つ な が る・ひ ろ が る！
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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。

2017

おぶさった背から

深い眠りへと落ちていった

あの

ゆだねかた。

いま なんの助けがあれば

あんな黄金の了解が得られるのだろう。

木坂涼「おぶさった背から」より

思潮社「木坂涼詩集」所収

地域創生の核、地域プロデューサーを増やそう! ——

p.2

3月18日開催のプレフォーラム報告 地域プロデューサーの役割を再確認

会員の窓 地 域事 業体との連 携でつくる
ゆいま〜る恋々 第10回 和知 忠男 —— p.8
生 活者のための大 型コミュニティ拠 点も整 備 —— p.7
「ゆいま〜る大曽根」
（名古屋市）
今秋開設予定!

回 を 重 ね 、５ 月に第５回養成講座を開催

地域創生の核、
地域プロデューサーを
増やそう！
５月 20 日から５回目の「地域プロデュー
サー」養成講座が開催されます。過去４回の
開催で 100 人もの方が地域プロデューサー
になりました。多くの方が地域で活躍してい
ます。株式会社コミュニティネットの事業に
参加された方もいます。今年も多くの方に参
加いただくことを願い、去る 3 月 18 日、東
京家政学院大学（東京都千代田区）でプレフォーラムを開催いたしましたので報告します。
なお、地域プロデューサー養成講座の募集は４月 21 日が締切日でしたが、まだ参加申し込みは
可能です。会員はもちろんお知り合いの方々の参加も、大歓迎です。お待ちしています。

３月 18 日開催のプレフォーラム報告
地域プロデューサーの役割を再確認
まち・ひと・しごと
創生本部事務局からのエール

理由として、2013 年に元総務大臣の増田寛也氏
が代表を務める日本創生会議が「地方消滅」を

プレフォーラムでは、当協会の袖井孝子会長、

唱えたことに触れ、高齢化の進展と人口減少の

会場をお貸しいただいた東京家政学院大学の廣

推移についてグラフを示して説明。地方創生の

江彰学長の挨拶のあと、地方創生本部 まち・ひと・

取り組みについては、施策メニュー整備や戦略

しごと創生本部事務局の大島一博次長にお話を

策定が終了し、本年度から本格的な事業展開の

いただきました。大島次長は地方創生本部の設立

段階に入っていることを強調されました。

袖井孝子コミュニティネットワーク協会会長

廣江彰・東京家政学院大学学長
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大島一博・地方創生本部
まち・ひと・しごと創生本部事務局次長

