一般社団法人コミュニティネットワーク協会
2014 年度事業報告
Ⅰ 2014 年度の重点活動
一般社団法人コミュニティネットワークは、企業・団体・個人・自治体など様々な協力者
のもとに、一人一人の生活者、一つひとつのコミュニティが相互に個性を生かしつつ支えあ
う、豊かなコミュニティ社会の実現を目指して活動しています。
今期は昨年進めてまいりました新たな地域コミュニティの拠点と在宅での生活を支える仕
組みの展開も継続しながら、新たに地域コミュニティを推進していくための人材、地域プロ
デューサーの養成を重点課題として推進してきました。

１．「100 年コミュニティ」構想に基づく、コミュニティの拠点づくりの展開
2014 年度も、コミュニティ事業の開発・構築・普及を行う目的で開催している「100 年コ
ミュニティをつくる会」の活動を継続し、関東・関西を中心に展開してきました。その取り
組みは、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「コミュニティ」づくり、それらを持続し

ていく仕組みを持つ「100 年コミュニティ」としてつくり上げてきました。

２．会員の拡大
当協会の活動をより多くの方々に広めていくことが、一般社団法人コミュニティネットワ
ーク協会にとりましては、現在の時世の流れにおいてより重要な役割となっています。コミ
ュニティの拠点づくり活動などを核として、よりいっそう個人会員の拡大、共に理念実現に
向けて連携していく法人・団体会員の拡大をするために活動をしてきました。

Ⅱ

定款事業計画

１．社会の変革に対応し、人間性豊かな、住民自治に基づくコミュニティづくりを具体的に
探求するための調査・研究及び提言等を行う（定款第 4 条（１）事業）
１. 委員会活動
（１）まちづくり委員会
最後まで安心して暮らせる住まい、のびのびと子育てが出来る空間づくりは、地域にとっ
て課題です。多世代が共に豊かに暮らせる地域にするために、地域の生活者ニーズに合った、
コミュニティの構想、環境や資源の問題への配慮・問題解決とも絡めて、自治体・NPO・企業
などと連携しながらまちづくりを進めてきました。
（２）完成期医療福祉委員会
一人ひとりが充実した最期をもって人生を完成させるために自らが望む生活、納得できる
場を追及し、そこに寄り添える場、コミュニティの拠点として可能な場つくりなど、完成期
医療福祉の構築ができるように啓発活動と、昨年から始めました話し合いの場を継続し調
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査・研究を進めました。
・「完成期医療福祉部会」5/15、6/14、ゆいま～る那須で月１回開催。
・会員の方の寄付により、
「京子の祈り」をゆいま～る那須近くに建設。
（３）コミュニティファンド委員会

地域の拠点づくりを行う上で大きな課題となる財源を、地域事業を支援する市民が輩出す
る「コミュニティファンド」による資金調達が可能か、まちづくりを継続するために必要な
資金をコミュニティファンドという仕組みで広げていくことが可能かなど、問題解決を行う
ための調査・研究を引き続き行ってきました。
「ゆいま～る」の入居者専用ファンドの説明会を６ハウス（７月～８月）で、個別相談会を都
内４ハウス（９月～１０月）で行いました結果、ゆいま～る入居者専用ファンドの出資残高が６
千万円台となりました。

２. 調査・研究事業
＜在宅ケアを支えるシステム＞の制度設計調査研究
暮らしと住まいの情報センターでは高齢者住宅への住み替え相談業務を主として対応して
いますが、相談者のニーズ調査の結果、本音は「自宅にぎりぎりまで暮らしたい」
「介護が必
要になった時が不安だが、それまでは自宅がよい」という意見が多いです。
昨年度は、これらのニーズに応えるために、在宅でも安心安全に暮らせる地域ケアシステ
ムづくりの調査・研究を進めてまいりました。今期も、引続きシステムづくりを進めて参り
ましたが、行政との調整や実際の運用方法の見直しをする必要があり、本格展開は来期以降
となります。
・ゆいま～る高島平における生活支援サービスの仕組みづくり
＜復興支援＞の調査研究
被災地の地域コミュニティの再生を生活者の視点から、環境や資源の問題への配慮・問題
解決とも絡めて、高齢者住宅への住み替えだけでなく、在宅で暮らすためには地域に何が必
要か、どのような地域システムの構築が必要なのかを考え、社会的な問題解決を行うための
幅広い調査・研究を進めてきました。
・「岩手大船渡ツアー」4/12-13
・「浪江町」支援を行いました。

