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用してもらう方法もあります。転勤族の方の整
理のコツは、「3年間開けなかったダンボール箱
は中身を見ないで捨てること」だそうです。
　また、大量の紙焼き写真やネガは、データ
化することで場所の確保ができます。写真屋
さんでこのようなサービスがあります。
　高齢になって住み替え先が決まってから整理
しようと思っても「すぐ疲れてなかなか進ま
ない」という声を多く聞きます。ご相談者は
70代。今から住み替えを意識して、スケジュ
ールを立て、1日10分でも片付けの時間を取
り、習慣化し少しずつ進めていきましょう。
　片づけは、単に捨てることが目的ではなく、
自分の人生を振り返り、「棚卸し」をするいい機
会です。季節もよくなり動きやすい時期、
楽しみながら片付けていきたいですね。
(高齢者住宅情報センター　東京センター長 久須美 則子)

2017年5月1日

物の整理は心の整理。住み替え時の「断捨離」のコツとは?

銀座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.03-6256-0572

No.81

❶ 整理は人生の棚卸しととらえ、
　 取捨選択をする
❷ 共有(共用)するものをうまく利用する
❸「1日10分」の片づけを習慣化する

ポイント

●皆様のご質問をおまちしています！
　〒100-0006
　千代田区有楽町1-7-1　有楽町電気ビル南館5F
　高齢者住宅情報センター「銀座通信」QA係まで

  独身で「おひとりさま」です。この先の不安か
ら、高齢者向け住宅に住み替えることを検討し
ていますが、荷物が多いのでどう整理するか悩
んでいます。コツを教えてください。
                      (70代　女性　千葉県在住)

　高齢者向け住宅を申し込まれた方の関心事
は、なんといっても「引越し」です。すべて捨て
るという方もいらっしゃいますし、とりあえず
全部持ってきてから取捨選択するという方もい
て様々です。
　皆さんのお話を聞いていると、暮らし方や
生き方を具体的にイメージされている方は、物
と別れるのも上手な気がします。その時々に
自分の必要なものを取捨選択する　　生き方
と物との関係は比例しているようです。物の
整理は心の整理。その先に住み替えがありま
す。「断捨離」と住み替えは一続きなのです。
　住み替え先の居室は確実に現在よりも狭く
なりますから、収納スペースに見合った量にす
ること。普段から、「本当に必要なものか」考え
て取捨選択する癖をつけるといいでしょう。
　そして、所有するものが少なくなっても、共
有(共用)するものがあればゆとりができます。
たとえば、高齢者住宅の共有スペースの食堂
や集会室、近くの図書館を利用するなど、場
所も物もうまく使う。そういう価値観に切り
替えられると、ゆったりとした気持ちで暮らせ
るのではないかと思います。
　また、「捨てる」だけではなく、フリーマーケ
ットで販売したり、寄付をするなど、誰かに活



ランチ付き内覧会

ランチ付き建物見学会

ランチ付き見学会

●介護付有料老人ホーム

●サービス付き高齢者向け住宅(一般型特定施設入居者生活介護)

●介護付有料老人ホーム

●介護付有料老人ホーム

クラーチ・エレガンタ本郷　

ウエリスオリーブ渋谷本町ケアレジデンス

ライフ&シニアハウス川越南 七彩の街

東急ウェリナケア尾山台 
東急電鉄の介護付有料老人ホーム。世田谷、尾山台の恵まれた環境に誕生する、東
急ウェリナケア尾山台。東急沿線の当社高齢者住宅で培った介護のノウハウと、ご入
居者への思いを込めた、介護付有料老人ホームです。お一人おひとりの「これから」
を安全・安心に、そして豊かにお過ごしいただけるステージです。

「元気なうちに、元気だからこそ移り住む」クラーチ・エレガンタ本郷は東
京メトロ南北線・東大前駅徒歩1分の、住む人と訪ねる人両方に便利で優
しい住まいです。「いつかは高齢者住宅に」とお考えの方は、この機会に
ぜひお出かけください。お待ちしております。

NTTグループのNTT都市開発が贈る渋谷区初の<介護付き>サービス付き高齢者
向け住宅「ウエリスオリーブ渋谷本町ケアレジデンス」は、快適で上質な介護・医療
ケアをお届けいたします。施設内常駐のスタッフによる24時間安心の介護、日常の
健康管理も安心な看護師が日中帯常駐いたします。