また、同事業を成功させるためには「情報」
「財

「ＣＣＲＣ」の説明では、米国のＣＣＲＣについ

政」「人材」が必要であるとしたうえで、各施策

て歴史や現状を解説したうえで、
「日本版ＣＣＲ

について説明されました。事業の目標はそれぞ

Ｃとは何なのかがわからない、わからない言葉

れあり、「まち」は 150 の市長村が立地適正化

は使わないほうがいいのでは」との意見を述べ

計画の作成をすること、
「ひと」は平成 27 年度

られました。広大な土地に元気な高齢者向け住

に 12 万人であった東京圏への転入超過人口を

居とケア付き住居があって住み替えが可能、元

２万人に減らすこと、
「しごと」は地方での若者

気な高齢者向けにゴルフ場を設置――といった

雇用を 30 万人創出することです。東京圏への

米国のＣＣＲＣでよく見られる姿は、日本に持っ

人口流入を減らすには地方のまちが魅力的でな

てこれるものではないとも話されました。

いといけない、雇用の創出のためには働き方も

「地域包括ケア」については、医療・介護・予

変える必要があり、国も支援するがそれらはそ

防が花を咲かせるにはその土台である土への養

れぞれの地域がやるべきことであり、地域プロ

分が十分でなければならないことを、国が地域

デューサーの役割はとても大きいと期待を述べ

包括ケアの説明でいつも使うわかりやすい絵（図

られ、話を締めくくりました。

表１）を使って説明されました。

基調講演「生涯活躍のまち
／ＣＣＲC ／地域包括ケア」
明治大学理工学部建築学科・園田眞理子教授

地域包括ケアシステムの捉え方

○ 地域包括ケアシステムの５つの構成要素（住まい・医療・介護・予防・生活支援）をより
詳しく、またこれらの要素が互いに連携しながら有機的な関係を担っていることを図示した
ものです。
○ 地域における生活の基盤となる「住まい」「生活支援」をそれぞれ、植木鉢、土と捉え、
専門的なサービスである「医療」「介護」「予防」を植物と捉えています。
○ 植木鉢・土のないところに植物を植えても育たないのと同様に、地域包括ケアシステムで
は、高齢者のプライバシーと尊厳が十分に守られた「住まい」が提供され、その住まいにお
いて安定した日常生活を送るための「生活支援・福祉サービス」があることが基本的な要素
となります。そのような養分を含んだ土があればこそ初めて、専門職による「医療・看護」
「介護・リハビリテーション」「保健・予防」が効果的な役目を果たすものと考えられます。

地域包括ケア
実現に向けて
地域にもっと養分を！
出典：平成２５年３月 地域包括ケア研究会報告 「地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点」

（図表１）

続いて、明治大学理工学部建築学科の園田眞

医療も介護もそれぞれしっかりした制度があ

理子教授の基調講演が行われました。演題は「生
涯活躍のまち／ＣＣＲＣ／地域包括ケア」です。
最初に「生涯活躍のまち」 の意義 ・ 課題を 、

るが、その制度を適正に運用するためには土台
が必要です。土台とは「住まい」と「住まい方」

「生涯」「活躍」「まち」の３つの言葉に分けて解

のことです。土台である住まいと住まい方を支

説されました。「生涯」と一言でいってもわずか

えるのは家族であり地域社会ですが、それがや

50 年前に比べて寿命は約 1.5 倍延びている、し

せ衰えている。一方、土台を支えるためのお金

かも女性では子育て以後の期間が約３倍に増え

を投入する力は行政にはない、
ＮＰＯ・自治会・

ており、それをどう生きていくのかの見本がな

老人クラブ等の地域資源を使って各地域で創意

い。「活躍」についても世代によって働く機会が

工夫をしてください、というのが地域包括ケア

得にくかったり引く手あまただったりで、世代

の基本的な考えです。

間の違いをいっしょくたにした議論はできない。

ＮＰＯ・自治会・老人クラブ等が生活支援や

また、
「まち」は各地域でさまざま。
「生涯」
「活躍」

福祉の機能を担っていくことが制度としては世

「まち」という言葉には、ひとつずつ深い意味が

界一整っている医療や介護を活かしていくこと

あると説明されました。地域プロデューサーは

になる、創意工夫で土台を支えるには地域福祉

そのことをよく考える必要があり、特にまちの

と地域経済の循環、自分のよく知っているとこ

個別性をどう理解するかが重要です。

ろでお金が回るということが必要である、との
−3−

あなたが輝くために
日本版ＣＣＲＣ
第一人者が語る

話しでした。日本は医療・介護・子育て・就労
支援などでお金をけっこう使っています。こう
したお金を地域の中でうまく使うことが重要で
あり、医療・介護・子育て・就労支援などの支

