
つながる・ひろがる！

子どもから高齢者まで、さまざまな価値観を持つ人たちが、世代や立場を超え、
お互いの生活を尊重しながら、ともに支え合う仕組みのある「まち」づくり。
それが一般社団法人コミュニティネットワーク協会の提唱する「100年コミュニティ」です。
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10ハウスの｢ゆいま～る｣

2017年９月、ゆいま～る大曾根（名古屋市）が
オープンし、住居としての ｢ゆいま～る｣は計10
ハウスになりました。おかげさまでそれぞれの
｢ゆいま～る｣は各方面から高い評価をいただい
ています。
ゆいま～るシリーズは、当協会の理念である

「100年コミュニティ」を具現化するものです。
｢ゆいま～る｣をつくってきた（株）コミュニティ
ネットはこの度、ゆいま～るシリーズの専用ホー
ムページを開設しました（http://yui-marl .
jp/）。本誌でも何度か紹介していますが、（株）コ
ミュニティネットの高橋英與社長はゆいま～る
シリーズの開発や入居相談、運営等を“入り口”
としたコミュニティづくりを進めています。また、
そのようなコミュニティを日本とアジアで1000
カ所つくることを目標としています。専用ホーム
ページ開設もその目標の実現のためです。ゆい
ま～るシリーズの事業モデルを開示し、コミュ
ニティづくりに参加する意欲ある事業者や地域
プロデューサーに見ていただき、活用していた
だくのが目的です。

 つくり方・暮らし方を見ていきたい

｢ゆいま～る｣の開発にあたってＣＮ協会は、開
設予定地域ごとに、入居を検討している方や地
域住民の方とその地域での暮らし方や住まい方
を話し合う「つくる会」を開催してきました。こうし
た活動を踏まえ、「ゆいま～る」をどのようにつくっ
てきたのか、10ハウス目となったゆいま～る大曾
根の完成という節目に振り返ってみたいと思いま
す。また今は、開設後の ｢ゆいま～る｣で実際どの
ような暮らしをしているのか、それは「このように
暮らしたい」と願った暮らしと比べてどうなのか
を考えていく時期に来ているとも思います。
そこで、数回のシリーズで、“｢ゆいま～る｣のつ
くり方・暮らし方”を掲載したいと思います。会員
向けの記事であることは当然ですが、意欲ある
事業者や地域プロデューサーにも見ていただき、
1000カ所のコミュニティづくりにも寄与したい
と考えています。今号【その１】では、「部会活
動」と「看取り」をテーマに「暮らし方」について
報告します。部会活動については事務局、看取
りについては協会員でありゆいま～る那須にお
住まいの櫛引順子さんが執筆しました。

｢ゆいま～る｣の
つくり方・暮らし方

ゆいま～るシリーズ10ハウス目と
なったゆいま～る大曽根の開設を機
に、改めて「ゆいま～る」のつくり方・
暮らし方を検証し、コミュニティネット
ワーク協会（CN協会）の事業理念、今
後の取り組みについて皆さんと一緒
に考えていきましょう。

今年9月完成のゆいま～る大曽根

「高島平で暮らし続けるしくみをつくる会」 「町田小山ケ丘で暮らし続ける
しくみをつくる会」

シリーズ特集

その１
暮らし方

テーマ１：居住者の多様な活動
テーマ２：安らかな看取り
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充実のゆいま～る那須部会

表１をごらんください。今年11月で
開設から7年を経るゆいま～る那須
（栃木県那須町）の「100年コミュニ
ティ構成表」です。多くの部会のほか、
ハウス通貨の「ま～る券」や「森林ノ
牧場」ほか協力グループなどで100年
コミュニティを構成しています。
ゆいま～る那須では、暮らし方として
６つのコンセプトを持っています。“消
費から生産へ”“有形の安心から無形
の安心へ”“自然と共生する暮らし”“部
会活動”“共用棟の運営”“ワーカーズ
活動”です。部会のうち「農部会」は“消
費から生産へ”、「花と緑の部会」は“自
然と共生する暮らし”、「イベント部会」
や「図書部会」は“共用棟の運営”を実
現するものといえるでしょう。現在“ワー
カーズ活動”に対応する部会はありま
せんが、地域への配食サービスができ
ないかの検討なども進めてきました。