２．コミュニティづくりを推進するための事業を開発し、事業の運営組織のネットワークを
構築し、コミュニティ事業を普及する「暮らしと住まいの情報センター」事業（定款第 4 条
（２）事業）
高齢者の福祉と権利擁護の増進事業
１）暮らしと住まいの情報センターの常設
情報の受発信や、相談を受けて問題解決する場として、高齢者住宅、ふるさと暮らし、
地域再生を柱とした「暮らしと住まいの情報センター」を常設しています。東京（有楽
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町）と大阪（梅田）の高齢者住宅情報センターではウェブや通信物等で情報発信するほ
か、常設の展示場での情報提供、専門の相談員による住みかえを主とした相談業務を行
ってきました。
＜2014 年度の活動報告＞
① 高齢者住宅全般の解説や選び方セミナーを毎月定期開催。
＜東京＞
「家賃と月 12 万円で最期まで暮らす」4/25
「多世代で暮らすサービス付き高齢者向け住宅とは？」5/22、5/28
「今から始める生前整理」6/17 午前・午後
「高齢者住宅のいろは～種類と選び方～」7/11
「最期まで自分らしく生きるために～私の生き方連絡ノートを活用して～」7/29
「高齢者住宅への入居で迷っている人集まれ！」8/20、11/13
「浅川さんセミナー」8/22
「高齢者住宅の種類と選び方」9/10
「健やかに生きよう！安らかに逝こう！」11/18
「高齢者住宅のいろは」2015/3/25
＜大阪＞
「早すぎない生前整理」4/3
「有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の違いは？」4/16
「高齢者住宅の種類と費用」5/15
「在宅と施設で受ける介護保険サービスの違い」6/24
「高齢者住宅のいろは～種類と選び方～」7/25
「特徴あるサービス付き高齢者向け住宅のいろいろ」8/27
「高齢者住宅の現状と基礎知識」9/17
「有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の違いは？」10/21
「高齢者住宅の種類と選び方」11/20、2015/1/23
「どんな高齢者住宅に入りたい？（参加型セミナー）」12/19
「基礎から学ぶ、高齢者住宅の種類と選び方」 2015/3/19
② 会員企業の見学会を月２回程度開催。
＜東京＞
「ジュイステージ八王子」4/4、2015/3/12、3/20、3/27
「サンクリエ本郷、クラーチ・エレガンタ本郷」4/24
「ゆいま～る中沢」5/15、5/21、5/27、6/26
「武蔵浦和地区有料老人ホーム」6/3
「ライフ＆シニアハウス所沢」6/5
「サンクリエ本郷」6/11、9/4、11/5
「ゆいま～る高島平」5/21、5/25、6/12、6/24、6/29、7/8、7/17、7/27、8/8、
8/27、9/4、9/16、10/3、2015/3/6、3/11、3/17、3/26
「ライフ＆シニアハウス井草」7/10
「大島ケアハートガーデン」7/15
「グランクレール青葉台」7/19
「ゆいま～る那須」9/18、19、12/9、1/31
3

