
　おひとりさまの女性、Nさん（71歳）は昨年末に
高齢者住宅へ入居されました。当高齢者住宅情報
センターとのお付き合いが長かったので、入居後、
半年ほど経ったところでお話を伺いました。
◉高齢者住宅情報センターに初めてお問い合わせ
　いただいたのは今から9年前、62歳の時でした
　ちょうどその頃人間ドックの検査で3カ所ひっか
かり、そして翌年には軽い脳梗塞になり、自分の老
後について真剣に考えるようになったんです。
◉まずは何から始められましたか?
　自分が抱えている不安が何なのか書き出してみ
ました。病気になった時、認知症になった時、終末
期のこと、そして死後の後始末……。そのための
住み替え情報を集めるために高齢者住宅情報セン
ターへ通い始め、勉強会や見学会に参加しました。
ただ、62歳の住み替えは長い老後を考えた時に経
済的に時期尚早かと。
◉しばらく様子を見ることにされたのですね
　あるNPO法人が元気な時から、判断能力が無く
なった時や死後のことまでサポートしてくれること
を知り、「これだ!」とすぐに契約して公正証書にし
ました。これでかなり安心になりましたね。
◉そしてまた、高齢者住宅を探す転機が
　70歳で輪番制の自治会役員が近づいてきたこと
です。これを避けたかったのでこの際住み替えよう
と……きっかけってやはり必要なものですね。
◉そして開設予定の高齢者住宅に予約をされました
　まずは予算ありき、なので身の丈に合ったところ
が見つかりました。完成前から入居検討者が集ま
る会合があり、人の顏が見えて居心地が良かった。
毎回「母の日の想い出」とか「自分が好きな花」な
どお題に沿って自己紹介するのですが、その内容
で一人ひとりの考え方や性格もわかってきて、この
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逃さず、自分で決めました
住み替えのきっかけを
逃さず、自分で決めました

人達となら大丈夫だな、と思えました。
　またこういう会社なら信用できるし、入居後の
生活のイメージも出来て納得できました。
◉入居されていかがですか
　住み心地は良いのですが、以前にはなかった「緊
張感」を感じています。プライバシーは守られても、
共同生活の要素もあるので、他の入居者やスタッフ
に「迷惑をかけたくない」「ぶざまな姿は見せたく
ない」という思いが緊張感に繋がるのかも。それ
が良いのかもしれませんけどね。
◉今後どんな生活を考えておられますか
　私は70歳になった時に「やっとここまでたどりつ
いた」と嬉しかったです。歳をとることは未知の体
験ですが、高齢者住宅には先輩も多いのでお一人
おひとりの生き様が道しるべとなります。自分もま
た誰かの先輩になっていくことを自覚したいと思い
ます。

71歳で早めに住み替え、自分らしく「最期まで生き
きる」をモットーに生活されている姿に感服です。
　高齢者住宅情報センター　
　　　　　　　　大阪センター長　米沢なな子

2017年7月1日
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茶屋町通信の配信がご不要の方は、お手数ですが、ご連絡下さい。
 0120-352-350　FAX.06-6375-8831
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高齢者住宅情報センター主催
　　相談員が同行します

★参加ご希望の方はご予約ください。　

　0120－352－350〈　　　　 〉
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ロビー

居室内

「マスターズセーヌ三田駅前」完成予想図

キッチン

植えつけを楽しむ

見学会のご案内

ランチ付き見学会（大阪市）

見学会（神戸市）

ランチ付き見学会（三田市）

●介護付有料老人ホーム(入居時:自立・要支援・要介護)

●サービス付き高齢者向け住宅(入居時:自立・要支援)

●シニア向け分譲マンション（入居時:自立・要支援）

●シニア向け分譲マンション&介護付有料老人ホーム(入居時:自立・要支援・要介護)

水と緑あふれる住宅地にあり、落ち着いた環境が特徴で
す。季節を感じながらのウオーキングが楽しめます。自立の
時は立地の良さを活かして活動的に、サポートが必要になれ
ば介護居室に住み替え24時間の介護が受けられます。関西
電力グループの安心感も魅力です。

駅から近く広いお部屋とキッチン・浴室のある自立向けハウ
スです。24時間の見守りがある安心と自由な雰囲気があり
ます。ハウスの中には小規模多機能型居宅介護事業所があ
り必要な支援がスムーズに受けられる体制が整っていま
す。見学当日は珈琲豆屋さんの出張カフェが。ランチの後に
いかがですか?

