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●自分が、「大事」にしたいポイント
　◎安心し、馴染める環境か
　◎生活の利便性は保てるか
　◎家族、友人などとの関係が保てるか
　◎仕事や趣味は続けられるか

　住み替えのイメージは、ひとり一人異なりま
す。大事にしたいポイントも様々ですが、セミ
ナーの参加者同士意見交換をし、相互に学び
合えるメリットもあります。
　セミナーへの参加がきっかけになり、個別
相談を重ね、住み替え先を決められた方々の
貴重な体験を事例紹介としてお伝えすることも
できます。どうしようか?と迷っているところか
ら、一歩踏み出してみませんか。身元保証、
相続や遺言、不動産の売却など住み替えに欠
かせないテーマについて取り上げていきます。
奮ってご参加をください。

　(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11月1日

安心につながる「自分らしい住み替えの実現」

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.83

子どもたちも、それぞれに家庭をもち、孫の
世話も一段落。親の役目を無事終了したと思
っています。これからは今後の住まいを真剣
に考えなくてはと思いますが、中々ポイントが
絞りきれません。どんなところから考えれば
良いでしょうか。(70代　女性　埼玉県在住)

　高齢者住宅情報センターでは、月例のセミ
ナーを開催しています。テーマは、高齢者住
宅の選び方、入居にかかる費用、提供される
サービスなど、基礎的な内容を中心としてい
ます。参加される方々からは、「高齢者住宅の
種類はいろいろあるけれど、どこがどう違う
のか良くわからない。」「終の棲家というけれ
ど、認知症になったら退去しなけばいけない
のでしょうか。」「元気なうちは自宅で暮らした
いが、介護が必要になったらどこか老人ホー
ムに入らなければと思っている。」といった発言
が多く寄せられます。
　住み替え先選びに欠かせない　「選択のポイ
ント」は個々に違いがありますが、下記に示し
た内容を参考にして、資料の取り寄せや見学
時のポイントを検討されることをお勧めします。

●確認するポイント
　◎高齢者住宅の入居にかかる費用
　◎提供されるサービスの内容
　◎医療や介護のしくみ
　◎介護が必要になった時の対応
　◎看取りの体制



ランチ付き建物見学会

ランチ付き内覧会

ランチ付き内覧会

ランチ付き見学会

●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

●住宅型有料老人ホーム

クラーチ溝の口

クラーチ・エレガンタ本郷

ウエリスオリーブ武蔵野関町

東急ウェリナケア尾山台 

ライフハウス新所沢 

2017年7月OPEN。東急電鉄の介護付老人ホーム。東急5路線を利用でき、バス停まで
徒歩2分という優れた交通アクセス。多摩川の開放感あふれる眺望と陽光が暖かい、心
安らぐ住環境です。

「新所沢駅」から徒歩約13分。所沢や都心へのアクセス至便。利便性と緑豊
かな環境を兼ね備えた立地です。アクティブな生活の提案や、生きがいづくり
の支援など、暮らしの中のさまざまな相談に応じながら自由で自立した暮ら
しを支えます。お部屋の見学と直営の食堂でのお食事をお楽しみください。

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。

「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、ぜひこの機会にお出かけください。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
り安心してお暮らしいただけます。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●居室の広さ:30.90㎡～46.54㎡●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:NTT都市開発株式会社●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（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:東京急行電鉄株式会社●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

●開設:2004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:所有●建物:所有●事業主体:株式会社クラ
ーチ・エレガンタ本郷

●開設:2017年12月●居室数:自立（53室）●居
室の広さ:自立(32.80㎡～60.85㎡)●入居時費用
:自立1,850万円～3,690万円●土地:所有●建物:
所有●事業主体:株式会社生活科学運営

試食付き内覧会

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

■2:1の手厚い人員体制■看護師24時間常駐■初期償却0% ■機能訓練指導員常駐

■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）

■定員:3組6名　■参加費:無料

■会場:ライフハウス新所沢　■集合:西武新宿線「新所沢駅」改札
■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:クラーチ・エレガンタ本郷
■集合:現地（東京メトロ南北線東大前駅より徒歩1分）
■定員:先着3組　■参加費:無料（ランチ付）

■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13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

11/21（火）

11/28（火）　午前11:00〜

バスツアー(東京ディズニーランド)

安心と快適に包まれた穏やかな暮らし。
私たちが心をこめてサポートします

多摩川や富士山を臨む、明るく
開放感あふれるスカイリビング 最新の介護サポート機器を導入

し、20㎡を超える安全・安心・
快適な居室

つなぐカフェオリーブ

バスツアーにて記念撮影合唱団コンサートのようす
クラーチ・エレガンタ本郷外観

11/3（金）〜11/26（日）※水曜除く

12/9（土）12/12（火）1/10（水）1/24（水）（事前予約制）

11/12(日)　11:00～13:30 (予約制)