肝は「完成期医療福祉部会」

どの部会も重要ですが、医療・福祉面でのサ
ポート、仕組みづくりを考える上で重要なのが、
「完成期医療福祉部会」でしょう。ＣＮ協会の創
始者である神代尚芳医師が提唱されてきた概
念です。コンセプト“有形の安心から無形の安心
へ”を実現していく部会でもあります。この部会

は完成期医療福祉を学び、話し合う場であると
ともに、住民が安心して暮らせる仕組みづくりの
場であり、助けが必要な住民の方への対応につ
いて話し合う場でもあります。ゆいま～る那須で
は、要介護度が上がり、支援が必要になった住
民の方のサポートをどうするのかをこの部会で

参加型「部会活動」の推進こそ
より良き暮らしの要

｢ゆいま～る｣の暮らしで、最も特徴的なことは「部会活動」だと思います。世の中の多くの高齢者向
け住宅では、住宅運営側、もしくは住民の主催でさまざまな催しや部会があります。｢ゆいま～る｣で
はこのような催しや部会をとても大切にしており、暮らし方の核になっているといっていいでしょう。
特集テーマ1では、ゆいま～る那須とゆいま～る聖ヶ丘の暮らし方を部会活動から見ていきます。

イベント部会開催の餅つき

【表1】

花と緑の部会 外部ボランティアによる
ギターと歌うコンサート

テーマ１：居住者の多様な活動

那須１００年コミュニティ　構成表

ハウス通貨　ま～る
●食券として使用
●登録表に基づく使用
●森林ノ牧場で使用

入居者自主グループ
●自遊人倶楽部 ●パタカラ体操
●ラジオ体操グループ ●麻雀同好会
●喫茶ゆいま～る ●ショップま～る

外部の方々による教室･イベント活動
●書道教室 ●パドル体操 ●薬草料理教室
●いきいき音楽カフェ ●ドレミピアノ教室
●ギターと歌うコンサート ●和みのヨーガ
●ヴァイオリンとピアノのコンサート
●季節のイベント

100年コミュニティ協力グループ
※情報共有、雇用・人材・技術の提案・提供
●あい・デイサービスセンター那須
●森林ノ牧場
●NTTデータだいち

◆その他
パン販売 野菜販売 ヤクルト 生みたて卵
石焼き芋販売（11月～3月） ［2017年10月22日現在］

執筆●事務局

シリーズ特集 ｢ゆいま～る｣のつくり方・暮らし方

農部会
●野菜づくり、収穫祭を楽しみながら
イベント部会
● 季節の行事や共用棟での

催しの企画運営
完成期医療福祉部会
● 完成期に向けてのライフプランの

勉強会企画・開催、暮らしのサポート等

花と緑の部会
● ゆいま～る那須敷地内の植栽の

検討と実践
図書部会
●ゆいま～る那須図書室の運営管理
温泉部会
● 近くの温泉に部会で出かける

年1回温泉宿に宿泊する
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話し合い、ヘルパーの支援で埋められない時間
帯の支援を住民の持ち回りで行ったりしています。

楽しむことが重要

部会以外にも多様な活動があります。構成表
（表1）に入居者自主グループの活動が記載さ
れています。この中で開催頻度が極めて高いの
が麻雀同好会と朝のラジオ体操、パタカラ体操
です。パタカラ体操は、いつまでも自分の口で
おいしくものを食べられるようにと考案された
体操です。土曜日はちょっと面白い日です。毎週
「自遊人倶楽部」があります。ゆいま～る那須の
共用スペースに「自由室」という何に使ってもい
い部屋があります。そこに集まってそれぞれ思い
思いに遊ぶのです。数人で遊んでも、１人で遊ん
でも、何で遊んでもＯＫという面白い活動です。
また、土曜日の夜の食堂は「居酒屋」となり、通
常の食事ではなく、つまみが提供されます。楽し

