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と。」母の状況をみて点滴がされましたが、1か
月余を経て穏やかに85歳「老衰」で最期のとき
を迎えました。
　寧ろ生前よりも穏やかで、人生の荷を下ろ
したような安堵の表情でした。
　(高齢者住宅情報センター長　久須美 則子)

2017年8月1日

「自分らしく生きる」の実現はレッスン次第!?親のこと、自分のこと。

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.82

❶ 身近なひとの看取りの状況を知る
❷ 元気なうちにこそ、自分の看取りを
　プログラミング
❸元気なうちに家族、知人、友人大切な
　人に伝える

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

  1年前に夫の親を看取りました。長く施設と
病院の行き来をし、最期の数年は、寝たきりの
状態が長く続きました。母がどんな風にして欲
しかったのか? はっきりと聞くこともできず、
悔いが残ります。
　　　　　　(60代　女性　神奈川県在住)

　相談者は親御さんの看取りを経験して、「悔
いが残る。」と言っています。情報センターで開
催するセミナーの参加者の方々からも同様の
経験をお聞かせいただくこともあります。
　そんな時目に留まったのが、『「平穏死」を受
け入れるレッスン 自分はしてほしくないのに、
なぜ親に延命治療をするのですか?』副題を含
めるととても長いタイトルの本でした。著者は
石飛幸三さん。特別養護老人ホーム芦花ホー
ムの医師です。
　「平穏死」とは、その人自身の持っている生
命力に寄り添いながら自然なかたちで迎える
死を示し、自然の摂理にまかせたら、人は苦
しまず、安らかに息を引き取ることができると
言います。
　読み進めるうちに、母の看取りのときのこ
とを思い起こしました。特養に入所していた
母は食事が取れなくなった後病院に移され、
初めて医師との面談をした時のことです。「胃ろ
うをつくることもできるけれど、どうしますか。
やや、間を置いて、人間が食べられなくなると
いうのは、生命力が落ちてきているというこ

『確かにいのちは大切です。しかし、いのち
は大切なものだと考えすぎないことです。い
のちの長さを延ばすことにこだわりすぎない
ことです。「いのちより大切なものはない」とい
う考えにとらわれてしまうと、理性と感情の
対立に振り回されます。当人不在の判断がな
されます。どんないのちも、いつか必ず尽き
るのです。
死を否定していたのでは、幸せな死を迎える
ことはできません。生と死は対立するもので
はなく、一筋の流れの中にあるものなのです
から。』本文より

「平穏死」を受け入れるレッスン
石飛幸三著



司法書士法人えん道グループによる【成年後見制度セミナー】&ホーム見学会

ランチ付内覧会

ランチ付き建物見学会

●介護付有料老人ホーム

●介護付有料老人ホーム

●サービス付き高齢者向け住宅

●介護付有料老人ホーム

ライフ&シニアハウス港北　

クラーチ溝の口

ウエリスオリーブ武蔵野関町

東急ウェリナケア尾山台 
今年7月、多摩川沿いの閑静な住宅街に誕生した『東急ウェリナケア尾山
台』。これまで介護居室のあるシニアレジデンス『東急ウェリナ』や、デイサ
ービス『オハナ』を手掛けてきた東急電鉄が、これらで培った介護ノウハウ
や実績を生かしてオープンさせた介護付有料老人ホームです。

最寄り駅の「センター北」駅は、横浜中心部や都心にも出かけやすく、駅前には百貨店、シ
ョッピングセンターなどの商業施設が並び買い物に非常に便利です。また、当ホームは駅
から徒歩約5分(約400m)とアクセスもしやすくご家族様やご友人もお気軽にお越し頂け
ます。お元気な方はご自由に今まで通りの生活を続けることが出来、介護が必要な方には
最期まで尊厳ある生活を大切に介護サービスを提供いたします。

クラーチ溝の口は都心部に近く恵まれた交通環境にありながら、緑あふれる
自然豊かな環境の中にある住まいです。館内は沢山の共用部が有り、憩いの
場や安心が揃う『街』が広がります。より上質で豊かな毎日を送ることができ
るでしょう。今までの生活スタイルを大切にし、新しい出会いや充実した時
間をお愉しみいただき、そして将来の安心感が得られる住まいです。

