
 

第117６回 例会 Ｎｏ．1３ 和３年12 月18 日 (木) 

Xmas 家族会 於：名古屋クレストンホテル18j 時～ 

■ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ  ゙  

■出席報告 会員４4 名中2４名出席 

■出席率 

■ゲスト 

 

５８.５４％ 出席計算人数4１名 

名古屋千種RC 樫尾富二さん 

高須さんゲスト 宮里優華さん 

会員ご家族ご友人40 名 

 

 

会長挨拶                    亀井克典 

 

 

 ニコＢＯＸ 
●本日はクリスマス家族会です。たくさんのご出席に感

謝します。今年一年、有難うございました。新年もどうぞ

よろしくお願い致します。 

亀井会長、河原、西川、加藤、堀江亮介、森田、川原、

宮崎、山﨑、佐久間、安江、田島、後藤、立石、古川、

武山、水野、木村、矢野、今村(敬称略) 

恵利さん クロまるのパン、ありがとうございます。お召

し上がりください。 

藤田さん 家族一同で参りました。 

磯部さん マナー教室の方を連れてきました。 

本日合計 74,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

乾杯発声                    川原弘久 

 

パーティ 

 

 

 

中国笛の演奏「ふるさと」 



 

 

 

 

 

第1175 回 例会 Ｎｏ．12 令和３年12 月9 日 (木) 

■ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ  ゙ 「我等の生業」「四つのテスト」 

■出席報告 会員４4 名中26 名出席 

■出席率 

■ゲスト 

 

61.90％ 出席計算人数42 名 

ベネッセスタイルケア  

介護エリアカンパニー  

取締役 専務執行委員 永緑 剛 様 

 

会長挨拶                    亀井克典 

みなさんこんにちは 

新型コロナのオミクロン株というのが話題になっています

が、新しいウィルスでよくわからないところがありますが、

今わかっているところをお話ししたいと思います。 

見つかったのは 11 月11 日。一カ月たっておりません、南

アフリカの隣のボツアナという国で見つかりまして、一か

月に間に 昨日の時点で５０ヵ国に広まっているということ

です。日本でも4人確認されていますので、いずれ蔓延す

るのではないかと思います。 

オミクロンという名前ですが、ウィルスに関してはギリシャ

文字で命名することになっています。 

最初はイギリス株やインド株など国の名前を付けてました

が、差別や偏見になるということで国の名前で言うことが

禁止になり、ギリシャ文字で順番につけていくということで

す。α β γということですが、ギリシャ文字は 24 文字

しかありませんので、オミクロンというのは 15 番目の文字

で、本当は µ ミュー株という 12 番目の株が見つかってい

て、その後で言うと 13 番目でνニュー、14 番目がξクサ

イです。本当はνニュー株でしたが、ニューは新しいとい

う意味で誤解を招く、次のξクサイというのは英語表記で

XI と書くそうで、習近平主席のの習というが XI と書くそう

で、どうもそれを嫌い、ξクサイという命名も外されて、実

際は 13 番目の変異なんですけれども 15 番目のギリシャ

文字のοオミクロンという名前になったそうです。 

実際このウィルスは、感染力が非常に強いと言われてい

ます。デルタ株の約 3 倍だそうで、感染性は非常に強く、

乳幼児にかかりやすい。ワクチンを打った方でも感染する。

ブレークスルー感染が非常にあるということですが、重症

度は低そうだと言われています。 

これが今後どうなるかですが、感染力については、おとと

いの報道でもありましたが、韓国の飲食店の従業員がお

客さんに移されたケースで言うと、双方マスクをしてその

店員さんは食事を運んだのと、 

会計のときにしか接触していない。2 分ほどしか接触して 

いないけれども感染してしまったということで、相当な感染

力ではないかと言われています。 

あと症状は、咳などは意外になくて発熱や倦怠感、筋肉痛、

そういったものが主体のようです。これがワクチンや中和

抗体などがなかなか効かないかもしれないということで、

そういう面では厄介です、 

実は 12 月 3 日にメルク社が、コロナワクチンが細胞内で

増殖するのを防ぐ内服薬を承認申請しましたので、これは

緊急承認ということで、年内には承認が下りるのではない

かと思っています。 

そうなれば翌年にインフルエンザのタミフルのイメージで



すが、そういう内服薬が出てきてそれほど重症化しない、

インフルエンザ並みに、非常にいい形で終息すると楽観

的に取られる方もいますがまだ定かではありません。 

年内は何とか持ちそうです。年が明けて第 6 波とならない

ように願っています。 

2 月の新役員歓迎会は、ぜひ対面でできるよう祈っており

ます。 

 

