
　私はこの歳になってお盆やお彼岸に霊園に行く
のが好きになりました。この時期、お墓には新し
い花々が飾られ、線香の匂いがたち込め、静謐な
空間の中で穏やかな気持ちになって故人を偲ぶこ
とができるからです。小さい頃は両親に連れられ
て墓参りに行っても、自分が会ったこともない先
祖が眠っているので興味が湧かなかったのだと思
います。
　今年もお盆に私の家族が眠る神戸の「ゆいま～
る合葬墓」へお参りに行ってきました。このお墓
は一般社団法人コミュニティネットワーク協会が
運営・管理する永代供養の共同墓で5年前に開眼
しました。
　当時「ゆいま～る伊川谷」の入居者数名の方か
ら、「一緒に入れるお墓をぜひ作ってほしい」とい
う声が挙がり、現地見学や話し合いを経てできた
ものです。契約された方はひとり暮らしの方や子
どものおられないご夫婦が多いのですが、中には

「うちの長男に墓守はできんだろうから、ここに決
めた」という方や「娘しかいないので夫婦の墓を
ここに移したい」という方もおられました。
　有料老人ホームを運営する事業者には入居者
専用の永代供養墓を所有しているところが結構あ
ります。「ゆいま～る合葬墓」は当協会が運営する
ため、誰でも契約できます。私も子どもがいない
ため、将来を考えていずれ契約しようと思っていま
したが、家族が亡くなったのを機に2年前に契約し
ました。正に私にとって終活第一号です。不思議
なもので、これで何かあっても迷惑をかけずに処
理してもらえる、と思うと大きな安心に変わりまし
た。
　約1年前に高齢者住宅情報センターで「墓じま
い」のセミナーを開催した時には、参加希望者が
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殺到しました。今や新しくお墓を立てる人より、墓
じまいをする人の数が多くなり、切実に困っている
方が増えているようです。墓じまいも遠方や立地
が悪いところでは手続きが面倒だったり費用もか
なりかかるようです。
(興味のある方は通信裏表紙に記載されている10
月18日のセミナーにご参加ください。)
　協会では神戸に続いて、3年前に東京の八王子
にも「ゆいま～る合葬墓」を建立しました。関東
圏にも将来を考えて、「まずお墓だけは決めておき
たい。協会が管理してくれるなら安心だわ」とい
う方が多く、関西、関東共に年1回の合同供養祭
を企画して契約者の方々の親睦を図っています。
最近よく言われる「墓友」ですね。そしてこの度「ゆ
いま～る那須」がある栃木県の那須にも散骨形
式の「ゆいま～る自然葬」を協会が運営すること
になりました。
　まずは高齢者住宅への住み替えを決めて、住宅
に合わせた荷物整理、相続・遺言の作成、お墓の
問題、葬儀の内容…と考える時代になってきてい
ます。
　高齢者住宅情報センター　
　　　　　　　　大阪センター長　米沢なな子
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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〈　　　　 〉

たこ焼きづくり

夕食一例

25F スカイラウンジ

最上階レストラン

見学会のご案内

ランチ付き見学会（西宮市）

ランチ付き見学会（長岡京市）

ディナー付き夜景を見る見学会（神戸市）

●介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型)(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・要介護)

●介護付有料老人ホーム(入居時:自立・要支援・要介護)

●シニア向け分譲マンション(中古)(入居時:自立・要支援)

リハビリを生活の中に取り入れ、日々の生活を自立して過ごせ
るようにサポートを行うリハビリに力を入れているホームで
す。西宮協立脳神経外科病院と同グループで隣接し、緊急時
の医療体制も定評があります。

賃貸方式の高齢者住宅です。JR長岡京駅から徒歩8分
で、緑ゆたかで静かな環境です。バルコニー付の広めのお部
屋(約30㎡)には窓付きのお風呂とシステムキッチンが完
備。レストランは地元の方にも開放しています。

25階のラウンジで神戸の夜景を見ながらの見学会です。昼間
とは違う夜の雰囲気を感じてみませんか? JR神戸駅からも近
く生活にも便利な立地です。ホーム内には温泉があり豊かな
生活を楽しめます。お一人での入居はもちろんのこと、広めの
お部屋が多くご夫婦での入居もお勧めです。