今年3月に三田駅前再開発エリアに建設され、商業施設が隣
接。大浴場・レストラン(予約制)がある便利な環境と生活支
援・医療・介護の分野で関係機関と提携した安心のサポート
体制が整っています。

泉南生協が運営するシニア向け分譲マンションと介護付き
住宅を一度に見学できる機会です。どちらも年齢制限などは
ありません。分譲マンションも有料老人ホームと同じサービ
スがあります。

ベルパージュ大阪帝塚山

ゆいま～る伊川谷

マスターズセーヌ三田駅前

マスターズマンションひまわり&
介護付住宅みのり堺

【ひまわり】●開設:2009年11月●総戸数130戸（33.99㎡～64.15㎡）●販売価格（2784万円～3160万円）●月額費用:
（42,500円～47,600円）●土地:共有●建物:区分所有●事業主体:泉南生活協同組合
【みのり堺】●開設:2007年2月●居室数:57室（28㎡～44.22㎡）●入居一時金（874万円～1,419万円）●家賃（87,400
円～141,900円）●居室の広さ（28㎡～47.62㎡）●共益費10,200円●土地・建物:所有●事業主体:泉南生活協同組合

●開設:2011年11月●居室数・面積:一般居室69室（38.40㎡
～66.00㎡）・介護居室34室（19.20㎡・32.09㎡）●入居一時
金:（1,060万円～6,014.30万円）●月額利用料（189,510円
～221,910円）●土地:賃貸・建物:所有●事業主体:㈱かんでん
ジョイライフ

●開設2009年10月●総戸数74戸（29.55㎡～66.46㎡）●一括前
払家賃:（1,023万円～3,451万円）●月々の費用（1人56,340円・2
人84,620円）●土地・建物:自己所有●事業主体:㈱コミュニティネット

●開設:2017年3月●居室数106戸（51.23㎡～74.72㎡）●販売価
格:（2,648万円～4,668万円）●月額費用（60,800円～74,000円）
●権利形態:所有権●売主:㈱マスターズセーヌ●管理会社:㈱ライフ・ワ
ン・サポート

ランチ付き見学会（堺市）

午前11時に天王寺都ホテル西側の「新宿ごちそうビル」前集合

午前10時20分に地下鉄西神山手線「伊川谷」駅改札口集合

午前10時30分にJR福知山線「三田」駅2階改札口前集合

日時：7月27日（木）〈ランチ代:無料〉
午前10時に南海高野線「堺東」駅 西口改札口集合

日時：8月9日（水）〈【参加自由】ランチ代:　　　円・コーヒー:　　　円(食後のコーヒーは　　　円)〉720 150 110

日時：8月22日（火）〈ランチ代　　　円〉300

日時：8月3日（木）〈ランチ代:無料〉●5名迄
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会員事業者のイベント・トピックス情報

琵琶湖畔に佇むアクティバ琵琶の介護棟は医師、看護師の常駐に
より医療処置の必要な方や重度の受け入れも可能です。ホテルの
ようなロビー、介護居室にしては25㎡と広く、入居一時金は2000
万円と高額ですが、看取り対応、館内告別式永代供養の対応まで
あり納得です。見学時には駅までの送迎もあります。

大阪府豊能町東ときわ台という高台住宅地ならではの自然を生
かした街に5月に「シュールメゾンポプラ東ときわ台」がオープン
しました。看護師が7月より24時間待機予定で提携クリニックと
の連携したサポート体制により重い介護の方も安心してご入居
できます。

7月に開設1周年を迎える長岡京市の「next洛楽」では税理士に
よるセミナーを開催します。遺言・生前贈与など関心の高いテー
マをわかりやすく説明、賢い相続のヒントをお伝えします。セミナ
ー終了後の個別相談会もあります。

老後を憧れの京都で過ごしたいという方は少なくありません。京
都の中心地からも程近い距離にありながらも歴史的風情を残す
街にある「ライフハウス京都醒ヶ井」は8月16日に行われる「京都
五山の送り火」のうち3つを屋上から眺めることができます。当日
はご入居者やご家族様、ご友人、近隣の方々がにぎやかに楽しま
れています。

「ゆいま～るライブラリー」と称して5月20日ゆいま～る福の食堂
と図書室を利用してまちライブラリー「絵本とクッキー」が開催さ
れました。入居者が積極的に企画や準備に参加し、子ども達に読
み聞かせするための発声練習も重ねたそうです。当日は近隣の
子どもやお母さんが17名参加し、終始和やかな雰囲気でした。地
域に開かれたサ高住として今後も活動が続くようです。