松田智生さん

援制度や補助金を上手に組み合わせて運営して

「地方創生でまちを元気に！」をテーマにした

いる石川県の地域コミュニティ「シェア金沢」

パネルディスカッションでは、袖井会長を司会

の事例などを紹介されました。

に３人のパネリストが登壇しました。最初に発

また、米国のＣＣＲＣのように大きな高齢者

表された株式会社三菱総合研究所の松田智生主

向け住居や介護付き施設があるだけではなく、

席研究員は、政府の日本版ＣＣＲＣ構想有識者

その機能を地域内のあちこちで分散させること

会議の委員を務められるなどこの分野のエキス

が日本的なＣＣＲＣであり「生涯活躍のまち」

パートで、今年２月に書籍『日本版ＣＣＲＣが

ではないか、そのためには地域経営・都市経営

わかる本−ピンチをチャンスに変える生涯活躍

がとても大切であると力説されました。地域包

のまち−』を出版、日本版ＣＣＲＣの第一人者

括ケアの構築、「生涯活躍のまち」つくりを国は

といえる方です。

必死に考え、提唱しています。官庁のある霞が

元気な時から要介護時までシニア層が安心し

関は変わってきているが、地方はなかなか変わ

て 暮 ら し 続 け ら れ る コ ミ ュ ニ ティ、ＣＣＲＣ

らない、両者の間に立つのも地域プロデューサー

（Continuing Care Retirement Community）

の役目でなないかと、エールをいただきました。

は米国で普及したものです。日本では超高齢社

パネルディスカッション
「地方創生でまちを元気に！」

会における政府の地方創生の主要政策として日
本版ＣＣＲＣ＝生涯活躍のまち構想として注目
を集めています。
「
『まちづくりはひとづくり』

【司会】

という話をします」と宣言され始まったお話し

【パネリスト】

のまち）への誤解――世の中では地方移住あり

（株式会社三菱総合研究所主席研究員）

近郊においてもＣＣＲＣの推進が重要であり、

袖井孝子コミュニティネットワーク協会会長

の冒頭で、松田さんは日本版ＣＣＲＣ
（生涯活躍

松田智生さん

きとされているが、地方だけでなく都市も都市
米国の受け売りではない日本の社会特性に合わ

矢作豊子さん

せた独自のモデルをつくりあげることが肝要で

（豊島区役所政策経営部広報課長）

ある、と訴えられました。

吉木美也子さん
（株式会社コミュニティネット・
北海道厚沢部町地域プロデュ−サー）

ワクワクするＣＣＲＣモデル

①賑わいを活かすモデル

・テーマパーク連携型

・ショッピングセンター連携型

②スポーツを活かすモデル

・プロ野球連携型

・フィットネスクラブ連携型

③芸術・文化を活かすモデル

・美術館・博物館連携型 ・酒蔵連携型
・老舗旅館・名門ホテル連携型
④街の魅力を活かすモデル

・温泉街連携型

・企業城下町連携型

・ニュータウン連携型

⑤多世代を活かすモデル

・大学連携型 ・地方名門高校連携型 ・シングルマザー連携型
⑥ライフスタイルを活かすモデル

・おひとり様型
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・卒婚・ハッピー別居型

・宝塚連携型

（図表 2）

また、ＣＣＲＣの本質はカラダ・オカネ・ココ

は 2014 年５月公表の日本創生会議のレポート

ロの安心であり、そこにはワクワク感が必要で

で、東京 23 区中で唯一「消滅可能性都市」と

あると強調されました（図表２）。なかでも、宝

して名が挙がった区です。2010 年に 50,136 人

塚歌劇が好きな人々が宝塚市近郊に住むなど、

いた 20 〜 39 歳女性（出産可能年齢の大半をし
め る 若 年 女 性）が（30 年 後 の）2040 年 に

「年賀状に書きたくなるようなＣＣＲＣでないと

24,666 人と半分以下になり、人口の再生産が

いけない」とのお話が印象に残りました。
さらに、当事者意識が重要ともおっしゃって

なされず自治体消滅の可能性があると指摘され

います。「東京のまちが〜」ではなく「私のまち

たのです。区では緊急対策として、2014 年７

が〜」と言い換えることが大事です。政策や制

月に「としま 100 人女子会」を設け、その参加

度設計の視点にも触れ、元気なら保険料を減ら

者を中心に８月から「としまＦ１会議」を設置、

すとか、地方で一カ月働くことを義務付ける企

同年 12 月に区長に提案し、2015 年度には女性

業には減税するとか、官・民が連携して知恵を

施策の重点化を軸にした 11 事業が予算化され

絞ることの大切さを強調されました。

るという、あまり例のないスピードで物事が進
みました（図表 3）
。

地方創生を阻む要因は多数あります。できな
い理由や批判だけが蔓延する「否定語批評家症
候群」、やったものが評価されずちょっとしたミ

経 過

スでたたかれ萎縮する「やったもん負け症候群」
などの不条理や、
「私は部長だった」との過去自
慢や口は動くが手が動かない状況から脱却でき
ないシニアの存在です。松田さんはそのような

2014.7 としま100人女子会
2014.8 としまF1会議
2014.12 プラン発表
区長に提案
2015.2 11事業予算化
報告会開催

地方創生を阻むものを打ち破るのはやはり人で
あるとし、そのための人材育成にも取り組んで
います。具体的には「丸の内プラチナ大学」で
の社会人講座です。
「丸の内で学び地域で輝く」