「池袋」「渋谷」「有楽町」など都心へダイレクトにアクセス出来る好立地。武蔵野の
自然が残り、緑に包まれた心地よい環境の介護付有料老人ホームです。終の住まい
として、お元気な方から介護が必要な方までご入居できます。お元気な方は自由に
外出や海外旅行と今まで通りの暮らしを、介護が必要な方は一人ひとりの個性や生
活習慣を大事にしながら看取りまでのサポートを行っています。

●開設:2016年12月●居室数:44戸●居室の広さ:18.25㎡～
22.16㎡●入居時費用:賃料235,000円、管理費75,000円、上乗
せ介護費58,320円(税込)、食事費52,488円(1日3食を30日ご提
供の場合です。喫食に応じてご負担いただきます)、敷金470,000円、
仲介手数料253,800円(税込)※月々の費用を抑える前払いプランの
ご用意もあります。●土地:東日本電信電話株式会社●建物:NTT
都市開発株式会社●事業主体:NTT都市開発株式会社

●開設:2005年9月●居室数:92室●居室の広さ:21.57㎡～
98.40㎡●入居時費用:1,490万円～7,100万円●土地・建物:所
有●事業主体:㈱生活科学運営

●開設:2017年7月●居室数:68室(68名定員)●居室の広さ:20.10㎡～
22.27㎡●入居時費用:144万円～2,592万円●土地・建物:東京急行電
鉄株式会社●事業主体:東急ウェルネス株式会社

開業前事前説明会

見学会・内覧会のご案内
参加ご希望の方は、各見学会や内覧会の開催日5日前まで
に高齢者住宅情報センターまでお申し込みください。
相談はご予約を有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ付き住宅)、高齢者住宅への入居
　　　　　　　　　相談など、相談員が無料で相談をお受けしています。

相談・資料請求

すべて無料

5/27（土）、28（日）　午前の部:11:00〜　午後の部:14:00〜　（各60分）

■会場:二子玉川エクセルホテル東急 30階テラスルーム（27日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30階宴会場たまがわ（28日）
■集合:現地　15分前より受付開始

■定員:各回10名

■会場:クラーチ・エレガンタ本郷　
■集合:現地　（東京メトロ東大前駅より徒歩1分）
■定員:先着3組　■参加費:無料（ランチ付き）

■会場:ウエリスオリーブ渋谷本町ケアレジデンス
　 東京都渋谷区本町4丁目49－15   都営大江戸線「西新宿五丁目」駅　徒歩9分、京王新線「初台」駅　徒歩14分
■集合:現地　午前11:00
■定員:各日2組　■参加費:無料（ランチ付き）

■会場:ライフ&シニアハウス川越南 七彩の街
■集合:東武東上線「上福岡」駅改札前　午前10:30
■定員:5名　■参加費:無料（ランチ付き）

5/30（火）　午前11:00〜

5/12（金）〜6/30（金）※ご都合のよい日をお知らせください。
　午前11:00〜午後1:00（予定）

■参加費:無料

クラーチ・エレガンタ本郷外観

レストラン

バスツアーにて記念写真

多目的室

合唱団コンサートのようす

ホーム外観。
北側の桜木は
ご入居者の癒しに

事前予約なしで召し上がれる食事
(写真は昼食)。直営の食事の味は大好評

建物完成予想図

介護スタッフと看護師が24時間365日
常駐して見守る手厚い人員体制

春には桜を眺めながら、明るく開放的なリ
ビングで毎日のお食事をお楽しみ頂けます

5/23（火）、6/20（火） 午前10:40〜午後1:00

2017年7月
OPEN!

