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東京ガス

ドアの「開閉センサー」で安否確認見守り
らくらく見守りサポート『もしものたより』の提供を開始／リリースキャンペーンも展開中
東京ガス
（東京都港区）では、新

サービス
「らくらく見守りサポート

『もしものたより』」の提供を開始
した。

毎日開閉するドアにセンサーを設

置し、開閉が 24時間無い場合には
東京ガスから安否を確認の電話がか
かる。仮に安否が確認できない場合

に、東京ガスのコールセンターから

初期費用・インターネット接続は不

連絡がいく。電話で安否が確認でき

より貸与するながれ。

「見守られる人」に安否確認の電話
なかった時だけ、
「見守る人
（家族・

親族に限りません）
」の登録メール
アドレス宛
（最大 5カ所）に東京ガ
スからメールで届く。

さらに
「見守られる人」は、

には登録者にメールで通知がくると

体の心配事を 24時間 365日

れる人
（例えば離れて暮らす両親な

ービスも付随。費用は
「月額

いう、シンプルなしくみ。
「見守ら
ど）
」は、生活を変えたり、プライ
バシーを侵害されたりすることがな
く、心理的な負担がかからないとい
うのがポイント。

要。通信装置やセンサーは東京ガス

現在、
『もしものたより』リリー

ス記念で、月額料金が 2ヵ月無料に
なるキャンペーンを実施している。

（2022年 6月 30日まで）

電話で相談できるというサ

990円
（税込）
」で、1日あた
りに換算すると
「約 33円
（税
込）
」という価格も嬉しい。

トイレ等のドアに

「開閉センサー」を設
置するだけなので、
大がかりな工事の必
要はなし。24時間ド

アの開閉が無い場合

https://home.tokyo-gas.co.jp/service/mimamori/alert/index.html

シニアが元気になると
日本が元気になる！
元気シニア倶楽部
会員募集中！
！
──入会費・年会費なし──
一般社団法人

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 4−4−5 第3 伊藤ビル 4 階
tel.050-5533- 3100 fax.03-5791-5859 Email. info@genkisenior.com
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移動スーパーで地域密着店ならではの買い物サポート
『とくし丸』近商ストア 19 号車・20 号車が運行開始 〜近商ストア〜
近商ストア（大阪府松原市）では、
『KINSHO 東花園店（東大阪市）
』
『KI

また、移動スーパー『とくし丸』で
の取り組みでは、いわゆる「買い物弱

NSHO 住吉店（大阪市住之江区）
』周 者」とされるユーザーのために現在ま
辺において移動スーパー『とくし丸』 で『近商ストア 1 号〜 18 号車』が当
近商ストア 19 号車（2 月 9 日より）
、 該店舗を拠点に運行されており、今回
20 号車（2 月 16 日より）の運行を開 が「17 台目」の運行となる。
始した。
同社では「
〝お買い物〟とい
小紙でもたびたびお伝えしているが、 う行為は、生活の中の『お楽し
同社ではこれまでも主に奈良県北部の
店舗を中心に、店頭で売買された商品
をユーザーの自宅まで届ける『宅配
サービス』や、買い物を終えてからの

み』でもあります。現物を『見
て・触って・感じて・選んで』
いただくことができる『とくし
丸』の運行を通じて、より多く

域密着型のスーパーマーケット」とし
て、ユーザーのサポートに取り組む。

ります──（近商ストア）
」と
している。また、この移動スー

帰宅時にタクシー代の一部を負担する
『楽タクサービス』などを通じて、
「地

パーの運行は「お客様のお宅に個別に
訪問して販売を行うため、一人暮らし

高齢者の『見守り役』にもつながりま
す──」ともしている。 今後も他店
舗での運行も検討中で、将来的には
「計 30 台」の運行を目指すという。

のお客様にお買い物の楽しみを
感じていただければと考えてお

https://www.kinshostore.co.jp/

座るだけで健康状態がわかる「IoT ソファ」
『Lifa』── 異常検知を家族に知らせる「見守り」機能も搭載
TOYO H＆ （大阪市北区）では、
I
座るだけで離れて暮らす家族の異常
や、健康状態がわかる『Lifa（リィフ
ァ）
』を同社ECサイトにて正式販売を
開始した。4月 1日より。
同社は「創業 75年」のカーシートメ
ーカー。自動車とは違うフィールドで
新事業を生むために開発をスタートし
た
「異常検知／姿勢解析機能付き IoT
ソファ」が完成にいたった。
今回の新商品は
「
（1）
『座』のスペシ
ャリストであるカーシートメーカーが

『座る』からわかる
本気でこだわった座り心地」
「(2) 着座 える化ではなく、
姿勢や立ち上がり所要時間を検知し健 健康状態の見える化に機能をフォーカ
（同社）──」とし、見守ら
康状態の見える化」
「(3) 着座中、もし スしました
くは着座していない時間も異常を検知 れる側の気持ちに重視している点を強
した場合、自動的にメール連絡」とい 調している。
う３つの特徴をもつ。
特に
「3」の見守り機能については
「今、
世の中にある見守りサービスの多くは
カメラや人感センサーなどを用い、見
守られる側からすると監視されている
ように感じるものも少なくありません。
そこで Lifaは着座記録などの行動の見
https://www.toyo-hi.com

当コーナーでは、発明学会（東京都新宿区）のご協力をいただき「情熱の発明品」
をご紹介。子どもや高齢者、
そして生活全般にやさしい「なるほどアイテム」をピッ
クアップします！ 掲載された商品に興味のある方は下記までご一報ください。