（図表 3）

をテーマに、地方自治体が課題を提示し、受講
生が課題解決を討議、ビジネスプランを作成す

矢作さんが強調したのはブランディングの大

るという内容で、“ヨソモノ街おこしコース” と

切さです。特にネーミングは重要で、
たとえば
「消

も呼ばれています。

滅都市対策女性会議」という名称では誰も来ま

人材育成のお話の中では「半学半教の多世代

せん。
「Ｆ会議」の F1 はもともとはマーケティ

交流」に関するものが印象に残りました。教え

ングの用語で、
Ｆは female の頭文字、１は 20

つつ、学び、交流する――今後の人材育成の重

歳から 34 歳までの年齢を指します。ちなみに

要なキーワードであると感じました。

F2 は 35 〜 49 歳の女性を意味します。

豊島区の女性施策
フツーの人が主体的に
参加するには？

多くの「フツーの区民」の主体的参加が得ら
れた理由を、
矢作さんは４つ挙げられました。
「危
機意識の共有」
「参加しやすい場のデザイン」
「言
いっぱなしにしない（提案する）
」
「聞きっぱな
矢作豊子さん

しにしない（事業化する）
」です。とても参考に

次に発表された豊島区役所政策経営部の矢作

なるお話しでした。また、地域プロデューサー

豊子広報課長は、
「
『としまＦ１会議』〜フツー

には発信力、デザイン力、さらには地域の課題

の区民の主体的な参加はどのようにして生れた

をプレゼンする力が必要とのアドバイスをいた

のか…」についてお話しをされました。豊島区

だきました。
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北海道厚沢部町
地域プロデューサー
活動の成果