「ネオ・サミット茅ヶ崎」11/15
「クラーチ・ファミリア佐倉」11/23
「グランクレール青葉台 2 丁目/グランケアあざみ野」 2015/1/18
「グランクレール青葉台/クレール桜台」1/23
「東急ウェリナ旗の台」1/28
「プレール・ロヴェ豊洲」1/19～1/30、～3/31
「ライフコート海老名ふるさとさくらんぼ」1/16、1/17、1/30、1/31、2/13、2/14、
2/27、2/28
「ライフコート相模原下九沢さくらんぼ」1/12、1/31、2/14、2/28
「ゆいま～る拝島」3/14、3/25
「ゆいま～る聖ヶ丘」3/21
＜大阪＞
「ザ・レジデンス神戸舞子」4/8
「アーバニティ若水」4/24
「グランドマスト五月山」5/20、2015/1/20
「Le MONDO」5/29
「ライフ＆シニアハウス緑橋・ライフハウス緑橋２」6/3、2015/2/11
「シュールメゾンポプラ千里園」6/12
「ナービス守口平代」7/15
「エレガリオ神戸」7/19
「エルカーサ富永」8/7
「アーバニティ若水」9/24
「マスターズマンションひまわり」10/2
「ローズガーデン倉敷」11/18
「アーバニティ若水」9/24
「マスターズマンションひまわり」10/2
「ローズガーデン倉敷」11/18
「コンフォートヒルズ六甲」12/9
「アクティブライフ芦屋」12/17
「グランフォレスト神戸六甲」2015/2/24
「ウィズフィール京都山科」3/26
③ 住まい方についてのニーズを聞く会を定期的に開催し、情報提供や意見交換、勉
強会を行うほか、利用者同士の交流の場としても活用。
＜東京＞
「高島平団地で暮らし続けるしくみをつくる会」4/16、5/15、6/14、7/15、8/22
9/18、10/14、11/14、12/19
セミナー「在宅での看取りについて」2015/1/20
特別セミナー「家賃と年金 12 万円/月で豊かに暮らす」2/16
連続セミナー「ゆいま～る高島平で最期まで暮らせるのか」
第 1 回「在宅の安心と万が一の時のつながり」2/3
第 2 回「在宅で介護を受けながら、暮らしている人の事例」3/4
第 3 回「訪問看護でできること」3/12
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「23 区で 100 年コミュニティをつくる会」4/22、5/27、7/22、8/26、9/24、10/28
11/25、2015/1/27
「団地で 100 年コミュニティをつくる会」4/22
「那須２をつくる会」6/24、7/22、8/28、9/24、10/28
「町田小山が丘で暮らし続けるしくみをつくる会」2015/2/10、2/27、3/27
＜大阪＞
「関西で次のゆいま～る候補地見学会（神戸・妙法寺）」9/26、10/8、10/28
「関西で次のゆいま～る候補地見学会（大阪・福町）」11/19、11/27、12/5、12/15、
2015/1/29、2/3、2/13、2/26、3/12、3/17、3/25
「ゆいま～る福町（仮）をつくる会」2/26、3/25
設計部会 3/4、3/18
セミナー「高齢者住宅に望むこと」3/12
④ 高齢者住宅の住み替えだけでなく、それに伴う後見人制度や身元引受人、相続の
問題なども講師を招いて勉強会を継続的に開催。
＜東京＞
「相続税改正に備えた生命保険の活用」6/19
「任意後見人・連続セミナー」9/25、10/23、12/15
「自宅売却は最後の手段。先ずは『公的賃貸制度』の活用を考えよう！」2015/1/10
「不動産との上手なつきあい方」2/7
＜大阪＞
「今日から始める老前対策のススメ」8/20
「介護の質は何で決まる？」6/5
「実例から知る失敗しない葬儀とは？」10/24
「知らないと損する相続セミナー」12/3
「60 代から考える保険の活かし方」2015/2/17
⑤ 関東、関西共に年１回「高齢者住宅入居フォーラム」を開催。
＜東京＞＜大阪＞
今期は開催を見合わせました。
⑥ 会員事業者による情報交換やテーマを持っての話し合い、新規開設ホームの見学
会などを開催。
＜東京＞
「営業連絡会議」5/8
「勉強会：生前整理～遺品整理まで＋情報交換会」7/24
「ニチイホーム与野本町見学＋情報交換会」10/7
「ゆいま～る高島平見学＋営業連絡会議」2015/1/15
＜大阪＞
「情報交換会・(社福)千種会 3 施設見学」4/11
「情報交換会・(社福)池田さつき会<ポプラ夫婦池>見学」6/25
「情報交換会・(社福)昌風会<舞子台ホーム>見学」8/25
「情報交換会・(社福)ジーケー社会貢献会<グルメ杵屋社会貢献大領の家>見学」
10/28
「情報交換会・医療法人寿会<エル・カーサ富永>見学」12/18
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「情報交換会・遺品整理、生前整理について（株）リリーフ屋宜さん
セミナー 2/19
⑦ 有識者を招いて年に数回、テーマに沿って大規模なセミナー企画を開催。
＜東京＞
「人生 100 年時代！生き切る知恵とは」6/7
⑧ 神戸市すまい安心支援センターとの業務受託継続し、出前セミナーを開催。
4/17 すまいるネットタイアップセミナー
7/26 すまいるネット出前/荒田地域福祉センターセミナー
8/21 すまいるネット出前/浜山高齢者介護支援センターセミナー
9/18 すまいるネット婦人会館セミナー
2/12 すまいるネット兵庫区夢の地区地域福祉センター
⑨ 大阪市住まい情報センターにタイアップ事業を企画提案し、セミナーを開催。
4/23 大阪出前/住吉区老人福祉センターセミナー
7/2・0716・1025 大阪市立住まい情報センタータイアップ事業セミナー
7/15 大阪出前/住吉区在宅サービスセンターセミナー
7/30 大阪出前/東成区宝栄ネットワーク委員会セミナー
10/22 大阪出前/金甌会館セミナー
10/27 大阪出前/東成区大成地域ネットワーク委員会
11/15 大阪出前/泉佐野市社協セミナー
12/04 大阪出前/生野地域包括支援センター
１/14