有名な観光地である倉敷美観地区からほど近くの「ローズガー
デン倉敷」は関西地方からの住み替えも多いようです。社会医療
法人全仁会の安心経営だけでなく、笑いヨガ、コンサート、日帰り
バス旅行など充実したイベント行事が好評です。

お申込み・お問い合わせは高齢者住宅情報センターへ。
　　0120－352－350

◆アクセス:JR湖西線「おごと温泉」駅から徒歩13分（980m） ◆月額費用:125,000円（食費込み）～
◆入居時:要介護1～要介護5

◆講師:徳田敏彦氏
　　　　税理士事務所徳田&パートナーズ所長
　　　　税理士、CFP
◆日時:7月15日（土）
◆時間:午後3時～4時
　　　　（午後2時30分受付）
◆場所:next洛楽食堂

◆梅田からのアクセス
　マイカー（約3時間）　列車・新幹線（約1時間40分）
◆ご見学:お問い合わせください。

◆アクセス:阪急京都線「大宮」駅から徒歩約10分（約800m） ★サービス付き高齢者向け住
宅「ゆいま～る福」見学会は毎
週火曜日、午前10時30分か
ら開催。残室も少なくなってき
ています。ご希望の方は情報
センターへお問い合わせくだ
さい。

日帰り旅行
徳田敏彦氏

まちライブラリー

●事業主体:アクティバ株式会社 ●事業主体:株式会社ポプラコーポレーション

●事業主体:株式会社洛楽

●事業主体:㈱生活科学運営（長谷工グループ） ●事業主体:㈱コミュニティネット

●事業主体:社会医療法人　全仁会

介護付有料老人ホーム

アクティバ琵琶ケアレジデンス（大津市）
サービス付き高齢者向け住宅 

シュールメゾンポプラ東ときわ台（豊能郡）

サービス付き高齢者向け住宅

next洛楽（長岡京市）

住宅型有料老人ホーム 

ライフハウス京都醒ヶ井（京都市）
サービス付き高齢者向け住宅 

ゆいま～る福（大阪市）

住宅型有料老人ホーム 

ローズガーデン倉敷（倉敷市）

夏の風物詩、五山の送り火を満喫 話題の「まちライブラリー」開催

失敗事例から学ぶ賢い相続 わくわく日帰りバスツアーで盛り上がる

医師が常駐、しかも居室はゆったり 風薫る街に　月新規オープン5
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弁護士が教える「老人ホーム入居に必要な後見人制度」
高齢者住宅への入居には必ず保証人か身元引受人が必
要です。そのために後見人制度を利用する人も増えてき
ました。「おひとりさま」には必須の後見人制度を経験豊
富な弁護士が解説いたします。

※全て要予約、定員20名いずれも会場は高齢者住宅情報センター（大阪・北阪急ビル7階）

相談は一切無料
お問い合わせ・お申し込み

一般社団法人コミュニティネットワーク協会
有料老人ホームなど、高齢者住宅の入居相談・紹介窓口

 0120-352-350
TEL.06-6375-8830

FAX.06-6375-8831
〒530-0012
大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル7階
メール　korei-oo@kurashi-sumai.jp
ホームページ　http://www.kurashi-sumai.jp
月曜日〜金曜日（土曜、日曜、祝日は休み）
午前10時〜午後5時
※8月14日〜16日は夏季休暇となります。

LUCUA1100

高齢者住宅に住み替えを考えている方に「どんな基準
で」「どう選ぶのか」の基礎知識と、高齢者住宅の種類
とその違いなど知ればお得な情報をお伝えします。

NHKでも特集されましたが「バツイチ」ならぬ「没イチ」という言葉をご
存知ですか?配偶者やパートナーを先に亡くした方を意味します。「没イ
チ」になってからの高齢者住宅への住替えはとても大変なので「二人入
居」を考える際の大事なポイントを解説します。

■日時:7月21日（金）
　　午後2時～3時30分　
■講師:藤原真悟
　（高齢者住宅情報センター相談員）

■参加費:500円

■日時:9月5日（火）
　　午後2時～3時30分　
■講師:藤原真悟
　（高齢者住宅情報センター相談員）

■参加費:500円

今から知っ得! 高齢者住宅の基礎知識

「没イチ」になる前の「二人入居」のメリット・デメリット

基礎セミナー①

特別セミナー

基礎セミナー②

■日時:8月2日（水）　
   午後2時～3時30分
■講師:中尾武史弁護士・田村瞳弁護士　
　　　　　(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)　

■参加費:500円
中尾武史弁護士

藤原真悟

田村瞳弁護士


