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老人ホームは嫌いでも、
避けては通れません。

子どもがいないＭご夫妻が、有料老人ホームへ
入りたいと相談に来られました。費用面では問
題ないのですが、
「私たちはサークル活動などが
苦手なので、仲間はずれにされますか？ 何もしな
ければ呆けますか？」と不安そうに聞かれます。
おひとりさまのＫ子さんも友達に「早くホームへ入
ったら、上げ膳据え膳でボケてしまうでぇ」と釘
を刺されたと。これ、間違いです。
お元気な間に入居する老人ホームは決して上
げ膳据え膳ではありません。食堂を使えば食事
の支度は不要になりますが、掃除、洗濯などの
家事をこなし、買い物に出かけたり、友達と会っ
たり、今までの生活と何ら変わりません。よくホ
ームへ見学に行ったら誰にも会わなかった、とい
う方がおられますが、普通のマンションと同じな
ので、サークルはありますが、皆が見える場所で
集まって何かしているわけではありません。介護

最近よく耳にするのは、子どもが「ひとり暮ら

施設では食堂などに集まってアクティビティをし

しは無理だろう」と老人ホームを探してきて入れ

ていますが、元気な方向けのイベントとは雰囲気

てもらったものの、周囲に認知症の人や重い介護

が違います。

状態の人が多く、気が滅入っているというご相談

自立で入居する高齢者住宅と介護が必要にな

です。介護が必要な方向けの高齢者住宅は圧倒

って入れてもらう介護施設を混同している人が大

的に数が多いので、子どもは訳が分からず“近い

勢います。そういう種類があることすらご存知な

から”
“手頃だから”という理由だけで選んでし

い方も。設備や仕組み、生活パターンも全く違う

まうことも多いのです。逆にしっかり24時間の見

のですが、
「老人ホーム」というひとくくりになっ

守りがある介護型が安心なのに自立型に入って

ています。

孤立してしまう方もおられます。

これは残念ながらマスコミの世界もそうです。

とかくマイナス面ばかりが取り上げられる高齢

「老人ホーム特集」は人気があるようですが、若

者住宅ですが、プラス面もたくさんあります。正

い編集者やディレクターは締め切りに追われて

しい知識がないと高齢者住宅選びは難しいもの

番組を作るので、できたものはちぐはぐなものが

だとつくづく思います。

少なくありません。高齢者住宅への関心が高まっ
ている中、極端に良いこと、悪いことではなく公
平な情報を提供してもらいたいものです。

高齢者住宅情報センター
大阪センター長 米沢なな子

茶屋町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.06-6375-8831

❶

高齢者住宅情報センター主催
見学会のご案内
〈 相談員が同行します 〉0120－352－350

★参加ご希望の方はご予約ください。

ランチ付き見学会（神戸市）
●介護付有料老人ホーム
（入居時：自立・要支援・要介護）

エレガリオ神戸

神戸海岸通の25階建タワーからの眺望は絶景。JR神戸駅からも
近く生活至便で都市型生活を楽しめます。ホーム内には温泉もあ
り、
自社運営で提供する食事も併せて豊かな毎日を送れます。
特別価格のプランも用意されています。詳細は情報センターにお
問い合わせください。

〈参加費用:1,000 円〉
4月23日（火）

日時：

午前11時にJR「神戸」駅 中央改札口集合

新規
開設

スカイラウンジ

● 開 設：2005年7月●居 室 数：一 般
居室121室 介護居室32室●居室面
積：45.4㎡～118.0㎡（一般）●入居
一時金：3,822万円～10,632万円●
月額費用：116,640円～●土地：所有
（一部借地）
・建物：所有●事業主体：
㈱ユーキャン・ライフパートナー

ランチ付き見学会（奈良市）
●サービス付き高齢者向け住宅
（入居時：自立・要支援）

グランドマスト奈良学園前

外観・食堂ともに完成予想図

閑静な住宅街に積水ハウスグループが4月にオープンした希少な
自立型。最寄りの学園前駅から大阪・奈良へ直通アクセスでき、
徒
歩圏内のエリアには利便施設が揃う環境。アクティブに過ごしな
がらも安心と安全の両面から丁寧なサポートを提供し、
単身・ご夫
婦など幅広いライフスタイルに対応しています。