むことは「元気」のためには何より重要です。

地域・外部との連携

地域との連携も重要です。特に外部講師を招
いての催しは盛んです。一押しを挙げると、春夏
秋冬実施している「いきいき音楽カフェ」です。
これは、ホスピスの経験が長い音楽療法士が
ピアノで音楽を奏でつつ、ホスピスで看取った
人々の思い出話などを合間に語り、楽しむと同
時に、聴く人が完成期のあり方について思いを
はせることがで

きるものであり、
とても ｢ゆいま～
る｣らしい催しで
す。地域の方々の
参加も定着して
きました。ゆいま
～る那須のほか、

2017年 10月　ゆいま～る聖ヶ丘イベントカレンダー
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

10:00 編み物の会 10:00 うた声サークル 12:00  あいクリニック送迎
予約締切り

10:00 アロママッサージ 10:00 ゆいま～る体操 14:00 書道を楽しむ会

14:00 お茶のみ会 14:00 健康麻雀 10:00 連光寺小来訪 13:30 あいクリニック送迎

16:30 C棟出会いの会 14:00 パンの日 17:00  一斉放送　

14:00 ギターコンサート

8 9　体育の日 10 11 12 13　 14

10:00 編み物の会 14:00 お茶のみ会 10:00 詩吟の会 14:00 入居者の会 10:00 ゆいま～る体操 ①10:00②10:45 
イキイキ体操

14:00 
フラワーアレンジメント

12:00  あいクリニック送迎
予約締切り

14:00 パンの日 13:30 あいクリニック送迎 14:00 A棟の会

14:00 健康麻雀

15 16 17 18 19 20 21

10:00 編み物の会 10:00 うた声サークル 12:00  あいクリニック送迎
予約締切り

10:00 連光寺小来訪 9:00迄に 資源集団回収 ①10:00②10:45 
イキイキ体操

10:30 認知症カフェ

14:00 お茶のみ会 14:00 健康麻雀 14:00 パンの日 10:00 ゆいま～る体操 14:00 書道を楽しむ会

13:30 あいクリニック送迎

22 23 24 25 26 27 28

10:00 編み物の会 9:30 詩吟の会 14:00 パンの日 10:00 ゆいま～る体操 14:00 オレオス体操

12:00  あいクリニック送迎
予約締切り

13:30 あいクリニック送迎

14:00 健康麻雀 14:00 暮らしの保健室

29 30 31

10:00 
フラワーアレンジメント

12:00  あいクリニック送迎
予約締切り

13:30 編み物の会 14:00 健康麻雀

【表2】

いきいき音楽カフェ
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ゆいま～る高島平（東京都板橋区）、ゆいま～る
中沢（東京都多摩市）、ゆいま～る聖ヶ丘（東京都
多摩市）でも実施しています。

地域連携盛んなゆいま～る聖ヶ丘

もう１つ、ゆいま～る聖ヶ丘の活動を見ていき
ましょう。前ページの表２はゆいま～る聖ヶ丘の
10月のイベントカレンダーです。健康麻雀や体
操など多くの催しがあります。毎日曜日の編み
物の会や月２回の月曜日のうた声サークルなど
は参加者が多い催しです。入居者の方の呼び
かけで実施してきているものです。地域連携が
盛んなことがゆいま～る聖ヶ丘の特徴です。｢ゆ
いま～る｣は地域に開かれており、かつ地域のコ
ミュニティづくりの拠点になることを目指してい
ますが、ゆいま～る聖ヶ丘はその好例といえるで
しょう。

小学校との連携

第１、３土曜日の書道を楽しむ会や月２回の
火曜日の詩吟の会では、地域の先生に来てい
ただいています。｢ゆいま～る｣のあり方に共鳴
していただいており、高名な先生に申し訳ない
ささやかな謝礼で来ていただいています。なか
でも最も特徴的なことは地域の小学校との連
携でしょう。聖ヶ丘には２つ小学校があります。
両者とも総合的な学習の時間等でゆいま～る
聖ヶ丘に来訪いただいています。10月にも連光
寺小学校の児童来訪が２回あ
りました。多世代であることは
100年コミュニティのとても大事
な要素であり、小学校との連携
は高齢者と子どもがともに豊か
になる機会だと思っています。