雨 の 日︑ バ ス に 乗 っ て 狭

生活にやさしい『なるほどアイテム』を探せ

い所で傘をたたむのに苦労

情熱の発明商品・発掘プロジェクト

れことを願う町井さんは︑ク

の傘が世界中の人々に愛用さ

トップ賞大会では︑グランプ

傘 を た た む 時 は︑ 傘 先 端

ド紐に沿ってリングが石突き

の リ ン グ を︑ 持 ち 手 方 向 に

ラウドファンディングに挑戦

リ賞を受賞した実績つき︒こ

移動させるだけで︑傘が自然

予定︒これから傘が活躍する

部まで移動します︒

とすぼまって︑ワンタッチで

梅雨と日傘の季節を控え︑売

︵松野泰明︶

た た む 事 が で き ま す︒ 特 に

（希望者は下記まで）
「発明ライフ・入門」

れ行きが楽しみです︒

無料プレゼント！ 発明ガイドブック

十六本の骨の傘では︑違和感

がなく最適に機能しますので

一瞬できれいにたためます︒

発明アドバイザー 松野MP係 まで

リングに付けたパールビーズ

は装飾性を良くしただけでな

く︑水捌けを良くしているの

傘がたたまれている状態で

東京都新宿区余丁町７番１号 発明学会ビル
☎ 03（5366）8811 y-matsuno@hatsumei.or.jp

で手は気になるほど濡れませ

ん︒試作品での実験でもきれ

いにたたむことができ︑商品

化に挑戦することになりまし

た︒ 傘 生 地 の 色 は ピ ン ク と

サックスがあります︒

この傘のアピールポイント

した︒リングには華やかさを

スとコーディネートすること
長手方向真ん中と︑石突き部

は︑傘にパールビーズで装飾

発明学会で開催している発

〈この商品のお問い合わせは〉

一般社団法人 発明学会

は︑どんな傘立てにも収まる

点︒また︑店頭に用意されて

いるビニール袋にも入れられ
る か︑ 色 々 な 方 法 を 考 え 発

演出するためにパールビーズ

ます︒また︑真珠のネックレ
明された傘です︒

もでき︑持ち歩いているだけ

﹁傘を一瞬でたたみたい﹂

までをつなぐガイド紐を取り

されたリングが通されている

明勉強会﹁東京発明学校﹂の

発明の構造は︑傘の外側の

という想いから発明に着

付け︑そのガイド紐に沿って

状態です︒傘を開くと︑ガイ

で気分上々になれるようにも

手︒ ど う や っ た ら パ ッ と ワ

稼動するリングを取り付けま

考慮した自信作です︒

ンタッチでたたむ事ができ

した町井繁さん︒

2022年 5月31日 ま で、
クラウドファンディング
挑戦予定。

で装飾が施されています︒

『アネロエンゼル傘』

傘がパッとワンタッチでたためる！
第57 回
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ブレーンモンジュ・林野 均 の「シニア〝萬〟遊記 」第 55 回
【シネマ鑑賞日記】

ぼけますから、よろしくお願いします。〜おかえり お母さん〜
2018 年に劇場公開され、ド

脳梗塞が見つかり、ほぼ寝たき

護」
、マスコミだと悲惨さの部分

キュメンタリー映画としては異

りの状態になってしまった母。

しか報道しないであろうこれら

例の大ヒットを記録した映画、

療養型の施設へ転院する際に自

の状況ですが、この映画を見る

「ぼけますから、よろしくお願

宅に一時立ち寄ると、それまで

と、もちろん楽しい筈はないの

いします。
」映像ディレクターの

ほとんど感情を表すことのな

ですが、必ずしも悲惨なことば

信友直子監督が、認知症になっ

かった母が号泣します。認知症

かりではないような気がしてき

た母の介護をする 90 代の父の

になったからといって感情が無

ます。ポジティブに考えること

姿を追ったあの映画の続編です。

くなったわけではありません。

で別の面が見えてくるようにも

映画の公開を楽しみにしてい

感情の表し方がうまく出来なく

思えます。

た母は、その直前、脳梗塞を発
症します。やや回復したところ

なっているだけなのでしょう。
「認知症」
「脳梗塞」
「老々介

全国の映画館で順次公開中で
す。

で父は、母の面倒は自
分が自宅で見ると宣言

監督・撮影・語り：信友直子
プロデューサー：濱潤、大島新、堀治樹
制作プロデューサー：稲葉友紀子
編集：目見田健
撮影：南幸男、河合輝久
音響効果：金田智子
ライン編集：池田聡
整音：富永憲一
製作プロダクション：スタッフラビ
製作：フジテレビ、ネツゲン、関西テレビ、信友家
配給・宣伝：アンプラグド

し、迎え入れるために
なんと 98 歳で筋ト レ
まで始めます。愚痴を
言うどころか楽しんで
いるようにさえ見えま
す。しかし別の場所の

©2022「ぼけますから、よろしくお願いします。〜おかえり お母さん〜」製作委員会

Author／林野

均（はやしの ひとし）

プランニング・ブレーン・モンジュ代表／一般社団法人 日本元気シニア総研研究委員

『元気シニアビジネスアドバイザー』資格を取得後、元気シニア総研研究委員として、シニア向け商品
やサービスの取材を「自らのシニア目線」で精力的に行なっている。
https://planningbrain.com

『生活相談員』
『生活相談員』
講座

ちっちゃいマメをおっきく育て、
ち
っちゃい
ちゃいマ
マメをおっきく育て、
夢のある未来を創造します。
株式会社スリービーンズ
http://3beans.jp
http://
/ 3beans.jp
//

L et's enjoy your senior life
元気なシニアライフを
応援します！

デイサービス生活相談員
デイサービス生活相談員ネッ
サービス生活相談員ネ
ネットワーク
トワークの

https://planningbrain.com
シニアのためのコンシェルジュ

プランニング・ブレーン・モンジュ
tel. 090-3682-3310