〈ランチ代: 540 円〉
5月14日（火）

●開設：2019年4月●総戸数：68戸●居室面積：
37.45㎡～75.72㎡●月額 利 用 料：157,400円～
262,400円●敷金：月額賃料の3カ月分●土地・建
物：賃借●事業主体：積和グランドマスト㈱

日時：

午前10時30分に近鉄奈良線「学園前」駅 北改札口集合

ランチ付き見学会（吹田市）
●介護付有料老人ホーム
（入居時：自立・要支援・要介護）

ベルパージュ千里けやき通り

ロビー

医療機関・商業施設が充実し緑豊かな千里の地で、
関電グループ
としての安心・安全のもと入居者はゆったりと快適に過ごされてい
ます。北摂で自立から入居できる有料老人ホームは少なく、
常に満
室に近い状態なので、
この見学会はチャンスです。

〈ランチ代:無料〉
5月21日（火）

日時：

午前11時に阪急千里線「山田」駅 北千里方面改札口集合

新規
開設

●開設：2006年3月●居室数：一般居室69室 介護居室20室●
居室面積：36.10㎡～97.56㎡（一般）●入居一時金：2,583.7万
円～10,001.8万円(75歳以上）●月額利用料：147,420円～●土
地：貸借・建物：所有●事業主体：㈱かんでんジョイライフ

ランチ付き見学会（芦屋市）

●住宅型有料老人ホーム
（入居時：自立・要支援・要介護）

グランダ芦屋

居室イメージと完成予想図

JR「芦屋」駅から徒歩3分というアクセス抜群の場所に4月オ
ープンしたベネッセの住宅型有料老人ホーム。約20㎡～80㎡
とお二人入居可能な広めの居室も用意され、
自宅のような自由
な雰囲気の中、
安心感ある自分らしい暮らしができます。

〈ランチ代 : 無料〉
5月28日（火）

日時：

午前11時にJR神戸線「芦屋」駅 改札口集合

❷

●開設：2019年4月●居室数：66室●居室面積：20.1㎡～83.6
㎡●入居金：980万円～6,595.2万円（75歳以上）●月額費用：
172,800円～682,760円（1人）●土地・建物：賃借●事業主体：
㈱ベネッセスタイルケア

会員事業者の イベント・トピックス情報
名古屋市内に高級サ高住が誕生
「トラストグレイス白壁」

お申込み・お問い合わせは高齢者住宅情報センターへ。

0120－352－350

便秘でお悩みの方はご参加を
「腸活で健康寿命アップ！」

シニア事業に力を入れるリゾートトラストグループが名

有料老人ホームの専属ナースが女性や高齢者に多い

古屋市内の由緒正しい邸宅地「白壁」
に３月、
シニアレジ

便秘の悩みを少しでも解決するため、
腸の老化を食い

デンス
「トラストグレイス白壁」
を開設。1LDK～2LDKの

止める取り組みを紹介します。気になる方はお気軽にご

一般居室54戸と介護居室18戸で、
共用空間も充実、
レ

参加を。 ※セミナー後、有料老人ホームの見学ができます。

ストランの食事にもこだわる、
高グレードな施設です。名
古屋市内には自立向けの高齢者住宅が少なく、
富裕層
に好評なようだ。
●2019年３月１日開設
●資料が必要な方は
お問い合わせください。

●日程：５月15日（水） 午後２時～３時
●講師：塚本 ますみ（看護師）
●会場：介護付有料老人ホーム
ライフ＆シニアハウス緑橋
(大阪市東成区・地下鉄中央線
「緑橋」下車徒歩2分)

●参加無料
豪華なロビー

●事業主体：トラストガーデン㈱

●事業主体：㈱生活科学運営

セミナー付見学会 認知症予防セミナー
～見て、聞いて、体験する～

寝屋川にフィレンツェの丘誕生
ロングライフが高級有料老人ホームを

認知症のメカニズムと見分け方についてのセミナー
後、
運動指導士による予防取り組みの体験ができます。
ホーム見学と昼食後にセミナーがあります。
●主催：介護付有料老人ホーム アクティブライフ箕面（自立向け）
●日時：５月23日（木）、26日（日）

午前10時30分に地下鉄「千里中央」もしくは阪急「箕面」
への送迎あり。

自立型有料老人ホームが少ない京阪沿線沿いに今秋、
「ロングライフタウン寝屋川公園フィレンツェの丘」
が完
成予定。約9,000㎡の敷地に２階建て住戸が点在す
る。陽気で楽しいイタリアのフィレンツェをイメージして
いるそうで関心が高まる。
ご興味ある方は資料請求を。
●住宅型有料老人ホーム 60室（32.4㎡〜36.0㎡）