ません。
「ゆいま〜る厚沢部」については、もうひとつ
大切な報告がありました。
吉木美也子さん

コミュニティネットワーク協会が提唱してい

最後に株式会社コミュニティネットの社員で

るものに「完成期医療」という概念があります。

北海道厚沢部町の地域プロデュ−サーである吉

死を消滅でなくその人の人生（ドラマ）を「完成」

木美也子さんが、厚沢部町での取り組みを紹介

させるものとする考えで、
その「完成期」のサポー

しました。
「ゆいま〜る厚沢部」は国（林野庁の「森

トを協会は大事にしています。
「ゆいま〜る厚沢

林・林業・木材産業づくり交付金」約１億円）

部」でも初めての看取り事例（2014 年 9 月）

と町（「介護付有料老人ホーム入居者支援事業に

があり、完成期のあり方として素晴らしいもの

係る補助金」約１億円）からの補助金を活用して、

でした。入居者の方が大腸がんになり、ハウス

家賃２万円を実現しています。重要なのは、こ

内で医療行為ができないため医療機関に入院す

れらの補助金を「投資」ととらえている点です。

ることになりました。しかし、ご本人とご家族

入居者の暮らしが豊かになることで、介護度が

がハウスに戻って自分の布団で眠りたいと希望

改善し、行政の介護保険負担を減らして投資分

され、2 週間後に退院されました。スタッフ・

（補助金）を行政側に回収してもらおうという考

入居者みんなで協力する中、亡くなる１週間前
まで入居者のレクレーションに参加し、自室で

えです（図表４）。

家族に付き添われ、手を握りながら完成期を迎
過疎地対策型

えたのです。ご家族も大変感謝されていらした

（ゆいま～る厚沢部）

事業スキーム

とのこと。このような完成期のあり方をもっと

行政の投資により、介護予防、介護度の改善につながる
取り組みを実施し、介護保険負担を低下させる。
それにより行政は投資を回収する。

広めていきたいものです。
最後に吉木さんは、地域ニーズを把握するこ
と、その土地の人になることが大事であること

厚沢部町

を強調されました。ご自身も当初は「東京の会

①土地の無償提供
運営補助金

③介護保険負担
の低下

社の人間が何しにきたんや」 という目で見ら
れ、苦しい時期があったそうです。心が折れな

入居者

いためには、
「何のためにやっているのか」を常

コミュニティネット

に振り返ることが大事であると、締めくくりま

②低価格なサービス提供
1

（図表４）
実際、入居者の介護度は改善しています。要
介護４から２になった方もいらっしゃるそうで
す。入居後元気になったとの噂が広がり、
「ゆい

した。

本講座開催
いっしょに地域を作る
仲間、大募集！
パネルディスカッション終了後、研究室長の

ま〜る厚沢部」は現在、空き室待ちの申込みが

鏑木が５月 20 日から始まる本講座（東京家政

20 件という嬉しい状況です。
もちろん、「ゆいま〜る厚沢部」での取り組み

学院大学）のご案内をしてプレフォーラムは終

が吉木さんの地域プロデューサーとしての活動

了しました。本講座はまだ申込み可能です。いっ

のすべてではありません。厚沢部町の構想は「町

しょに地域を作る仲間、大募集です！

立病院改革と地域包括ケア」
、
「総合給食セン
ター」「認定こども園」の開設など多岐にわたっ
ています。今後の厚沢部町の動きから目が離せ

「地域プロデューサー」養成講座申込先
一般社団法人コミュニティネットワーク協会
TEL：03-6256-0570（月曜〜金曜／ 10：00 〜 17：00）
FAX：03-6256-0572
E-mail：support@conet.or.jp
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地域事業体との連携でつくる
生活者のための
大型コミュニティ拠点も整備