行政や関係機関との連携

また、行政やその関係機関と
の連携も活発です。毎月第３土
曜日に開催している「認知症カ
フェだんだん」は地域の方の参
加もあります。第４金曜日のオレ

オス体操は、通所介護「オレオス」のスタッフ
が来て介護予防・運動機能向上の体操をして
くださいます。ゆいま～る聖ヶ丘の至近にひじ
り館というコミュニティセンターがあり、そこも
｢ゆいま～る｣の入居者と地域住民の交流の場
になっています。そこで開催する介護予防体操
教室はゆいま～る聖ヶ丘のスタッフが月１回指
導に行っています。

「参加型」のために

ゆいま～る聖ヶ丘には70数名の入居者が暮
らしていますが、常時もろもろの催しに参加し
ている住民は10数名です。利便性の高い東京
都多摩地区にある集合住宅で、たびたびある催
しに入居者の過半数が出席するようではかえっ
て不自然だと思います。大事なことは、参加しよ
うと思えばできる場が多種多様に用意されてお
り、自分が何かをやりたいときはスタッフや他の
入居者が相談に乗ってくれるという安心感があ
ることでしょう。このことは ｢ゆいま～る｣が ｢ゆ
いま～る｣であるために必須であると思います。
予想されたことですが、「つくる会」で ｢ゆいま
～る｣をつくっていく過程を経験した方は、開設
後入居の方よりは参加の度合いが高いようです。
開設後に入居される方に「参加型」をどう伝え
ていくか、全「ゆいま～る」の課題です。考えてい
きたいと思っています。

認知症カフェだんだん（ゆいま～る聖ヶ丘）
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暮らし、見守り、見守られ
生き切り、逝った母
今夏、ゆいま～る那須で暮らしていた櫛引美智さんが亡くなられました。最期まで自分らしく生き旅立たれた
美智さんのゆいま～る那須での生活、そして容態の急変から逝去、友人たちに見守られるなかで執り行われた
ハウスでのお別れ会までの流れを、娘であり共同生活者であった順子さんが振り返ります。

テーマ2：安らかな看取り

参考になった隣人のお別れ会

今年８月10日、母・美智はデイサービスへ向かう車

の中で体調が急変。救急搬送され、搬送先の菅間
病院にて、同日午後３時47分、急性心不全で逝去し
ました。享年92でした。
母は「ピンピンころりで逝きたい」と常々話し、私は「本

人はいいかもしれないが、周りは迷惑」と返していました。
思い起こせば昨年４月、私と母がゆいま～る那須

に入居した数日後に隣の方が急逝されました。90歳

を越えて１人暮らしの男性でした。入居の挨拶に伺

うと、「男手が必要なときはいつでも言ってください」

としっかりとした口調で対応してくれました。前日ま
で食堂で食事をされていたそうです。
彼のお別れ会は、ゆいま～る那須の自由室で行わ
れました。好きだった音楽を流し、参列した入居者の
方々が献花。家族の方が故人のお人柄、暮らしぶり
を語る簡素で心癒される温かいお別れの会でした。

その様子を見て母は、「私もあれがよい」と言いました。
入居時にいただくライフプランに記入する際、葬儀

の参考にさせていただきました。母からは「お棺に掛

けてほしい」とパッチワークの壁掛けと、「葬儀で流し
てほしい」と音楽テープを預かりました。バッキー白
片のハワイアンと宮城道雄の「春の海」でした。

東京にいた頃よりも楽で安心

不便も覚悟のうえで入居を決めたゆいま～る那
須でしたが、送迎車「ゆいま～る号」の利用で病院
への通院や買い物は東京にいたころより楽になりま
した。ハウス内の催しは、音楽カフェ、喫茶「ゆいま
～る」、映画会、居酒屋と多彩で、人との交流の機会
も増えました。私の友人も入居しており、母とも旧知