NTTグループのNTT都市開発が贈るサービス付き高齢者向け住宅「ウエリスオリーブ武蔵野関町」
は吉祥寺駅や三鷹駅までバスで利用ができる利便性の高い環境が魅力です。医療機関と提携、また
訪問介護事業所や居宅介護事業所、デイサービスを併設しています。また、介護が重くなった場合で
も、同建物内「ケアレジデンス」への住替えにより安心してお暮しいただけます。なお、館内にはまち
ライブラリーを設置しており、本を通して人とのつながりが出来る場の提供をしています。

●開設:2003年4月19日●居室数:246室●居室の広さ:35.34
㎡～73.97㎡●入居時費用:2,410万円～6,610万円●土地:賃
借●建物:所有●事業主体:株式会社クラーチ

●開設:2017年7月●居室数:70戸(スイートルーム32戸、ケアレジ
デンス38戸)●居室の広さ:30.90㎡～46.54㎡●入居時費用:賃料
(月額)/127,000円～200,500円　●共益費(月額)/12,100円～
18,300円●基本サービス費(コンシェルジュ・見守り・生活支援・健
康相談等、月額)/1人入居　38,880円(税込)、2人入居　60,480
円(税込)●食事費(喫食に応じて負担)/朝食518円(税込)、昼食
734円(税込)、夕食778円(税込)※居室内水道光熱費、生活用品等
は別途●敷金(入居時の受領費用)/254,000円～401,000円●仲
介手数料(入居時)/137,160円～216,540円(税込)●土地:定期借
地(NTT東日本)●建物・事業主体:NTT都市開発株式会社

●開設:2017年7月1日●居室数:68室●居室の広さ:20.10～22.27㎡
●入居時費用:144万円～2,592万円●土地:1,537.26㎡●建物
:2,879.98㎡●事業主体:東急ウェルネス株式会社

個別内覧受付中

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

日程随時　午前10:00〜午後4:00 (予約制)
※人数に限りがありますので、ご希望に沿えない場合がございます。予めご了承ください。

■会場:東急ウェリナケア尾山台
■集合:現地(東急田園都市線・大井町線「二子玉川」駅よりバス6分)

■会場:ライフ&シニアハウス港北　
■集合:　横浜市営地下鉄グリーンライン、ブルーライン「センター北」駅改札前
■定員:10名　■参加費:無料

■会場:クラーチ溝の口
■集合:現地※JR南武線「津田山駅」徒歩4分/溝の口駅より循環バス
　　のご利用のご希望は別途ご相談ください。
■定員:先着3組　■参加費:無料

■会場:ウエリスオリーブ武蔵野関町東京都練馬区関町南四丁目16番20号　
　●西武新宿線「武蔵関」駅徒歩13分
　●JR中央線「吉祥寺」駅よりバス約14分「慈雲堂前」バス停より徒歩4分
　●JR中央線「三鷹」駅よりバス約11分「北裏」バス停より徒歩7分
■集合:現地　■定員:1日2組限定　■参加費:無料

8/25（金）14:00〜16:00 (予約制)
　　※人数に限りがありますので、ご希望に沿えない場合がございます。予めご了承ください。

8/29（火）　午前10:30〜

■参加費:無料

外観

バスツアー(東京ディズニーランド)

スタッフの採用は“ハート
重視です“と話すリーダーの
畑岡耕太郎

生活クラブを母体とするワーカズコレクティブ
『れもんばーむ』が提供するお食事(写真は昼食)

8/3（木）〜10（木）8/24（木）〜9/12（火）※水曜除く
(事前予約制)午前11:00〜午後2:00　※その他の日程についてはご相談ください。

2017年7月
オープン！

●開設:1999年12月●居室数:56室●居室広さ:(自立居室)31.20
㎡～67.20㎡(介護居室)16.80㎡～23.40㎡●入居時費用:(自立
居室)2,015万円～4,244万円(介護居室)1,225万円～1,474万円
●土地:借地●建物:借家●事業主体:株式会社生活科学運営