「ゆいま～る大曽根」
（名古屋市）
今秋開設予定！
りて行います。

今年９月の開設をめざし、名古屋市北区で分散型サー

大曽根併存住宅

ビス付き高齢者向け住宅（サ高住）
｢ゆいま〜る大曽根｣の

また、地域資源リサイクルの拠点となる｢資源カフェ｣

整備事業が進んでいます。
「分散型」とは集合住宅内に点

の導入も新たなチャレンジとして注目されています。
「資

在する空き室を個々にリノベーションすることでコスト

源カフェ」は愛知県津島市で浅井直樹さん（同市環境事

を抑え低価格帯で提供するサ高住のことで、株式会社コ

業所の元職員）が始めたもので、古紙や缶などのリサイ

ミュニティネットが展開する同型では｢ゆいま〜る高島平｣

クル資源買い取りを行い、持ち込んだ方に代金を渡した
り、その２倍の金額で飲食をしていただく仕組みです。

（東京都板橋区）に続く２拠点目となります。

売り上げは運営に充当され、こうした仕事を通じて就労

｢ゆいま〜る大曽根｣は、H 型（２棟の真ん中を廊下で

支援も行います。

つないだ形状。そこにエレベーターがある）の「大曽根
併存住宅」４棟（愛知県住宅供給公社所有・築 44 年･11

この他、子ども食堂の設置なども検討課題として挙がっ

階建て）のうち２棟の中の空き室を同社が借り受け（定

ており、民間事業者が運営主体となり、さまざまな事業

期建物賃貸借契約：期間 20 年）
、ファミリー向け 3DK

体がそれを支えるために立ち上げから心血を注いで生れ

の居室うち 40 室をライフスタイル別に選べるよう 3 タ

た施設としては、国内初の試みかもしれません。

イプの 1LDK に改装し、49.95 ㎡の広さで家賃 65,900

「わっぱの会」は（株）コミュニティネットと共同して、

円〜 74,100 円（サポート費・管理費は別途）という低価

現在、約 1 億円規模（年）の相談事業を行っています。

格帯での入居を実現。2019 年までには 70 室に増やし、

大曽根では、これを膨らませ、子育てから女性、高齢者

高島平を上回る最大規模の分散型サ高住にする予定です。

まであらゆる相談をワンストップで行うサービスの検討
もしています。

同事業の推進にあたっては、高齢者はもとより子育て
ママ・パパや学生、さらに障がい者、生活困窮者などの

コミュニティゾーン事業については、
「つくる会」とは

近隣住民同士の「支え合う地域づくり」を目的に、
「名古

別に名古屋大学、中京大学、コープ愛知、南医療生活協

屋大曽根 100 年コミュニティをつくる会」を発足し、計

同組合など十数の地域事業体で構成される「大曽根住宅

画の検討を続けてきました。中心となって尽力してきた

研究会」で、活発な意見交換が行われています。同研究

のが地域プロデューサーの高橋清美さん（コミュニティ

会のメンバーである合同会社住まい･まちづくりデザイン

ネット高橋英與社長のパートナー。今年１月に逝去）や

ワークスの岡田昭人代表（当協会理事）は、次のように

西尾弘之さんたちです。その成果は１階共有スペースに

期待を述べます。

あったスーパーマーケット（2012 年に撤退）の空き店

「地域づくりを担うさまざまな事業体・個人と事前に意

舗内につくられる約 300 坪の広さの大規模コミュニティ

見交換し連携することが、生活をトータルに支える場の

ゾーンとして実を結びました（オープンは 2018 年４月

実現へとつながっていきます。単なる一事業拠点として

予定）
。小さな子供から高齢者までさまざまな人びとがふ

ではなく、地域社会全体の生活支援と住民同士のつなが

れあい・くつろげるバリアフリー空間で、レストランや

りを促すプラットフォームとしてどう成長するか、とて

物販コーナーの開設や文化教室などを行う予定です。こ

も楽しみです」

れにより新たな雇用創出や、居住者による講座開設など
の場づくりほか、さまざまな付加価値が期待できます。
運営は地域で障がい者の就労支援事業などを行ってい
る非営利法人の「わっぱの会」が担当。レストランで出
されるパンを障がい者就労支援のパン工場で下地をつ
くって店舗内で焼いたり、同様にうどん工場とも連携し
提供する予定です。さらに、知多半島でつくった自家製
の有機野菜の朝市なども検討しています。育児・介護相談、
血圧診断などのサービス提供も地域の皆さんのお力を借
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1 階コミュニティゾーンの設計オブジェ

１００年コミュニティ
第10回
会員の窓

ぼたんの咲く頃

牡丹の花が咲く頃になると、 庭いじりが好きだった父の、

の牡丹が咲きます。

晩年のある日を思い出します。

牡丹の花は、 ５日もすると盛りを過ぎてしまいます。 花び

庭の古ぼけた椅子に座り、 吸いさしタバコに百円ライター

らがヒラヒラと舞い落ちます。 その形からぼたん雪という言

で火をつけようとしています。 カチッ、 カチッと何回も何回

葉ができたと、 子供の頃に父が教えてくれました。

も試すのですが、 一向につきません。

もう少し長く花を観賞できないかと思い、 ちょっと早めに

見ているこちらが焦れったくなるほどです。 父は苛立って

花を切って、 水盆に浮かしてみたことがあります。 水面に

いる様子もなく、 相変わらずカチッ、 カチッと繰り返します。

花びらが浮き、 部屋に甘い香りが漂います。 ２日間位は

やがてようやく火がついて、 タバコの煙が上がります。

長く楽しむことができました。

ぼんやりと庭を眺めています。

立てば芍薬、 座れば牡丹と言いますが、 わが家の牡

陽当りの悪い小さな庭です。 木瓜やゼラニウム、牡丹、

丹は９年も経っているので、 茎の高さが人の背丈くらいに

紫陽花などが植えてあります。

なっています。 見栄えが良くありません。 牡丹の花は座っ

時間に追われることもない父にとって、 ポケットからライター

た位置から見えるのが、 一番映えるそうです。

を取り出し、 カチッ、 カチッと鳴らし、 やがて火がついて

ふと、 思いました。 もしかしたら、 父が植木市で牡丹の

一服する。この一連の動作が、タバコを味わうということだっ

苗木を求めたのは、それまでの牡丹が枯れたためではなく、

たのかもしれません。

今のように茎が高くなり過ぎたためかもしれません。

そう考えると、あののんびりした、なかなかつかないライター

しかし、 そんなことをいちいち説明するのも面倒なので、

に向き合っていた時間も、 父にとっては楽しみの内だった

ただ 「枯れたから」 と言ったのかもしれません。

のだと思えてくるのでした。

だとすると、 今の牡丹を見て、 父はどう思うだろう。

89歳で亡くなったのですが、 前年の暮れ頃までは、 人

『そろそろ植え替え時か。 また植木市にでも行って、 新し

の手を借りずに歩けました。

い苗木を買ってこよう…』

秋の市民祭りで植木市が開かれていて、 牡丹の苗木

無口で冗談など言ったことのない父です。 古びた椅子

を買ってきました。 今まで庭にあったのが枯れたからと言っ

に座り、 ようやくついたタバコを吸いながら、 そんなことをつ

ていました。

ぶやいていたかもしれません。

その翌年３月に亡くなったので、 父はその牡丹の花を見

ゆいま〜る那須
入居契約者
川崎市在住

ることはありませんでした。
あれから９年経った今も、 こうして季節が巡ると、 あの時

和知 忠男

「ゆいま～る大曽根」情報
★現地見学会の開催日程

〈お申込み・問い合わせ先〉

ゆいま〜る大曽根
入居相談室 フリーダイヤル 0120−155−273

★「友の会」の開催日程
また、
「ゆいま〜る大曽根」友の会は、以下の日程で開催
いたします。友の会は、入居を具体的に考えている方の会
です。ご関心のある方はぜひお申込みください。