●開設:2011年10月1日●居室数:78室●居室の広さ:40.14～68.85㎡●入居時費用
3,960万円～6,920万円●土地・建物:所有●事業主体:(株)クラーチ・エレガンタ本郷

:
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0120-352-350



●開設:第1期2010年11
月/第2期2012年1月 ●
居室数:70戸●居室広さ
:33.12㎡～66.25㎡●入
居時費用:家賃一括前払
い金1,175万円～2,489
万円●土地・建物:自己所
有●事業主体:株式会社
コミュニティネット

●開設:2017年9月予定●居室数40戸●居室広さ49.95㎡
●入居時費用:月額払い65,900円～74,100円●土地建物:
賃借●事業主体:株式会社コミュニティネット

●開設:2013年3月●居室数
:44戸●居室の広さ:29.55㎡
～46.11㎡●入居時費用:月
額87,000円～148,000円(一
括前払い:年齢別価格)●土
地・建物:貸借●事業主体:株
式会社コミュニティネット

●開設:2014年12年●居室数
:42戸●居室広さ:42.34㎡～
43.51㎡●入居時費用:月額払
い93.600円～98.100円(一括
前払いの場合は年齢別価格)
●土地・建物:賃借●事業主体:
株式会社コミュニティネット

●開設:2011年12月●居室
:71戸●居室広さ:21.74㎡
～66.84㎡●入居時費用:一
括払い407万円～3.680万
円、月額払い7万円～26.2万
円●土地:賃借●事業主体:
株式会社コミュニティネット

●サービス付き高齢者向け住宅(入居時:自立・要支援・要介護)

　ゆいま〜る那須　

●サービス付き高齢者向け住宅(入居時:自立・要支援・要介護)
　 (外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)

　ゆいま〜る拝島　

●サービス付き高齢者向け住宅(入居時:自立・要支援・要介護)

　ゆいま〜る高島平　

●住宅型有料老人ホーム(入居時:自立・要支援・要介護)　
　ゆいま〜る聖ヶ丘

●サービス付き高齢者向け住宅(入居時:自立・要支援・要介護)　

　ゆいま〜る大曽根

●サービス付き高齢者向け住宅 ／住宅型有料老人ホーム（入居時:自立・要支援・要介護）

　ゆいま〜る中沢／グループハウス中沢

那須の豊かな自然の中で、里山暮らしをしませんか。住宅は平屋
が中心の八構杉の木造づくりで、木のぬくもりのある住宅です。
最寄り駅の東北新幹線「新白河」駅から車で15分、東京駅から
新白河駅まではわずか1時間10分と近いのも魅力。新緑の季節、
ご見学されてみませんか。
   ■見学はお電話にて、ご予約を受け付けております。
　   ランチ代540円

毎月3回午後2時より、ゆいま～る拝島多目的室にて、認知症予防
のため小憩サロンを開催、地域に開かれた拠点として地域の方
も参加しています。茶話会・理学療法士による体操・プチ調理・脳ト
レのゲームなどに参加してみませんか。終了後、ハウス見学にご
案内いたします。　※くわしくはお問合わせください。
   ※見学会は、毎週水曜日の他、個別見学会など随時対応しておりますので、
      お問い合わせください。

東京都板橋区のUR団地の居室をバリアフリー改修。駅前型、多
世代型としてご好評いただき、今春追加で第3期7戸オープンし
ました。

認知症をもっと深く知る機会として、毎月セミナーや予防体操を
開催しております。

愛知県住宅供給公社の集合住宅「大曽根併存住宅」(名古屋市)にある空き室
40戸をコミュニティネットが借り受け、サービス付き高齢者向け住宅とし、9月オー
プンします。※ゆいま～る大曽根は、一般住戸の中に点在するサービス付き高齢
者向け住宅です。

■現地見学会
　5月10日(水)、17日(水)、27日(土)
　6月3日(土)、12日(月)、20日(火)
　7月8日(土)、19日(水)、26日(水)
■集合:JR中央線「大曽根」駅北口
　            午前10:00

■時間:10:30〜12:00
 ■場所:大曽根併存住宅1階集会室

■見学会:毎週月曜日  要予約
■集合時間:午前10:30　
■集合場所:ゆいま〜る高島平フロント
　　(板橋区高島平2-26-3さくら通り商店街103)

■第2回5/20(土)、第3回6/20(火)、第4回7/22(土)
■集合:JR中央線「大曽根」駅北口　午後1:30
■時間:14:00〜15:30
■場所:大曽根併存住宅1階集会室

■見学会…毎月第2・4月曜日　午前10:30〜※詳細につきましてはお問い合わせください。

見学会&友の会　

見学会

ランチ付き見学会　

見学会　

見学会　

セミナー&見学会

ぬくもりのある住宅

2Kタイプ居室(全室エアコン付き)

フロント。お気軽にお訪ねください。

だんだんセミナーの様子

「友の会のご案内」
友の会は、具体的な事業の内容や入居・サービスに関
する最新情報をお伝えするとともに、皆さんとご一緒に
「参加型」のしくみをつくっていきたいと思います。
ぜひご参加ください。　

第3期　2017年3月16日　

7戸追加オープン!