（事前予約制）11:00〜14:00　※その他の日程についてはご相談ください。

11:00〜14:00

納涼祭(花火大会)

直営食堂のお食事

午前11:00〜 
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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10月●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: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
:57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）

●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
が中心の八溝杉の木造づくりで、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、ゆったりと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

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、都心へのアクセスが便利な多世代
型のサービス付き高齢者向け住宅です。9月13日放映のNHK
「オイコノミア」では、高齢社会の解決モデルとして紹介されまし
た。※ゆいま～る高島平は、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。

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」の空き室
40戸をリノベーションしたサービス付き高齢者向け住宅「ゆいま
～る大曽根」がオープン、10月7日にオープン記念式典が行われ
ました。公社、自治会、1階のコミュニティスペース(2018.4オープ
ン予定)を運営する「わっぱの会」、入居予定者、それぞれの代表
から挨拶をいただき、わっぱの会による餅つきやちんどん屋な
ど、楽しく華やかな式典となりました。オープン前から、名古屋テ
レビ、東海テレビ、中日新聞、『週刊現代』などメディアにも注目さ
れてきたゆいま～る大曽根。これからは、地域の拠点として、全国
のモデルとして、高齢者の新しい住まい方を提案し、地域に根ざ
してまいります。※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。

■内覧会:毎週木曜日と土曜日に開催
■時間:10:30　14:00の2回（要予約）
■集合場所:大曽根併存住宅1階　ゆいま〜る大曽根フロント

■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。

■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　

内覧会セミナー&見学会

ぬくもりのある住宅フロント。お気軽にお訪ねください。

だんだんセミナーの様子

2017年10月1日
オープン！

  ゆいま〜る高島平　
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■だんだんミニセミナー　要予約
　11月18日（土）10:30〜12:00
　「フレイルを予防しよう!」
　（東京医療学院大学　保健医療学部リハビリテーション学科  准教授　吉井智晴さん）

■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。

団地の中庭で行われた「わっぱの会」によるもちつき

オープン記念式典のようす

ご当地キャラクター「おおぞねこ」

ちんどん屋さんが団地内を練り歩きます!



 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）

〈お知らせ〉年末年始は、12月28日（木）～1月4日（木）までお休みをいただきます。

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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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 

〒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
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●日時 :11月18日（土）13:30～15:00
●テーマ :　「相続川柳で楽しく相続を学ぶ」
●講師 :はちおうじ総務相談所 【行政書士】　長岡 俊行さん

「相続川柳」（東京堂出版）の著者である長岡俊行さんが、いつか誰もが直面する
相続や遺言についての心構えをわかりやすく解説します。

「最期まで自分らしく生きる」「自分で決める老後の住まい方」は当協会が発行している小冊子のタイト
ルですが、最近の月刊誌、週刊誌にも良く似たタイトルが登場しています。「自分らしい暮らしを自分で
決める」ことは共通の思いです。今号でも、下記のテーマでセミナーを開催します。奮ってご参加ください。

■会場 : 高齢者住宅情報センター東京
■定員 : 両日とも各35名  ■参加費 : 無料（要予約）

■高齢者住宅情報センター/移住促進センター共催企画 

                                      　　「人生100年時代を生きる」

●日時 :11月17日（金）13:30～15:00
●テーマ :　「人生100年時代の住まい」
●講師 : 高齢者住宅情報センター【大阪センター長】　
           米沢 なな子
　　　　　那須町移住者　佐々木 敏子さん
元気なうちに終のすみ家を決めることは大切です。
併せて、ご自身の生活設計を考えて栃木県那須町に
住み替えた佐々木敏子さんの実際の暮らしを伺います。

いつか誰もが直面する老後の住まいや遺言・相続の問題の心構えを楽しく学びましょう。
2日連続講座です。　（1日だけの参加もお受けします。）

秋の連続セミナー　

特 別 セ ミ ナ ー

■日程 :12 月5日（火）
　 「わが家は何からはじめたらいいの?～不動産の売り方まるわかり相談会～」
　講師 : 斎藤 忍さん・足立 亮さん　（三井住友トラスト不動産株式会社）

■日程 :1月17日（水）
　「知って得する」相続と遺言
　講師 : 岡本 弘之弁護士　（虎ノ門法律事務所　千葉支店　支店長）

　■時間 :13:30 ～15:00
　■場所 : 高齢者住宅情報センター東京
　■定員 :15 名
　■参加費 :500 円