納涼祭(花火大会)

ハウス外観

多摩川周辺の豊かな自然が楽しむ
ことができる『スカイリビング』

フルフラットな
『居室』は、寛ぎ
と安全性を重視
したデザイン
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●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65,100円～74,100
円●土地・建物:定期借家●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月●居室数
:42戸●居室広さ:42.34㎡～
43.51㎡●入居時費用:月額払
い93.000円～98.100円(一括
前払いの場合は年齢別価格)
●土地・建物:定期借家●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
:70戸●居室広さ:23.41㎡
～66.84㎡●入居時費用:一
括払い460万円～3.680万
円、月額払い7万円～26.2万
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
:56戸●居室広さ:39.40㎡～
66.10㎡●入居時費用:一括
前払い金2,130万円～3,794
万円●土地・建物: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)　

●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（入居時:自立・要支援・要介護）

　ゆいま〜る中沢

●見守りのあるお家

 有料ショートステイ中沢

●住宅型有料老人ホーム(入居時:自立・要支援・要介護)　
 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。自然豊かで、
ゆったりした時間が流れる那須を、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。
   ※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。東京23区
にありながら約43㎡の広さ、そして価格が魅力の駅前型、多世代
型のサービス付き高齢者向け住宅です。

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。

多摩ニュータウンの医療福祉ゾーンに建ち、クリニック・訪問看護ス
テーションを併設し、最期まで自分らしい在宅の生活を支えます。

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、一般住宅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
　8月5日(土)、21日(月)、29日(火)
   9月6日(水)、13日(水)、26日(火)
　※随時受付中
■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階フロント

■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）
※見学会は毎週月曜日の他、個別見学会を随時対応しておりますので、お問い合わせください。 ■第5回  8/21（月） 

■第6回  9/20（水）
■時間:14:00〜16:00
■場所:大曽根併存住宅
   　　　3棟1階集会室

■見学会開催中　毎月第2・4月曜日　午前10:30〜
　◆小田急線「唐木田」駅下車、徒歩約8分(約640m)
　◆京王線・小田急線「多摩センター」駅下車、徒歩約15分
　　　(約1200m)
　◆バス停「多摩南部地域病院」下車、徒歩約2分(約160m)

ランチ付き見学会　

見学会　

見学会　

見学会　

見学会&友の会

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。　

2017年9月
オープン！

大曽根併存住宅外観

  ゆいま〜る高島平　
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■だんだんミニセミナー　要予約
　9月16日(土) 午前10:30〜12:00
　「みんなで聴こう、歌おう、懐かしの音楽」(サークルおとのみなさん)
■参加費:200円
■見学会　毎週金曜日※見学会は毎週金曜日の他、個別の見学も随時
　　　　　　　　　　　　　　　承っておりますので、お問い合わせください。



要予約要予約

要予約
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■日程 : 8 月22（火） 「高齢者住宅への住み替え知識～身元保証について考える」
　　　 10 月6（金）「高齢者住宅への住み替え知識～身元保証について考える」
■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 : 山口 雅道さん（一般社団法人シニア総合サポートセンターエリア統括マネージャー）

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。～

自分らしい暮らしの実現って? 親しい人に囲まれて、楽しく、自分らしく、自由な暮らしがしたい。
老いが進んでも手厚いサービスが受けられる、看取りや身辺整理も託すことができる、安心し
た暮らしがしたい…。もし100歳まで生きるとしたら、高齢期は自立のとき。比較的低価格で住
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。

相談コーナーのようす

■日程 : 9 月13日（水）
  「失敗しない高齢者住宅の選び方　契約書の読み方編」
■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 :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
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した。 
ご来場の際は、お電話で確認の上お越しください。

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。
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 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

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 

●月曜〜金曜 10時〜17時（土・日・祝はお休み）

〒100-0006　千代田区有楽町1-7-1
　　　　　　　　有楽町電気ビル南館5階
TEL03-6256-0571 FAX03-6256-0572

交通案内

特別セミナー

基礎セミナー