「ゆいま〜る大曽根」では、現地見学会を以下の日程で開
催いたします。現地を見学後、
「ゆいま〜る大曽根」につい
てご説明をさせていただきます。

[ 第 2 回 ] 5 月 20 日（土）／ [ 第 3 回 ] 6 月 20 日（火）
[ 第 4 回 ] 7 月 22 日（土）／ [ 第 5 回 ] 8 月 21 日（月）
[ 第 6 回 ] 9 月 20 日（水）

【5 月】 10 日（水）
、17 日（水）
、27 日（土）
【6 月】 3 日（土）
、12 日（月）
、20 日（火）
【7 月】 8 日（土）
、19 日（水）
、26 日（水）
【8 月】 5 日（土）
、21 日（月）
、29 日（火）
【9 月】 6 日（水）
、13 日（水）
、26 日（火）

＊集合場所：JR 中央線大曽根駅北口
＊集合時間：13:30 （14:00 〜 15:30 開催を予定）
※要予約

＊集合場所：ＪＲ中央線大曽根駅北口
＊集合時間：10:00 （10:30 〜 12:00 開催を予定）
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入会のご案内
地下鉄
日比谷駅
A3出口

有楽町電気ビル
（南館5階）

→
南館

↑

晴
海
通
り

有
楽
町
ビ
ル

北館

JR

丸の内通り

大阪

ヨドバシ
カメラ

ビック
カメラ

〒10 0 - 0 0 0 6千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビル南館5階

TEL03-6256-0570 FAX 03-6256-0572

交通 JR山手線「有楽町」駅 日比谷口より徒歩約2分／東
案内 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
D2出口より徒歩約3分

来てね！
！ イベント情報
高齢者住宅情報センター

東京からの
お知らせ

高齢 者 住宅情報センター東京
では、新装オープン工事のため、
6/10（土）
〜18 日（日）が閉館
となります。6 月 19 日（予定 ）
より、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す。
皆様のご来場をお待ちいたして
おります。お気軽にお出かけく
ださい。

高齢者住宅情報センター

大阪からの
お知らせ

N

北阪急ビル 7 階

地下鉄
有楽町駅
D2出口

三越伊勢丹

日

有楽比谷口
町

銀
座

▲

神戸で在宅医療に取り組んできた医療チームが中心になって、
阪
神淡路大震災の復興を機に、
１９９９年に設立された一般社団法
人です。
在宅医療や介護・福祉を、
地域で支える取組みは皆様の力
が支えとなります。
社会に問いかけ、
進めてまいりたいと思います。

東京
N

一般社団法人コミュニティネットワーク協会は、
ひとりの市民からの寄付で始まりました。

有楽町線「有楽町」駅

JR

大阪駅

大丸百貨店

ホ新
テ阪
ル急

阪
急

梅
田
駅

阪急百貨店

〒530-0012 大阪市北区芝田 1-4-8
北阪急ビル 7 階
電 話 06-6375-8830
FAX 06-6375-8831

交通 阪急・市営地下鉄「梅田」駅より徒歩３分。
案内 ＪＲ
「大阪」駅より徒歩５分。

（お申込み :0120-352-350 ）

■新終活学校「高齢期は自立のとき」好評開催 !

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。比較的低
価格でも住み替え可能な高齢者住宅のご案内や、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。

●日時 : 5 月18 日（木）13:30「どこが違うの ?! 有料老人ホームとサービス付高齢者向け住宅」
6 月 20日（火）13:30「高齢者住宅の費用としくみ」
7 月 21日（金）13:30「失敗しない高齢者住宅の選び方のポイント」
●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 )
●定員 :15 名 ●参加費 : 500 円
※会場はいずれも高齢者住宅情報センター東京 ( 要予約 )