の仲でしたのでそれも大きな安心となりました。
入居して半年が過ぎた頃、フロントと相談をし
て母の要介護認定の申請をしました。「１人で『ゆ
いま～る号』に乗って出かけたい」が母の希望でし
た。その後要支援１に認定され、デイサービスの
利用を検討することになりました。リハビリができ
るデイサービスを条件に事業所を見学し、今年
２月から「おひさまデイサービス」に毎週木曜日、
送迎付きで通い始めました。マッサージを受け、
機械を使って体操をし、昼食を食べて帰る半日の
利用です。外出プランにも力を入れているところで、
３月には道の駅「那須の与一の里」へ出かけ、つ
るし雛を見て、お菓子など買ってご機嫌で帰ってき
ました。「良いときに行き始めた」と喜んでいました。
６月にデイサービスで母の誕生会がありました。大
きなケーキを前に嬉しいそうにほほ笑む母のステキ
な写真を記念にいただきました。「良い写真をもらっ
た。遺影にちょうどよい」と、２人で話し合いました。通
夜、お別れ会ではその写真を使うことになりました。

ルールを決め、親子で共同生活

母は北海道出身で、10代のときに母親、兄、妹
と共に上京。幼くして父親を亡くし、祖父母、叔父
のところで育ったそうです。母は顔の右額から目
の周りに生まれながらのアザがありましたが、化
粧でそれをカバーし、おしゃれのセンスを磨き、
アザを気にさせないように生きてきたのだと思い
ます。人に後ろ指をさされないよう、ルールを守り、
注意深く暮らした人でした。
私は若い頃、母がアザを隠していることが父と
の問題に蓋をして生きていることと重なると、母に
反発しました。そのこともあり、就職を機に家を出

執筆●ゆいま～る那須　櫛引順子

櫛引美智さん

シリーズ特集 ｢ゆいま～る｣ のつくり方・暮らし方
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て友人と共同生活を始めました。当時は共同生
活をすることが流行っていて、私も高校の友人と
暮らしたり、一軒家を数人で借りて暮らしたり、
いろいろな暮らし方をしました。
母と再び暮らすようになったのは、平成元

（1989）年からです。当時、私は１人暮らしをして
いました。母も離婚してパート勤めで１人暮らし、
弟は就職して関西に行っていました。正月に私が
風邪で寝込んでしまったとき、母も不調だったこ
とを知り、改めて一緒に住むことを提案しました。
親子ですが共同生活者として家事やお金のルー
ルを決め、２人の暮らしが始まりました。
その後、母は生活科学研究所の生活コーディ
ネーター養成講座を受講。60歳を過ぎてから大
阪のシニアハウス江坂で正社員として働くことに
なりました。そして私も生活科学研究所へ転職
し、一緒に大阪で働くことになりました。
仕事をともにすることで、母の仕事場での有能
さを知ることになります。几帳面で丁寧な仕事ぶ
りでした。住み込みの生活コーディネーターは大
変そうでしたが、やりがいのある仕事を得て、給
料を自分の裁量で使えることもうれしかったよう
です。私の友人が大阪まで来てくれて一緒に食事
をしたとき、テーブルいっぱいに注文の品を並べ
て、嬉しそうにもてなしてくれたことを思い出します。
そういえば今年の春、母は２回のお花見をしま
した。デイサービスとゆいま～る那須のお花見で
す。デイサービスのお花見では南湖団子を３箱
買って帰って来ると、「すぐ渡しに行く」といって
旧知の友人を訪ねました。うれしそうで満足そう
な笑顔でした。「友達は大事にしなさい」と母から
言われたのはこの頃です。人を喜ばせること、人
前に出るときは身支度を整えて、工夫を重ね、き
ちんとすることを貫いた母でした。

自由室で行ったお別れ会

デイサービスへ行くための準備は、数日前から
始めます。最後となった日も２日前には身体マッ
サージを受け、当日着ていく服をいくつか並べて
いました。前日は私も少し手伝って髪洗し、当日は
選び抜いた服を着て「靴下は黒」としっかり指定。