大阪出前/鶴見区女性学習会

3/20 大阪出前/淀川区ケアマネ連絡会
⑩ 高齢者団体、文化センター、企業や自治体へセミナーを企画提案し、講師料収益
の向上のため、HP に講師紹介を掲載しましたところ、HP をご覧になった自治体
からのセミナー講師依頼が増加。
＜東京＞
6/10 総合ハウジングセミナー
10/1 藤沢市役所消費生活センター
10/1 板橋区民対象の終活講座
10/2 三菱地所セミナー
10/9・10/10 第 76 回全国都市問題会議
12/6 足立区緑フォーラム
1/24 シニア社会学会講演
2/13 中野区消費生活センター
2/16 災害復興まちづくり支援機構講演
3/15 板橋区教育委員会講演
3/24 第 1 回日本版 CCRC 推進会議パネラー
＜大阪＞
4/18・6/9・6/10・7/5・11/21 総合ハウジングセミナー
4/10 本山地域福祉センター
5/21 伊丹市立女性・児童センターセミナー
5/30 ユニチカエステートセミナー
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6/12 三井住友信託銀行シルバーカレッジセミナー
6/17 アクティブライフ・グランフロント大阪セミナー
7/9・9/11・10/18 生活科学運営セミナー
7/10 神戸女学院めぐみ会セミナー
7/21 クレオ大阪東セミナー
7/23・9/3・9/10 日本管財従事者研修会セミナー
7/24 大阪有名大店会研修会セミナー
7/26 奈良北福祉センターセミナー
8/21・9/29 千の風セミナー
9/3 日本管財ゆあメイト向けセミナー
9/10 日本管財ゆあメイト向けセミナー
9/19 とよなか消費者協会セミナー
9/20 神戸市介護サービス協会研修会セミナー
9/22 ザ・レジデンス神戸舞子セミナー
9/25 東播磨消費センターセミナー
9/27 大阪市生涯学習まちづくり市民大学講座
10/08 神戸女学院大学人間科学部講座
10/31・11/7 名古屋市住宅都市局セミナー
11/15 泉佐野社協セミナー
11/21 総合ハウジングセミナー
１/22 ケアマネ大阪市内対象セミナー
3/21 岡本寺檀家向けセミナー
⑪ 高齢者住宅情報センターの活動が新聞や雑誌、情報誌などで取り上げられるよう
マスコミなどへの広報活動を実施。
＜テレビ放映＞
4/14 テレビ東京「なないろ日和！」ゆいま～る中沢
6/5 テレビ朝日「ワイドスクランブル」ゆいま～る那須
6/25 フジテレビ「ノンストップ」ゆいま中沢
7/29ＴＢＳテレビ「あさチャン！」ゆいま～る那須
11/27ＴＢＳテレビ「いっぷく！」ゆいま～る高島平オープン
12/11ＮＨＫテレビ「ゆうどき」ゆいま～る合葬墓（関東）
2015/1/18BS-TBS「まるわかり！日曜ニュース深堀り」ゆいま～る高島平
1/23ＮＨＫテレビ「情報まるごと」高齢者向け住まいの選び方と注意点
＜新聞・雑誌記事＞
読売新聞「はいからエスト」記事＆告知 4/21、5/19、6/16、7/22、8/25、9/17