東岸和田駅前に泉南生協が運営する24時間の見守りや生
活サポートのついたシニア向け分譲マンションです。入居に
は年齢制限等はなく、最上階にある食堂と大浴場は予約な
しで利用できます。

やすらぎ

next 洛楽

エレガリオ神戸

マスターズマンション東岸和田駅前

●開設:2010年7月●総戸数:100戸・37.66㎡～67.26㎡●販売戸
数:4戸・販売価格:1,530万円～2,480万円●管理費:21,052円～
37,507円 ● 修 繕 費:5,914円 ～10,640円 ● サービス 基 本 費
:26.900円●権利形態:所有権●管理会社:(株)ライフ・ワン・サポート

●開設:2011年4月●居室数・居室の広さ:一般居室13室・
26.88㎡・介護居室62室・24.00㎡●入居一時金:900
万円～1,050万円(入居金0円プラン有)●土地・建物:賃
借●事業主体:(株)メディス

●開設:2016年7月●居室数:30戸●居室面積:29.24㎡～
54.40㎡●月額費用:154,000円～266,000円●土地・建物
:所有●事業主体:(株)洛楽

●開設:2005年7月●居室数・居室の広さ:一般居室
121室・45.40㎡～118.0㎡・介護居室32室・18.0
㎡～23.0㎡●入居一時金:一般居室 3,822万円～
10,632万円●土地:所有(一部借地)・建物:所有●
事業主体:(株)ユーキャン・ライフパートナー

ランチ付き見学会（岸和田市）

午前11時30分に阪神本線「今津」駅改札集合(改札は1か所です)
(阪急今津線「今津」駅に隣接しています。昼食は午後1時からです。)

午前11時にJR京都線「長岡京」駅改札集合

午後4時にJR「神戸」駅中央改札集合(午後7時30分に解散予定)
※相談員は同行いたしませんが同じ内容の見学会が10月20日(金)にも
　開催されます。参加ご希望の方は高齢者住宅情報センターにご予約ください。

日時：10月2日（月）〈ランチ代:　　　円〉700

日時：10月27日（金）〈ディナー代:(ドリンク付き)　　　　円〉1,000

日時：9月14日（木）〈ランチ代:　　円〉
午前11時にJR阪和線「東岸和田」駅改札集合

771

日時：9月21日（木）〈ランチ代:　　円〉500

音楽会イベント
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会員事業者のイベント・トピックス情報

隠れた桜の名所、京都立本寺のすぐ南側に10月1日新
規オープン予定の「チャームスイート京都立本寺」は要
介護1からご入居いただける介護付有料老人ホームで
す。(特定施設申請予定)歴史風情溢れる街並みでゆったり
とお暮らしになれます。月額費用約195,000円～

JR垂水駅から徒歩圏内、明石海峡大橋と淡路島を望む
景色の閑静な住宅街にある介護付有料老人ホーム「フ
ォレスト垂水」住宅型有料老人ホーム「フォレスト垂水 
弐番館」では1日1組様限定の「お食事付き見学会」を開
催。緊急時には同一敷地内にある「やまぐちクリニック」
が24時間対応にあたり心強い味方となっています。

今年4月に2棟目が新規開設。理学療法士・作業療法士
が常勤し、生活サービス費の中で充実したリハビリを受
けることが可能です。転倒予防や拘縮予防など、長く元
気にお暮らしいただけるための体制が整っています。
月額費用223,400円～

現在開設中のサ高住は20㎡以下が圧倒的に多い中、居
住性を重視したゆいま～るシリーズは60～80代の自立
高齢者向けです。神戸市内の「ゆいま～る伊川谷」は駅
から80m、大阪市内の「ゆいま～る福」は駅から5分
(350m)といずれも駅近。残室は少なくなっていますが
1DKから2LDKの居室が見られます。

