
銀 座 通 信銀 座 通 信

1

けば、おのずと選択肢は絞られていきます。
セミナーでは、高齢者住宅の種類やしくみな
ど基礎的な内容を繰り返しお伝えしています
が、一番大事なことは知識を持つことではな
く、その知識を生かしてどんな暮らし方を選
び取るかということなのです。
　「高齢期の暮らしに必要なことの3本柱」を
ご存じですか。それは、①キョウヨウ②キョ
ウイク③チョキンだそうですが、教養でも教
育でも貯金でもなく、「今日、用事がある。今
日、行くところがある。筋肉を貯える。」とい
うことだそうです。出掛けたり、役割のある
生活は、適度な緊張感や充実感を伴うもので
はないでしょうか。そのためには、体力も必
要ということですね。高齢期の住まい選び
は、気力・体力・判断力の充実している時に!
皆様からのご相談をお待ちしています。

(高齢者住宅情報センター　東京センター長
　　　　　　　　　　　　　　久須美 則子)

2018年8月1日

高齢期の暮らし方の選択
　　　～高齢者住宅への入居を考える

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
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　高齢者住宅情報センターでは、「高齢期は自
立のとき。人生100年時代を生きる　新終活
学校」と題して、高齢者住宅への入居を検討
している方を対象にセミナーを開催していま
す。内容は、高齢者住宅の種類としくみ、入
居にかかる費用と生活設計、高齢者住宅の選
び方のポイントが中心です。
　参加される方の大半はご自身のために必要
な情報を集めることを目的としています。セ
ミナーに参加する動機はそれぞれに違うもの
の、①親の介護を経験したので、子どもには
同じ苦労をさせたくない。②夫の死を機に、
高齢者住宅への住み替えを考え始めるように
なった。③ずっと一人暮らしで家族はいな
い。老後は、高齢者住宅に入ると決めていた。
　来場者の声の大半は、この3種類にまとめ
られるでしょう。また、多くの方が、有料老
人ホームやサービス付高齢者向け住宅の資料
を取り寄せて見学をするなど、具体的な行動
を開始しています。入居の検討に必要な情報
を集め、費用はどれだけ必要か、それは入居
が可能な範囲なのか。自分の希望に合ってい
るのだろうか、そこは安心して入居を決める
ことができるのかを真剣に考えているのです。

　情報センターのセミナーで大事にしている
ことは、考え方の道筋を整理する視点を明ら
かにすることです。そのためには、誰と、ど
こで、どのように暮らしたいのか。費用はど
のように賄うのか、入居の時期は元気な時か、
介護が必要になってからなのか自分の考えを
整理することです。その軸に沿って選んでい



ランチ付き見学会

ランチ付き建物見学会

ランチ付内覧会

●住宅型有料老人ホーム・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&シニアハウス湘南辻堂

ウエリスオリーブ東村山富士見町

クラーチ溝の口

2018年3月に新規開設したホームです。自立型（ライフハウス）と介護型（シ
ニアハウス）の併設ホームになります。元気な時は自立型の居室で今までの暮
らしをそのままに過ごせます。最新新築マンションと同様の設えと同時にホー
ムならではの安心、安全の仕組みが備わっています。介護が必要になった時に
は併設する介護型の居室への住みかえが可能。24時間365日介護スタッフが
ケアをします。また認知症や終末期まで対応します。

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「ウエリスオリーブ東
村山富士見町」は自立の方から要介護5の方までご入居いただけます。365日看護師常
駐、協力医療機関と連携、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。現在、体験宿泊も可能ですのでぜひ、快適と安心の時間をお試しください。

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。

●開設:2018年3月1日●居室数:78室(自立型:47室介護型:31室)●居室の広さ:自立型:38.58m²〜61.26m²介護型: 
18.88m²〜19.85m²●入居時費用:自立型3,120万円〜5,060万円(入居一時金方式、70〜85歳価格)※年齢別入居一時
金を設けています。86歳以上、65〜69歳別途プラン有その他支払いプラン有介護型:1,050万円(一時金方式)月払い方式
有●土地:所有●建物:所有●事業主体:㈱生活科学運営