朝日新聞「高齢社会と住まい」vol.34：5/14、vol.35：7/17
週刊ポスト「絶対安心なサ高住全国ベスト 30」6/9
文藝春秋 8 月号「高齢者向け住宅特集」7/23
夕刊フジ「終活 Q&A」7/25
厚生労働付録冊子「地域経営とヘルスケア」8/1
シティライフ 9 月号「親の介護を考える」9/1
介護ビジョン 9 月号「制度従属型に画一経営」8/20
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広報いたばし「終活～転ばぬ先のエンディング・セミナー～」8/30
高島平新聞「ゆいま～る高島平」9/13
南日本新聞「高齢者の住まい、こう選ぼう！」9/14
高齢者ホーム 2015「有料老人ホームとどう違う？よくわかるサ付き住宅」9/22
ルネライフ vol.125「2014 年秋号セミナー記事」9/30
週刊朝日「サ高住 1013 施設詳細データ」10/10
読売新聞「急増 サ高住有料老人ホームと契約の違い～」10/2
BIOCITY「高齢社会に向けた自立共生型コミュニティづくり」10/8
毎日新聞「サ高住の選び方」10/30
サンデー毎日「在宅介護すべからず 7 か条」11/4
産経新聞「注目を集めるサ高住」11/18
オーナーズスタイル 2014 冬号「『サ高住』の可能性」12/11
読売新聞「高齢期の住まい(中)何を重視 決めて探す」12/12
大阪市立住まい情報センター発行の季刊誌「あんじゅ」12/24
シティライフ神戸版 1 月号「親の老後を考える」12/25
建築と社会 1 月号「フォー・オールの時代に向けて」2015/1/7
神戸市介護サービス協会だより 36 号 1/29
最新医療経営 Phase2 月号「住民主体のコミュニティ再構築」2/1
高島平新聞「第 2 回コミュニティスペースフォーラム」2/14
産経新聞「サービス付き高齢者向け住宅･･･入居者の意向反映」3/10
書籍「未来にやさしい『いいね！』な暮らし方」の中で 100 年コミュニティ紹介
⑫ ゆいま～る合葬墓は、関西においては契約者を募集し、関東においては合葬墓の
具体的な企画を立て、話し合いや見学会を重ね、11 月に完成しました。
＜東京＞
「合葬墓 八王子見学会」4/20、5/20、6/20、7/20
「ゆいま～る合葬墓スタートの会」7/16
「ゆいま～る合葬墓デザイン打合せの会」7/22
「ゆいま～る合葬墓説明会」9/25
「ゆいま～る合葬墓竣工式」11/16
＜大阪＞
「ゆいま～る合葬墓説明会」4/16、5/15、6/24、7/25、8/27、9/17、10/21、
11/20、12/19、2015/1/23
「ゆいま～る合葬墓供養祭」11/1
⑬ ＜在宅ケアを支える仕組み＞の説明会
行政との調整や実際の運用方法の見直しをしており、今期は説明会は行いません
でした。本格展開は来期以降となります。
⑭ HP のリニューアルを行いましたが、その後のバージョンアップは進みませんで
した。
⑮ 認知度を上げるために高齢者大学、シニア大学、婦人大学などに講座を企画提案
する。
⑯ 関西で２棟目のゆいま～るを企画提案する。
8