化粧を終え迎えの車を待つ間、「眼鏡、補聴器、入
れ歯」と自分で指さして確認。髪は１週間前、デイ
サービスでカットしてもらったばかりでした。
その日、デイサービスの送迎車を見送ってから
30分が過ぎた頃、車を運転していたスタッフから
母の容態の急変を告げる一報が入りました。す
ぐフロントへ連絡を入れ、入院準備をして搬送
先が決まるのを待って、ハウス長とともに病院に
向かいました。病院に着き、東京に住む弟へ連絡
すると、仕事で上野に向かっているとのこと。仕事
をキャンセルして来てくれました。
医師から「危ない」と告げられ、「今日、明日で
すか？」と聞き返すと「数時間です」といわれまし
た。母とは「延命治療はなし」の確認をしていまし
たが、私は驚き、慌てました。
弟が到着して間もなく、母は息を引き取りまし
た。その日は木曜日で翌11日は祝日。12日の土曜
日に通夜、13日の日曜にお別れ会をゆいま～る
那須の自由室で行いました。

しっかり後ろ姿を見せて逝った母

今思い返すと、私が母をゆいま～る那須へ連れ
て来たように思っていましたが、母がいたから、
母に背中を押してもらったからこそ那須に来られ
たのだと思うようになりました。母は「おひとり
様」の私を心配していたのだと思います。友人が
いて、生活コーディネーターがいて、いろいろな集
まりがあるゆいま～る那須での暮らし、緑豊かな
環境に安心したのだと思います。
お別れ会の前に、私は母の化粧直しをしました。ア
ザが見えていたので、ファンデーションを塗り、粉をは
たいて目立たなくしました。化粧をしない私ですが、母
が「見せたかった姿」は大事にしたいと思いました。
母との暮らしの中で喧嘩もしましたが、母が好きな

もので私も楽しめるものを探し、逆に私の好きなもの
に付き合ってもらったり。コンサートに出かけ、おいし
いものを食べに行ったりと楽しい時間を一緒に過ご
しました。母を見守り、母に見守られたのだと思います。
母はしっかり後ろ姿を見せて逝きました。私も友

達を大切にし、ハウスのみなさんに見守られ、見
守って、笑って生きていきたいと思っています。合掌。
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ピードモント・ガーデンズ
米オークランドのＣＣＲＣを訪ねて

先達に
学ぶ

ＣＣＲＣとは
ＣＣＲＣ（Continuing Care Retirement 
Community）は、自立から要介護までの状態
の変化に対応するように配慮された住宅群です。
ここ20年ばかりの間にアメリカで急増しており、
全米で70万人あまりが居住しているといわれま
す。
ＣＣＲＣが広がるようになった背景には、半

世紀ほど前から創られたサンシティをはじめと
する退職者コミュニティが、もっぱら元気な高
齢者を対象とし、介護への配慮に欠けていたこ
とへの反省があるようです。

ピードモント・ガーデンズの特徴
私は、2017年７月末にサンフランシスコで開
催された国際老年学会に出席した折に、古くか
らの友人であるアメリカ人学者夫婦が暮らすＣ
ＣＲＣを見学し、ゲストルームに１泊する機会を
得ました。
ピードモント・ガーデン（以下、ＰＧ）は、サン
フランシスコの対岸、オークランドの閑静な住
宅街にあります。退職者コミュニティの多くは街
からかなり離れた場所にあるのが普通ですが、
ここは徒歩圏内にブティック、スーパー、レスト
ラン、カフェ、寿司屋などがそろっているのが魅
力的です。
ＣＣＲＣには、営利企業の運営するものと非

営利団体の運営するもの、宗教色の濃いものと
そうでないものとがあります。ＰＧは、非営利、
無宗派組織であるヒューマングッドが所有管理
しています。同組織は、全米各地に18カ所のＣ
ＣＲＣを展開しています。
ここには、自立型、アシステッドリビング（軽
介護対象）、ヘルスセンター（重介護対象）、メ
モリーサポート（認知症対応）があります。それ

