。園長はＳさん、先日１０７歳でこの世を
頑張りたいと思っております。
去った昇地三郎氏なのです。開園式の日、祝福に 間もなく新たな年を迎えます。
訪れた県知事や大学の学長など錚々（そうそ
皆様がよい年を迎えられます
う）
たる人たちが祝福に訪れる中、来賓一人ひ ことをお祈りしております。
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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。

「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。
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こんにちは。相談員の小川です！今回は、今後開設予定の新規ホームの情報です！
今後も続々と新規ホームがオープンする予定です。詳しい内容は「シニアハウスコム」へご相談ください。

新規開設ホーム情報

勉強会のご報告

北原照久氏の
ちょっといい言葉
と懐かしいおもちゃ

18

平成 年 月 日（
土） 時
商工会館にて勉強会を
行いました。

インフルエンザの予防接種の後、
時半から㈱ペッパーフードサービスの
一瀬邦夫社長に「
母から教えられたサービスの
心」
と題して講演をしていただきました。

次の日には、それらの家から 楽しそうな笑い声が聞
こえてきたといわれています。
だから、サンタクロースは煙突から、プレゼントは
靴下の中に入っているということになったのですね。

一瀬社長の成功は、たゆまぬ努力の結果であり、
それを支えたのは女手ひとつで育ててくださった
お母様から学んだ「
心」
であると感じました。
忙しくなると忘れがちですが、我々も介護職員
として現場で、親を想う気持ちで利用者様に接し
ていかなければ、と気持ちをひきしめました。

帰りには、一瀬社長からハンバーグと
ペッパーライスのおみやげを
いただきました。

セントニコラウスという
司教が街を歩いていると、
寒いのに煙突からけむりが
出ていない貧しい家が
あり、気の毒だと思って、
煙突から金貨を投げ入れ
てあげました。
しばらく歩いていると、洗濯物を干してある、やは
り貧しい家を見つけ、干してある靴下にそっと金貨
を入れてあげました。

お忙しい中、ご参加くださった
ヘルパーさん方、また、
他事業所のケアマネさん方、
ありがとうございました。

1950年代のサンタクロースのオモチャです。
今日の言葉は
「クリスマスは誰もが優しくなれる」
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皆さんも温かいクリスマスをお過ごしください。
北原氏が毎日フェイスブック上に更新している言葉
です。北原氏ご本人に直接お願いをして了解を得て
掲載しております。

たか先生の

ここから健康になりましょう♪
毎日寒くなってきましたね。
今年も後わずかになりました。
今回は吸角（カッピング）療法についてご説明
させていただきます。

吸角療法は吸い玉療法ともいい、
「皮膚を陰圧で吸引することによって気血のめぐりをよくし、病気を治す治療法」である。その歴史はとても古く、
世界中の多くの民族に民間療法として古くから親しまれてきました。
背中にカップを当て吸圧（真空状態に）します。その後カップを外すと血行が回復し、今まで以上の血流をもたらし、
筋肉内に溜まった乳酸や二酸化炭素を早期に除去できます。血液をきれいにしたり、血行を良くする効果があります。
血液が浄化されることで新鮮な酸素と栄養が全身のすみずみにまで行き渡り、
不要な炭酸ガスや老廃物が回収されていくので免疫機能や自律神経を調整し
自然治癒力が高まっていきます。悪血のあるところは溢血班（吸玉のあと）が
できるので、班の充血具合や色別で皮膚の下にある病気の状態が把握できます。
正常な箇所では溢血班はピンク色ですが、悪血の多い箇所では黒紫色になります。
吸玉療法を続けていくと、班の色は次第に正常のピンク色に変っていき、
それにともない症状も良くなっていきます。
黒紫色の班の痕が消えるのには１週間ほど（個人差もありますが）かかりますが、
正常のピンク色はすぐに消失します。
あのハンマー投げ金メダリスト「室伏広治」選手も2009年より吸角治療を
取り入れているとの事です。スポーツ選手のみならず肩こりや腰痛、
ダイエットなどにも効果的ですのでぜひ一回お試しください。

ここから整骨院
中野区大和町1-65-4 増田ビル１F
http://www.cocokara.clinic.net/
TEL&FAX 03-5364-9090 日・祝休
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