 

 ニコＢＯＸ 
●本日はベネッセスタイルケア取締役の永緑剛様をお

迎えしてお話を伺います。永緑様ようこそお越しくださ

いました。会員一同心より歓迎申し上げます。 

亀井会長、恵利、髙橋、岩田、 

磯部、松尾、後藤、水野、河原、西川、石井、立石、 

高須、横田、佐久間、小原、森田、長谷川(敬称略) 

加藤さん 本日の卓話をゲストの永緑さんにお願いし

ております。永緑さん お話し楽しみにしております。 

藤田さん 新入会員の清水さんをよろしくお願いいたし

ます。 

安江さん お誕生日に綺麗なお花をありがとうございま

した。 

●お誕生日のお祝いをありがとうございます。 

高山、田中(敬称略) 

本日合計 57,000 円 

（内 秋のニコニコ感謝DAY2000 円） 

 

 国際奉仕 カンボジア有志寄付 

本日合計 10,000 円 

累計合計 １69,000 円 

 

入会式 

本日、新会員 清水淳一さんをお迎えいたしました。 

会員一同心より歓迎申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新会員紹介 

 

氏名 清水淳一 

紹介者 藤田守彦 

高須優美 

職業分類 道路建設 

生年月日 1990年1月24日 

趣味 読書 

事業所 中日建設（株）  

460-0002名古屋市中区大須 

1-29-52 

TEL 052-387-7866 

FAX 052-387-7868               

 

 

 

卓 話 

「高齢者になってからの住まいの選び方」 

 ベネッセスタイルケア 介護エリアカンパニー 

           取締役 専務執行委員 永緑 剛 

 

 