ぞれの戸数は、自立型173、アシステッドリビン
グ58、メモリーサポート16、ヘルスセンター88床
（２人部屋だが、目下、個室化を進めている）。
現在の入居者は、自立型195人、アシステッド
リビング53人、メモリーサポート14人、ヘルスセ
ンター71人。
入居者の平均年齢は、約88歳。入居時の平
均年齢は83歳、もっとも若い入居者は62歳です。

いくらかかるのか
国際老年学会で、ＣＣＲＣに関するシンポジ
ウムに参加した際、聴衆の１人が、「ＣＣＲＣに
入れるのはほんの一握りの金持ちだけだ」と
語っていましたが、費用はいくらなのかは気にな
るところです。
費用には入居時に支払う一時金と毎月の経

費とがあります。それぞれ部屋の広さや入居人
数によって異なります。
１ＬＫ（１寝室、居間、台所）は、約50平米、入

居金は14万～18万ドル。２ＬＫは約70平米、入
居金は、18万～24万ドル。アシステッドリビング
は25～33平米、メモリーサポートは26平米で、
ともに入居金は約４千ドル。
入居後、44カ月以内に退去または死亡した
場合には、未償却分（入居金の88％）を日割り

取材・文／袖井孝子（コミュニティネットワーク協会会長）

ピーモンド・カーデンズ外観
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計算した額が払い戻されます。入居者が資産を
使い果たした場合には、慈善ファンドと呼ばれ
る支援システムがあるそうです。
月額利用料金は、１ＬＫで１人約４千ドル、２

人約５千ドル、２ＬＫで１人約５千ドル、２人約
６千ドル。アシステッドリビングとメモリーサポー
トは原則１人で、毎月６千～１万ドルかかります。
毎月の利用料金には、食事（２～３食）、家事
サービス、室内外の保守、24時間警備および
緊急呼び出しシステム、トレーナー常駐のジム、
ＰＴ（理学療法士）常駐のリハビリ室、レクリ
エーションや講演会への参加および観劇や音
楽会などの外部行事に出かける際の送迎など
が含まれます。

日本人入居者へのインタビュー
入居者には日本人や日系人もたくさんいます。

日本人の方３人にＰＧでの生活についてお話し
を伺いました。
Ｍさん。女性。東京都出身。アメリカ人と結婚
して50年前に渡米。17年前に夫を亡くし、１人
暮らしをしていたが、体調を崩したので、サンフ
ランシスコに暮らす娘がＰＧを見つけてくれた。
入居して半年なので、まだ慣れているとはいえ
ないが、住み心地が良く、満足している。
Ｓさん。女性。津田塾大学を卒業後、フルブラ
イトの前身であるガリオア奨学金で1951年に
渡米。カリフォルニア州のミルスカレッジという
お嬢さん学校に入学。当時、占領軍は、アメリカ
民主主義を学ばせるために400人の日本の若
者を全米各地に送り込んだとのこと。1958年に
結婚して、アメリカに永住。夫と死別後、13年半

前にＰＧに入居。高齢にもかかわらずとても元
気で、自ら創作し、コンニャク体操と名付けた
柔軟体操を披露してくれた。
Ｊさん。男性。大学卒業後、旅行会社の通訳
をしていたが、誘われて日本航空に入社。２年
間休職して、渡米し国務省の通訳を務めるうち
に、アメリカ人女性と結婚。一時、日本に帰国し
たが、アメリカの日航勤務を命じられ、ニュー
ヨークの全米本部に15年間勤務した後に退職。
妻の出身地であるサンフランシスコに転居し、
夫婦でＰＧに入居し、ともに14年間暮らしたが、
２年前に妻は他界した。ゴルフとダンスが趣味
だが、最近バンジョーも習いはじめ、入居者バン
ドに参加して演奏を楽しんでいる。
いずれも、日本の高齢者に比べると、元気溌
剌で、社交的。私が日本に帰った後も、手紙や
メールで連絡をとりあっている。