１） ゆいま～る妙法寺（仮）の提案
業務連携先の総合ハウジングよりの紹介、神戸市須磨区に誕生するニュータ
ウンの一画にサービス付き高齢者向け住宅を提案し、採択された。
２） ゆいま～る福町（仮）の提案
法人会員の VANS 設計事務所より持ち込まれた案件。大阪市西淀川区の 580
坪に木造 3 階建てで計画を提案。地主と協定書も結び、来期着工となる。
⑰ 大企業の定年前退職セミナーや社員の介護相談を業務委託で受ける
未着手だが、代わりに築年数が経った分譲マンションの居住者に対しマン
ション管理会社と連携して高齢者住宅への住み替えセミナーを５回ほど地
域を変えて開催しました。

３．高齢者等がグループで共住する場、コミュニティの交流の場、コミュニティ事業の拠点
等、新しい生活スタイルを実現するコミュニティの場づくりを支援する（定款第 4 条（３）
事業）
１）地域コミュニティづくり及び団地再生を支援
「100 年コミュニティ」の理念を具現化し、地域とのコミュニティの交流の場として拠点
となっている「ゆいま～る」をはじめとして、ワーカーズ・コレクティブの活動など地域に
必要な、生活に密着した仕事を創出することで、地域の活性化やコミュニティの場づくりを
支援してきました。
団地再生は建物だけではなく、そこに暮らす人、若者から高齢者まで含めた団地全体の活性化
です。100 年コミュニティの拠点として、新しい生活スタイルを実現する場づくりを今期も支援
してきました。団地再生のコミュニティの拠点は、関東だけでなく、全国の団地でシステムが活
用できるように継続して推進してきました。

２）東京・板橋地区支援
高島平プロジェクト
高島平プロジェクトの取り組みは、高島平支所を設け団地全体の活性化とコミュニティの
拠点づくりとして支援し、
「高島平で暮らし続けるしくみをつくる会」を継続して、ニーズの
把握をしながら、介護が必要になった時にあわてない安心システムの構築を推進してきまし
た。
4/1 高島平支所開設
8/30 いたばしコミュニティスペース連絡会立ち上げ→フォーラム開催。
11/30 高島平支所閉鎖（ゆいま～る高島平への機能移転に伴い）
12/1「ゆいま～る高島平」オープン
2015/2/21 いたばしコミュニティスペース連絡会・フォーラム
３）海外支援
中国プロジェクト
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急激に経済の成長が進んでいる中国は同時に高齢社会も進んでいます。経済の成長が第一で進
んできたために環境や福祉にひずみが出てきています。中国の展開は、モデル事業の場所を決定
して中国企業と中国人の価値観を理解しながら、高齢者のニーズを把握し老後の安心の拠点づく
りを支援してきました。

４．コミュニティ事業の指導者、組織者、協力者等の人材を研修、育成するとともに、その
ネットワークを構築して協力関係づくりを推進する（定款第 4 条（４）事業）
１）地域プロデューサーの自主的な活動をサポートします。
コミュニティづくりには、人・もの・金・空間をトータルでプロデュースできる人材
が欠かせません。当協会の理念、事業がさらに広がるために、各地区にて、そのノウハ
ウを活用できる地域プロデューサーの取組みを応援しました。
第 2 回地域プロデューサー養成講座を 5 月に開校し、受講した 30 名以上の方が地域で
活動されており、それをサポートしています。
「第 2 回地域プロデューサー養成講座」5/10、5/17、5/24、5/31
地域プロデューサー卒業生によるゆいま～る高島平、聖ヶ丘、多摩平の森 見学会
2015/2/11
ゆいま～る那須合宿 2/28-29
「第 3 回地域プロデューサー養成講座プレフォーラム」3/29
第 2 回講座卒業生による八王子市内での団地再生等、地域での事業化のサポート
２）他団体との連携を深めます。
元気がでる地域づくりを支援するためには、地域住民と自治体、企業、NPO などが連携・
ネットワークを構築することが欠かせません。他団体との連携を積極的に進め、本事業
の活用を進めました。
３）人材育成
人材育成プロジェクトについて今期は、第 2 回地域プロデューサー養成講座を大学と
連携しながら開催し、自治体、企業、地元の住民、NPO などと連携しながら、地域創生事
業、資金調達、人材の育成などさまざまな役割を持ち、持続可能なまちづくりをプロデ
ュースする人材の育成を進めてきました。
５．コミュニティ事業及びコミュニティづくりを促進するための企画の実施及び啓発・広報・
出版を行う（定款第 4 条（５）事業）
広報・編集委員会
１）会報誌「ゆいま～る」を年 1 回発行します