●講師：福田 佳幸 (介護福祉士)
●参加費：500円

完成予想図

●事業主体：㈱アクティブライフ

●事業主体：日本ロングライフ㈱

サ高住の健康予防サークルは新緑のノルディックウォーキング
自立向けのサービス付き高齢者向け住宅、
「ゆいま～る福」
ではハ
ウス西側の大野川緑陰道路で毎月１回、
藤川真司、
マスターズトレ
ーナーの指導の下、
ノルディックウォーキングを楽しんでいます。
これから新緑が映える季節、
一度「ゆいま～る福」
（木造3階建て）
を見学されませんか。
●見学会日程：4/9、4/25、5/7、5/23、
６/11、
６/27

いずれも 午前10時30分に阪神なんば線「福」駅 改札口集合

●参加費（ランチ・コーヒー付）
：500円

●事業主体：㈱コミュニティネット

❸

特別セミナー①

３つの秘策、不安を解消する老い支度

■日時: 4月24日
（水）午後2時～3時30分
さん
■講師:横田 憲人

老後を迎えても自分らしく、いきいきと充実した生
活を送るために、事前に不安を取り除くための方
法があります。身元保証、
ライフプラン、遺言、終末
期、死後事務、その後の相続まで、相続相談1200
件以上の経験を基にお話いただきます。

（一般社団法人いきいきライフ協会大阪代表理事）

■参加費:500円（賛助会員無料）

特別インタビュー②

高齢者住宅への入居適齢期は？

～有料老人ホームで10数年の施設長経験者に聞く～

心身ともに元気な間に住み替えようと考
えているものの、そのタイミングは早すぎ
ても、遅すぎてもホーム生活が難しいよ
うです。経験豊かな有料老人ホーム元施
設長に日々の生活や看取りまでのお話を
お聞きします。

■日時 :5月17日
（金）午後2時～3時30分
■講師 : 平山 香織さん（元有料老人ホーム施設長）
■参加費 : 500円（賛助会員無料）

特別セミナー③

知って得する ”家族信託” ～子どもがいなくても～

■日時:6月25日
（火）午後2時～3時30分
さん
■講師:泉井 亮太 （特定行政書士）
■参加費:500円（賛助会員無料）

最近よく話題になっている”家族信託”。遺言書や
成年後見ではカバーできない悩みを解決できま
す。具体例を元に家族信託のメリット、デメリット
を知り、考えてみませんか。

基礎セミナー

自分で決める高齢者住宅、選んでもらう介護施設

高齢者住宅への入居を自分で決めるには、適齢期があります。どのよ
うに考えて選択すれば良いでしょう。介護が必要になって選んでもら
う時もサービス内容や費用の違いを知っておきましょう。

■日時:5月8日
（水）
、
7月5日（金）
午後2時～3時30分

■参加費:500円（賛助会員無料）

※全て要予約、定員20名 いずれも会場は高齢者住宅情報センター（大阪・北阪急ビル7階）

「吉野グランダウス」を考える会
「歴史と自然の中に暮らす」吉野グランダウスの計画が進んで
います。多世代向けの木造平屋建ては設計が自由自在です。
個別の要望に合わせた住まいづくりに参加してみませんか。
３月３日の会合

■日時：５月10日
（金） 午後２時～３時30分
■会場：高齢者住宅情報センター
■ナビゲーター：伴 年晶さん
（一社）
コミュニティネットワーク協会理事

相談は一切無料
N

北阪急ビル7 階

LUCUA1100
JR 大阪駅

❹

大丸百貨店

ホ新
テ阪
ル急

有料老人ホームなど、高齢者住宅の入居相談・紹介窓口

0120-352-350

カラオケ

ヨドバシ
カメラ

一般社団法人コミュニティネットワーク協会

阪
急

梅
田
駅

阪急百貨店

TEL.06-6375-8830

06-6375-8831

FAX.

〒530-0012 大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル7階
メール korei-oo@kurashi-sumai.jp
ホームページ http://www.kurashi-sumai.jp

月曜日〜金曜日（土曜、日曜、祝日は休み）午前10時〜午後5時