日本への示唆
近年、内閣府まち・ひと・しごと創生本部を中心
に、日本型ＣＣＲＣの創設が試みられています。
Ｊさんが送ってくれたシニアハウジングニュース
８月24日号によると、今後、ＣＣＲＣは介護に
もっと重点を置くべきであるとされ、ヒューマン
グッドのＣＥＯであるＪ．コックラン氏は、画一
的なサービスからの脱却が必要であり、ＣＣＲ
Ｃは変革の時期にさしかかっていると述べてい
ます。
元気高齢者の移住が狙い目の日本型ＣＣＲ

Ｃですが、多くの人が不安感を抱いているのは、
人生の最終段階における医療・介護です。最期
まで安心して暮らし続けられることの保証が日
本型ＣＣＲＣにも不可欠ではないでしょうか。

トレーナー常駐のジム

元日航職員のＪさん
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高齢者住宅情報センター東京からのお知らせ
あなたも100歳まで生きるかもしれない……。最後にあわてる？ それとも元気
なうちに準備する？　人生100年時代を生きる　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。

■秋の連続セミナー
「人生100年時代の住まい」
●日程：11月17日（金）　13:30～15:00 

●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

「相続川柳で楽しく相続を学ぶ」
● 日程：11月18日（土）　13:30～15:00

● 講師：長岡俊行さん（行政書士　はちおうじ総務相談所）
＊いずれも
● 場所：高齢者住宅情報センター東京
●定員：35名（お申込み先着順）要予約
●参加費：無料

■特別セミナー
「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～」
●日程：12月5日（火） 
●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）
「『知って得する』相続と遺言」
● 日程：1月17日（水）
● 講師： 岡本弘之さん

（弁護士　虎ノ門法律事務所千葉支店長）
＊いずれも
● 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

高齢者住宅情報センター大阪からのお知らせ
■基礎セミナー
「高齢者住宅の住み替えに必要な基礎知識」
●日時：11月29日（水）、12月25日（月）いずれも14:00～15:30

●講師：藤原真悟さん（高齢者住宅情報センター　相談員）
●参加費：500円

■特別セミナー
「今から備える医療・介護・相続のお金の話」
●日時：12月５日（火）　14:00～15:30

●講師：獄元敬介さん（マニュライフ生命保険株式会社）
●参加費：無料

■おしゃべりサロン
「町なかに住み続ける、地方に移り住む、という選択」
鳥取県湯梨浜町（ゆりはま）の暮らしを聞きながら、一緒におしゃべり
しませんか。　※湯梨浜のお菓子付きです。
●日時：11月21日（火）、12月８日（金）　両日とも①10:30～／②14:00～
●ナビゲーター： 川﨑浩子さん

（生涯活躍のまち移住促進センター相談員）

移住促進センターからのお知らせ
■岡山県奈義町体験ツアー
　「あなたの『楽しい』を見つけよう！～やさしい暮らし体験ツアー～」
●募集対象：奈義町への移住に関心のある人 

●日時：11月25日（土）・26日（日）1泊2日
● 定員：10名
●参加費：15,000円
● 申込〆切り：11月10日（金）
●申込先： （株）シモデンツーリスト本社営業所

℡．086-224-8811　Fax．086-232-4220

http://www.shimoden-tt.co.jp

■「ゆいま～る那須２」をつくる会
旧朝日小学校跡地（ゆいま～る那須から車で５分程度）に介護中心のゆ
いま～る那須２や多世代型のシェアハウスを新設する予定です。コミュニ
ティカフェ、市場など教室利用にご興味のある方もご参加ください。ゆいま
～る那須の空室の説明も行います。
東京開催 ●日時：12月15日（金）14:00~16:00

  ●場所：高齢者住宅情報センター東京
那須開催   ●日時：12月13日（水）14:00~16:00

  ●場所：ゆいま～る那須食堂
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※【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。

編集だより　18歳で投票可能になった初めての衆院選。投票率は53.68％。
普通選挙実施と女性の参政権が認められた時の喜びを熱く語り、１票の大
切さを教えてくださった先輩たちも少なくなった。自民圧勝が戦争への道につ
ながらないことを願う。（近山恵子）