「元気のでる地域づくりをサポートする」ため、当協会の理念、活動の啓蒙・啓発する
媒体として、1 月に発行しました。
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２）通信を発行します
①事業プロジェクトの理念や活動を広げるために「ひろがる・つながる 100 年コミュニ

ティ」を 2 ヶ月に 1 度発行しました。法人賛助会員事業者の情報を始め、協会の理念
を共有する業界の有識者の方々にご協力をいただき、座談会の開催や、訪問取材など
読み応えのある内容で情報発信を続けて参りました。
この通信については有料化を進め、2015 年 1 月からは、
「100 年コミュニティ」通信は
会費を納めて頂いた会員宛に、その他の方には、関東は「銀座通信」、関西は「茶屋町
通信」としてホームを運営している事業者情報とセミナー情報をお届けいたしました。
尚、「100 年コミュニティ」通信の作成・編集を会員活動としました。
３）ホームページを充実させます
①協会及び高齢者住宅情報センターの HP の検討と充実を図り、
リニューアルをしました。

②リンク先を検討していきますが、今期は出来ませんでした。

６．その他、この法人の目的を達成するために必要な事業（定款第 4 条（６）事業）
１）見守り制度、市民後見人制度
市民後見制度は、将来の老いの不安に備えた「老後の安心設計」であり、
「100 年コミュニ
ティ」構想には欠かせない問題となっていきます。そのための安心システムの検討と構築
を進めてまいりました。
２）共同墓地運営管理
神戸市北区に竣工した「ゆいま～る合葬墓」の募集を継続してすすめました。
関東圏では話し合いや見学会の機会を設けながら「ゆいま～る合葬墓」の竣工に向け推進
してきました。
関東では申込の方も多く、11/16 に 24 名の方にご参加いただき竣工式を終え、既に 4 家族
の埋葬も済ませました。

Ⅲ．協会運営
１．総会
＊2014/5/10（土）
２．理事会
＊2013 年度第 2 回、2014 年度第 1 回：5/10（土）
３．常務理事会
＊2013 年度第 2 回：4/21（月）、2014 年度第 1 回：12/22（月）
、第 2 回 3/4
４．会員加入促進活動
１）会員の入会促進
・セミナー・フォーラム時などでの個人会員の募集および法人会員の募集を行いました。
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会員加入状況

2015 年 3 月 31 日現在

法人：正会員

４

賛助会員

４６

団体：正会員

１

賛助会員

４

個人：正会員 ３９

賛助会員 ３３６

合計

賛助会員 ３８６

正会員 ４４

＝４３６

２）情報提供の拡充
・各種セミナー・フォーラムなどの情報を通信やメルマガを使って提供しました。
＜メルマガ配信＞
4/14 テレビ東京「なないろ日和！」ゆいま～る中沢放映
6/5 テレビ朝日「ワイドスクランブル」ゆいま～る那須放映
6/11「週刊ポスト」の＜サ高住＞特集の紹介
6/25 フジテレビ「ノンストップ」ゆいま中沢放映
7/23「神楽坂まつり」で福島を PR の紹介
7/28「AERA」2014/08/04 号記事掲載の紹介
7/29ＴＢＳテレビ「あさチャン！」ゆいま～る那須放映
8/22 浅川澄一さん「がん患者が語る」セミナーの紹介
8/30 第 1 回コミュニティスペースフォーラム「コミュニティカフェは、いま」紹介
11/27ＴＢＳテレビ「いっぷく！」ゆいま～る高島平オープン放映
12/11ＮＨＫテレビ「ゆうどき」ゆいま～る合葬墓（関東）の放映
1/16ＢＳ－ＴＢＳテレビ「まるわかり！日曜ニュース深堀り」の放映
1/22ＮＨＫテレビ「情報まるごと」の放映
2/27 地域プロデューサー養成講座・プレフォーラムのご案内
以上

12