2017年9月
オープン！

大曽根併存住宅外観
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■だんだんミニセミナー　要予約
　5月20日(土)　午前10:30〜12:00
　「頭がやわらかくなる脳トレ」(聖ヶ丘スタッフ)
■参加費:200円
■見学会　毎週金曜日　※時間等はお問合わせください。
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多世代交流のある一般住宅併設型のサービス付き高齢者向け住宅

「桜美林ガーデンヒルズ」ランチ付き見学会のご案内

高齢者住宅情報センターセミナー　～新終活学校　高齢期は自立のとき。～

★都市部から郊外への住み替え、地域連携多世代型住まいにご興味のある方へ
　 4/20オープン!!　いよいよ桜美林ガーデンヒルズが本格的に動き出します。
　　この機会にご自分の目で居室をご覧になってみませんか?
■日程:5月13日（土）、5月25日（木）、6月6日（火）、6月25日（日）、7月10日（月）、7月28日（金）
■集合:JR横浜線　淵野辺駅改札
■時間:午前11:50

比較的低価格でも住み替え可能な高齢者住宅のご案内から、高齢者住宅選びに必要なポイント
などをご紹介します。自分らしい暮らしの充実のための準備を今から始めましょう。

「日本版 CCRCがわかる本
　　　－ピンチをチャンスに変える生涯活躍のまちー」
　松田智生著　法研　2,700円(税込)
　CCRC研究の第一人者による著書。元気なセカンドライフを目指す方必読!!

 0120-352-350
http://www.kurashi-sumai.jp

お申し込み・お問い合わせは
一般社団法人コミュニティネットワーク協会

高齢者住宅情報センター
●月曜〜金曜10時〜17時
　（土・日・祝はお休み）

発　行 一般社団法人コミュニティネットワーク協会　
 〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル南館５階　TEL 03-6256-0570　FAX 03-6256-0572
 http://www.conet.or . jp/
発行人 近山恵子

コミュニティネットワーク協会　　で検索。

つながる・ひろがる！　100年コミュニティ　2016　56号（2016年11月1日発行） 

デザイン　陸風社
印刷　東京カラー印刷

交通
案内

〒100 -0006千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビル南館5階

TEL 03-6256-0570 FAX 03-6256-0572
JR山手線「有楽町」駅 日比谷口より徒歩約2分／東
京メトロ 日比谷線・千代田線、都営三田線「日比谷」駅 
A3出口より直通／東京メトロ 有楽町線「有楽町」駅 
D2出口より徒歩約3分 
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要予約

先行オープンの「サクラれすとらん」

内覧会のようす

外観

■日程 :5月18日（木）　「どこが違うの?! 有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅」
　　　　6月20日（火）　「高齢者住宅の費用としくみ」
　　　　7月21日（金）　 「失敗しない高齢者住宅の選び方のポイント」
■時間 : 午後 1:30 ～3:00
■場所 : 高齢者住宅情報センター東京
■定員 : 各回15 名
■参加費 :500 円
■講師 : 久須美 則子（高齢者住宅情報センター東京センター長）　

　く　　す　　み

～「高齢者住宅情報センター」新装オープンのお知らせ～
高齢者住宅情報センターでは、6月19日(予定)より、これまで通り首都圏
への住み替えのほか、地方への住み替え相談窓口をオープンします。
ご来場の際は、お電話にて確認の上お越しください。

スタッフが感じた「友の会」参加の皆さん
「毎回、最初に行う自己紹介では、ガーデニング、テニス、
囲碁、社交ダンスなど趣味の話や、故郷のお雑煮や料
理の話で盛り上がりました。こうして入居前にお互いを
知り、共有することがハウスへの暮らしにもつながるの
ではないかと思います。<その時を待つ>のではなく積
極的に、自分らしさを失わず穏やかに暮らすことを希
求していらっしゃる方が多いと感じています」

★桜美林ガーデンヒルズが紹介
　されています。ぜひご一読ください★

自分らしい暮らしの実現って?もし100歳まで生きるとしたら、高齢期は自立のとき。