●開設:2018年5月1日●居室数:85室●居室の広さ:20.28〜41.40㎡●入居時費用:敷金124,000〜337,000円仲介手数料66,960〜181,980円●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: 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:2,410〜6,610万円　●土地:賃借
●建物:所有●事業主体:株式会社クラーチ

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

■会場 :ライフ&シニアハウス湘南辻堂
■集合 :JR東海道線「辻堂」駅東改札
■定員 :10組　■参加費 :無料

■会場 :「ウエリスオリーブ東村山富士見町」
　　　　　東京都東村山市一丁目13番地21

■集合 :11:00「ウエリスオリーブ東村山富士見町」現地
■時間 :11:00～14:00(予定)

■定員 :各日2組　■参加費 :無料

■会場:クラーチ溝の口 ※JR南武線「津田山駅」徒歩4分

■集合:現地※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

つなぐカフェ　

ラウンジで談笑されるご入居者

■9/6（木）　10:30〜（事前予約制）

■8/20（月）～9/20（木）　※ご都合のよい日をお知らせ下さい。

■10/17（水）　午前10:30

ホーム外観

居室イメージ　

納涼祭(花火大会)

バスツアー(東京ディズニーランド)
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0120-352-350



●開設:2017年10月●居室数:70戸●居室広
さ:49.95㎡●入居時費用:月額払い63,600
円～77,000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）●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

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。徒歩圏内にスーパー、公
園、病院、在宅医療センターなどもあり周辺環境は抜群です。地
域と連携し元気な時も、もしもの時にも安心して暮らし続けてい
ただける住まいを目指しています。
※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。

元気なうちに、いざという時に備えて住み替える高齢者住宅。
いざという時、頼れるスタッフがそばにいつつ、アクティブに暮ら
しやすい環境です。

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」は2017年10月に第1期
が40戸、2018年7月1日に第2期が30戸オープンし、合計70戸
のサービス付き高齢者住宅として、メディアにも取り上げられ、ま
すます注目を集めています。是非見学会にいらして下さい。

■見学会:毎日
■時間:10:30　13:00　15:30の3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1,200m）
　◆バス停「多摩南部地域病院」下車、徒歩2分（約160m）

見学会　

見学会　

見学会

見学会

フロント。お気軽にお訪ねください。

  ゆいま～る高島平　

●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

●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　
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、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20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？

■体験利用 ※ゲストルーム利用
ゲストルームに宿泊して、木のぬくもりのある住宅を体験していた
だきます。毎週土曜日は、食堂が居酒屋風メニューになるので、お
すすめです。お酒を飲む方も飲まない方もお気軽にどうぞ!

　■以上はお電話にて、ご予約を受け付けております。

ランチ付き見学会他　

ぬくもりのある住宅

■ランチ付き見学会 ※ランチ代540円
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■見学会　随時開催中・要事前予約
徒歩圏内にスーパー、郵便局、バス停、図書館があり、緑と人通
り豊かで暮らしやすい環境です。個別の見学も随時承っておりま
すので、お問い合わせ下さい。
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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
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　～新終活学校　高齢期は自立のとき。～
高齢者住宅情報センターセミナー　

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。
講師にファイナンシャルプランナーを迎え、高齢者住宅選びに必要なポイントに加え、
費用について考えます。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。

■日程 : 8 月8日（水）
「高齢者住宅への住み替え」×
　「生命保険会社のFPが語る、最近の生命保険加入傾向と対策」
講師 : 久須美 則子（くすみのりこ）( 高齢者住宅情報センター東京センター長）

　　　反田 勝也（そりたかつや）さん（第一生命保険株式会社 FP コンサルティング部副部長 ( チーフFP)

■日程 : 9 月13日（木）
「高齢者住宅の費用としくみ」×
　　　「介護は自助努力で! 今から考える介護保険の現状」
講師 : 久須美 則子（くすみのりこ）( 高齢者住宅情報センター東京センター長）

　　　反田 勝也（そりたかつや）さん（第一生命保険株式会社 FP コンサルティング部副部長 ( チーフFP)

■日程 : 10 月16日（火） 
「ここまできました! 90歳でも加入できる保険で相続対策進行中!」

講師 : 反田 勝也（そりたかつや）さん（第一生命保険株式会社 FP コンサルティング部副部長 ( チーフFP)

■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