■都市部から郊外への住み替え 地域連携多世代型住まいのご紹介
桜美林ガーデンヒルズランチ付見学会
●日程 :5 月 13 日（土）、5 月 25 日（木）、6 月 6 日（火）、6 月 25 日（日）、7 月 10 日（月）、
7 月 28 日（金）
●集合 :JR 横浜線 淵野辺駅改札 11:50 ※事前の申し込みをお願いします。
■基礎セミナー①「サービス付き高齢者向け住宅ってどんなところ ?」

最近増えて続けているサービス付き高齢者向け住宅。そもそもどういう高齢者住宅なのか ?
サービスや仕組みについて解説します。

●日時 : 5 月 12 日（金）14:00 ～ 15:30 ●講師 : 上中 聖子（高齢者住宅情報センター相談員）
●参加費 : 500 円
■基礎セミナー②「自分で決める老後の住まい方」

老後の住まい方を考えるのは 60 代からでも早すぎないようです。心身共に元気な間に考えることが
大切です。住み替えを考えておられる方はまず高齢者住宅の勉強から始めましょう。

●日時 : 6 月 13 日（火）14:00 ～ 15:30
●講師 : 米沢 なな子（高齢者住宅情報センターセンター長） ●参加費 :500 円
■特別セミナー「信託を活かした終活について〜エンディングノートや遺言書の一歩先行く〜」
終活の中でも大切な財産管理。遺言書だけでは足りない場合があることをご存知ですか ? 信託を活か
してご自身の希望に沿った財産管理を行いましょう。

●日時 : 5 月 24 日（水）14:00 ～ 15:30
●講師 : 山中 彰朗さん（サーバントラスト信託㈱信託業務部）

※全て要予約、定員 20 名、会場は高齢者住宅情報センター大阪事務所（北阪急ビル 7 階）

「ゆいま～る那須 2」をつくる会
介護の重点をおいたサービス付高齢者向け住宅を企画、
「私が望む見取
り」について話し合います。

東京開催 ●日時 : 6 月 23 日（金）13:30 ～15:00
●場所 : 高齢者情報センター東京
那須開催 ●日時 : 6 月19 日（月）13:00 ～14:00
（希望者は樹木葬の場所にご案内します）

高島平団地で暮らし続けるしくみをつくる会
高島平支所ではゆいま～る高島平開設後も「つくる会」を継続し、5 月に
は 50 回目を迎えます。高島平近隣のみなさんの参加大歓迎です。

● 5 月14 日（日） 14:00 「食」について パート 6
● 5 月 28 日（日） 14:00 いきいき音楽カフェVol.8
●場所 ゆいま～る高島平 フロント

●場所 : ゆいま～る那須食堂

樹木墓地開設の説明会
皆様のご要望をお聞きしながら、樹木葬・散骨について話し合いを重ね 編集
てきました。ようやく、樹木墓地がスタートします。ペットも埋葬できます。
だより
仕組みや価格等を説明いたします。
●日時 : 6 月19 日（月）14:00 ～15:00 ●場所 : ゆいま～る那須食堂
●日時 : 6 月23 日（金）15:00 ～16:00 ●場所 : 高齢者情報センター東京
（希望者は樹木葬の場所にご案内します）
つながる・ひろがる！ 10 0 年コミュニティ

発

行

発行人

2017 58号
（ 201 7 年 5 月 1 日 発 行 ）

一 般 社 団 法 人コミュニティネットワーク協会
〒1 0 0 - 0 0 0 6 東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル南館５階
h t t p : / / w w w . c o n e t. o r. j p/ コミュニティネットワーク協会 で検 索 。
近山 恵子

今号より情報誌「100 年コミュニティ」の発行形態を変更しました。かねてより、
ウェブサイト上での公開に切り替え、広く大勢の皆様にお届けし交流促進を進
めたいと考えておりました。当協会のホームページでご覧いただけるほか、メー
ルアドレスをご登録の方々には PDF ファイルで配信し、変更によりお読みいた
だけない方へは郵送いたします。内容も一部変更しました。ご不便をおかけす
ることも多々あると思いますが、
引き続きご愛読、活用いただきたいと思います。
名古屋市で
「ゆいま～る大曽根」
がスタートします。7 年前から検討してきました。
団地再生による「生涯活躍のまち」が広がっています。まちづくりの人材が不
足しています。地域プロデューサー養成講座で共に学び、あなたの経験を活か
してみませんか。20 日からの講座の受講をお待ちしています。
近山 恵子
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