◆アクセス:JR山陰本線「二条」駅から市営バスで
　　　　　「千本中立売」下車、徒歩7分。（560m）

◆日程:9/1（金）～9/30（土）　※1日1組限定
◆時間:午前11時から
◆アクセス:JR・山陽電車「垂水」駅から
　　　　　　徒歩約6分（480m）

◆アクセス:JR「立花」駅・阪急「武庫之荘」駅下車
　　　　　 徒歩約13分。（約1km）

●ランチ付き見学会日程
「ゆいま～る福」
◆日程:9/12(火)、9/26(火)、10/10(火)、　　
　　　10/24(火)
◆時間:午前10時30分に阪神なんば線「福」駅
　　　　改札集合。※ランチ代:500円

「ゆいま～る伊川谷」
◆日程:9/12(火)、9/25(月)、10/10(火)、　　
　　　10/23(月)
◆時間:午前10時20分に神戸市営地下鉄
　　　「伊川谷」駅改札集合。※ランチ代720円

チャームスイート京都立本寺「完成予想図」

フォレスト垂水

シニアスタイル武庫之荘

ゆいま～る伊川谷 ゆいま～る福

●事業主体:㈱シニアスタイル

●事業主体:㈱チャーム・ケア・コーポレーション

●事業主体:㈱コミュニティネット ●事業主体:ファインフォレスト㈱

介護付有料老人ホーム

チャームスイート京都立本寺

介護付有料老人ホーム

　フォレスト垂水
住宅型有料老人ホーム 

　フォレスト垂水 弐番館

サービス付き高齢者向け住宅

　シニアスタイル武庫之荘

サービス付き高齢者向け住宅

　ゆいま～る伊川谷
　ゆいま～る福 

この秋、10月1日に新規オープン予定 週3回30分の個別リハビリが充実 

関西でも希少な自立向け、
2LDKが2,000万円台

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

日　組のお食事付見学会を開催11
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※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）

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

LUCUA1100

高齢者住宅へ入居を決めた方はどんな時に
「良かった」「助かった」と実感されている
のでしょうか。実例を交えながら高齢者住
宅に関する基礎知識をお話いたします。

近年は少人数でゆっくり最期のお別れができる「家族葬」が増
えています。家族葬は簡単な葬儀という意味ではなく、一般の
葬儀と同じですが、形式は自由に選択できます。どのような葬
儀をしたいか、自分の意志を元気な間に周囲の方へ伝えておく
のも気配りのひとつでしょう。

「ゆいま～る合葬墓」
合同供養祭

■日時:10月6日（金）午後2時～3時30分
■日時:11月2日（木）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28日（木）
　午後2時～3時30分
■講師:堀口直樹さん
　　(総合葬祭　千の風　葬祭ディレクター)

■参加費:無料 (要予約)

●日時:10月18日(水) 　午後1時～4時 (受付は午後12時30分～)
●場所:大阪市立住まい情報センター3階ホール
●定員:100名(申込先着順)　●参加費:無料
●お申込アドレス:http://www.sumai-machi-net.com
●お申込・お問い合わせ先:06-6242-1160 (大阪市立住まい情報センター)

●神戸市北区、山田霊園の「ゆいま～る合葬
　墓」は一般社団法人コミュニティネットワー
　ク協会が運営・管理をしています。
●日時:11月1日(水)午前10時30分～
●集合場所:ゆいま～る伊川谷駐車場
　(バス送迎あり)
●参加費:3,240円(昼食・バス代)　　　

「住み替えて良かった」高齢者住宅が安心なワケ

知っておきたい家族葬のQ&A

基礎セミナー

特別セミナー

永代供養の合葬墓に興味のある方はご自
由にご参加ください。契約者の方を中心
に年1回供養祭を開催しています。

一般社団法人コミュニティネットワーク協会+大阪市立住まい情報センター 

相談は一切無料

「人に迷惑をかけないために75歳までに考えるべきこと」
 高齢期に知っておいていただきたいテーマを揃えました。 
　パートⅠ 　やっておくべき生前整理 (生前整理事例や費用紹介)

　パートⅡ 　知っておきたい「墓じまい」の方法 (墓じまいの必要な知識)
　パートⅢ 　老後の安心はお金で買えるか? (高齢者住宅にかかる費用)