高齢者になってからの住まいについて 

本日お越しのみなさまの中には、すでにご家族の介護を

経験されている方や「明日は我が身...」と情報収集されて

いる方などそれぞれいらっしゃるかと思います。 

人生 100 年時代、2025 年には、わが国の 65 歳以上の人

のうち認知症の人が約700 万人(5 人に 1 人)になると見込

まれています。 

ある日突然、事故や病気で生活が一変することもあります

ので、今のうちに、「これからの暮らし方」をお考え頂けれ

ばと思います。 

高齢者の姿と取り巻く環境の現状と動向では人生 100 年



時代の到来と言われています。 

厚労省による発表(2019.9.13)では、日本の 100 歳以上の

人口は 7 万1238 人、うち女性が 6 万2775 人(88.1%)となっ

ています。 

老人福祉法が施行され調査を開始した 1963 年には 153

人でしたが、2016年には6万5千人を超えており、介護保

険法が施行された 2000 年と比べても 5 倍に増えています。 

この驚異的な伸びは、医療技術の進歩などが影響してい

ると考えられており、国連の推計によれば、2050 年までに

100 万人を突破する見込みになっています。 

今の家に住み続けるか、住み替えるか。たとえ介護が必

要になっても、必ずしも「住み替え」ではなく、住宅改修な

どを行い、介護サービスを利用しながら、ご自宅に「住み

続ける」ことも十分考えられますが、さらに介護度が重くな

り、負担が増える可能性も想定頂ければと思います。 

住宅・施設の種類ですが、高齢者向けの住宅・施設には

多くの種類があり、法律による設置要件や運営する法人

もさまざまです。 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

【概要】 社会福祉法人の運営が多い、老人ホームの原型、

公的な施設。 多床室（相部屋）が多いが、最近は個室も

増えている。  

◆入居対象 ・要介護３～５の認定を受け、常に介護が必

要な状態で、かつ、 自宅での介護が困難な方が対象。  

◎メリット ・民間の施設に比べ費用が安い。  

▲デメリット ・寝たきりや認知症など重度の方、緊急性の

高い方の入居が優先となるため、 入所待ちの方が非常

に多い。 

 ※費用 ・入居金不要。月額利用料8万～15万円程度（全

室個室だと 20 万円を超える場合もある） 注：この情報は

平均的な事例で、実態とは異なる場合もあります 

介護老人保健施設（老健）  

【概要】 病院から自宅に戻るための機能訓練が主な目的

の中間的な入所施設。  

◆入居対象 ・要介護１～５の認定を受け、病状が安定し

ていて、入院治療の必要が無く、 リハビリテーションを必

要とされる方  

◎メリット ・比較的安い費用で入所でき機能訓練が受けら

れる。  

▲デメリット ・原則、入所期間は 3 ヶ月～6 ヶ月で長期入

居はできない。  

※費用 ・入居金不要。月額利用料8万～17万円程度 注：

この情報は平均的な事例で、実態とは異なる場合もあり

ます 

介護医療院（介護療養型施設）  

【概要】 医療機能と介護機能を両方併せ持つ施設。  

◆入居対象 ・長期的な医療ニーズを持ち、要介護１～５

の認定を受けている方  

◎メリット ・他施設では対応が難しい医療的なケアに対応  

▲デメリット ・多床室でプライバシーへの意識が希薄な施

設もある ※費用 ・入居金不要。月額利用料13 万～17 万

円程度 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）  

【概要】 認知症のある高齢者が少人数（1ユニット5～9人）

で共同生活する介護施設。 

 ◆入居対象 ・要支援２・要介護１～５の認定を受け、かつ、

認知症の診断を受けている方 ≪地域密着型≫のため、

原則、入居できるのは住所地の市区町村に限定。  

◎メリット ・家庭的な生活が認知症の方にとって有効とい

われている。 ・費用も比較的安い。  

▲デメリット ・小規模のため受入れできる総数が少な

い。 ・他施設より職員数が少なく、重介護の方の対応は

難しいところが多い。  

※費用 ・入居金 0～数10 万円。月額利用料15 万～20 万

円程度 注：この情報は平均的な事例で、実態とは異なる

場合もあります 

 

サービス付き高齢者向け住宅  

【概要】 安否確認や生活相談などのサービスが付くマン

ションのような賃貸住宅。 介護が必要な場合は外部の介

護サービス事業所を利用。  

◆入居対象：施設により異なるが、自立・要支援・要介護

の方  

◎メリット ・自由に外出できるなど、生活上の制約が少な

い。  

▲デメリット ・要介護度が高くなると対応できないことが多

い。 ・運営法人により設備やサービスの違いが大きい。  

※費用 ・敷金（家賃の２～３ヶ月分）が多い。月額利用料 8

万～30 万円程度 注：この情報は平均的な事例で、実態と

は異なる場合もあります 

 

有料老人ホーム  

【概要】 運営主体に制限はなく、さまざまな法人が運営す

る老人ホーム。 施設内で健康管理や介護、機能訓練など

を行う「介護付きホーム」と、 外部の介護事業所を利用す

る「住宅型ホーム」がある。  

◆入居対象者：施設により異なるが、概ね 65 歳以上、自

立・要支援・要介護の方  

◎メリット ・運営法人の強みを生かした設備や独自のサ

ービスがある。  

▲デメリット ・比較的入居費用が高い。 ・住宅型は併設

の事業所以外を利用しづらい傾向がある。  

※費用 ・入居金 0～数千万以上。月額利用料 15 万～40

万円程度 注：この情報は平均的な事例で、実態とは異な

る場合もあります。 

 

ベネッセの有料老人ホームは愛知県に 22 ホームござい

ます。 

うち、名古屋市には、10 件の介護付きホーム、9 件の住宅

型ホーム、１件のサ高住がございます。 

その中でもアリア八事は、〈邸宅としての日常と劇場のよう

な非日常を楽しむ〉というコンセプトで作られたものです。

心に残るおもてなし・大切なご趣味の継続・五感で楽しむ

本格料理・お一人お一人に合わせたリハビリプラグラム等

ご用意しております。体験利用無料のご案内もさせていた

だきますので、ご興味がおありでしたらお知らせください。 

本日はありがとうございます。 

 


