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東京電力エナジーパートナー㈱と業務提携！

我が国ではＣＯ２等の温室効果ガス排出量を「２０３０年までに２０１３年度
比46％削減、２０５０年までに実質ゼロ」とする方針を表明しています。「カー
ボンニュートラル」実現に向けて経済産業省・国土交通省・環境省が連携して住
宅の省エネ・省ＣＯ２化に取り組み、２０３０年までに建売戸建てや集合住宅を
含む新築住宅の平均でＺＥＨを目指すことを掲げました。
しかしながらネットゼロエネルギーハウス支援事業による調査発表資料による
と、ＺＥＨ不採用の理由では「顧客の予算」が多くを占めています。
東京電力エナジーパートナーでは、カーボンニュートラアルの実現、災害に強
い住宅の実現に向けて新しい電化の暮らし方を提案するため、「太陽光発電・蓄
電池を初期費用０円で導入できるサービス「エネカリプラス」を発表しました。
弊社では、初期費用なしですべてのお宅に省エネお届けしたとの想いから、東
京電力エナジーパートナー㈱と業務提携を行うことと致しました。

【新電化生活を初期費用0円で
実現する機器利用サービス】
機器の導入パターンと
月額サービス料金

ソーラーパネル＋蓄電池で
１０年契約 13,100円（税込）
１５年契約
8,900円（税込）

ソーラーパネルのみ
１０年契約 5,600円（税込）
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～ 省 エネだけじゃない、ＺＥＨ住 宅 は健 康 改 善 も～

・高断熱の住宅で

喘息や アトピー性皮膚炎等が改善されます。

・冬の ヒートショック による心筋梗塞や 脳梗塞の 予防になります。
・意外と住宅の 室内で起こる夏場の 熱中症の 発症も予防でき ます。
・健康改善によって意外と高額になる医療費の 負担も軽減されます

『JRCのＺＥＨ（ｾﾞﾛｴﾈﾙｷﾞｰ住宅）』で建築いただいたY様
建て替え前と比べて暖かく、朝は外気温が2℃くらいでも家の中は
14～15℃くらいあります。まだ、夏は体験していませんが外気温に
影響されず、涼しく過ごせることを期待しています。
また、飛行機の音がとてもうるさい地域ですが、現在まったく気にな
らないくらい防音もできていて快適です。 とても住みやすく、各設備
も使いやすく計算されていて満足しています。
これからもよろしくお願いします。

『JRCのＺＥＨ（ｾﾞﾛｴﾈﾙｷﾞｰ住宅）』で建築いただいたＩ様
室内がとても暖かいです。それまでマンションに住んでいて、「マ
ンションから一戸建てに住み替えると寒くて仕方がない」と聞いてい
たことがあるので心配しましたが、全くそんなことなく、断熱効果を
改めて実感しています。 金額が高くなることはわかっていましたが、
補助金があること、エアコンや給湯器などの電力消費が少なくて済む
こと、そしてソーラーパネルで充電することによってお金が戻ってく
ることを総合的に考えると、我が家も得するし、環境配慮にも貢献で
きるので決めました。

新築だけではありません。エネカリならば、既築物件（現在お住まい
の一戸建て住宅）にも初期費用0円で取付可能です。 足 場 は 別 途 必 要 で す
「新築当時は高くて手が出なかったけどいつかはソーラーパネル載せたい」と思っていた方、
「今後の災害に備えたい」と思っている方、この機会にソーラーパネルを搭載しませんか。
施工には「足場」が必要になりますので、外壁塗装工事などのリフォーム工事と共にご検討
いただくことをお勧めいたします。
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座間市
Y様邸

～家族と 愛犬の た めの 2 世帯注文住宅～
◎家づくりのいきさつ
一人暮らしをしている母はとても元気で、
近居や一緒に住むことは全然考えている様子
はありませんでしたが、一人っ子の私は、将
来のことを考え、母と同居をしたいと思って
いました。
同居には主人も賛成してくれていたのです
が、一人暮らしが充実していた母からの要望
は、分離型の2世帯住宅でした(笑)
また、愛犬のためにドッグランも欲しくて
…ドッグランと二世帯住宅を実現するには、
今までの家を建て替えて住むには土地が狭い
と思い、家族で相談して住み替えることにし
ました。

約 5 0帖 の 屋 上 ド ッ グ ラ ン は ３ ０ 年
保証のスカイプロムナード♪
眺めも最高です！

◎住み心地
お風呂好きの主人が拘った1.5坪の浴室は、完成するま
で「広すぎる！」と思っていましたが、バスタブも洗い場
もゆったりしていて、本当に気持ちがいいです。
また、屋上に設けたドッグランには、愛犬の足を痛めな
いように段差を解消して人工芝を敷き詰めました。作業に
時間は掛かってしまいましたが、仕上がりにとても満足し
ています。
他には、今までの家より更に暖かくて驚いています。こ
れから迎える夏は、「どうかな…？」と楽しみにしていま
すが、引っ越してきてからの愛犬の様子を見ていると、心
地良いお家になっているようで、安心しました。

◎オール電化にした理由
1.5坪 の 広 々 浴 室

火災のリスクを最小限にしたいと思ったことと、光熱費
の節約にも繋がればとオール電化にしました。

買った後に違いが判る電気

家電品の販売・修理・工事は
【サンユウデンキ】に
お任せください。
亀井

良一

０４６７－７７－３８４８

管理組合の理事長様、大規模
修繕に頭を悩ませて
いませんか？
大規模修繕工事、
ＪＲＣが提案します！

電話０４６－２６１－６１０１
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◎JRCに決めた理由

玄関や居室にも
アクセントクロスを採用

◎苦労したところ
一戸建てから一戸建てへの引っ越しでしたが、思
いの外、荷物が多くて驚きました。
引っ越し前に少しでも荷物の整理をしていれば良
かったと思いました。

友人にJRCさんを紹介してもらい、相談さ
せていただきました。
ローンのことをはじめとした資金計画や今
まで住んでいた自宅のことまで、いろいろな
パターンのアドバイスをいただきました。今
まで住んでいた家を賃貸にして、家賃収入を
得る事は、ご提案いただくまで考えていませ
んでしたが、具体的にお話を進めていただけ
たので、安心して全てをお任せする事が出来
ました。

キッチンには
タッチレス水栓を採用

玄関用手洗い

◎これから考える方へ…
何度も経験できない事なので、より具体的に家族の要望をまとめられると良
いと思いました。
また、何でも相談できるスタッフの方がいらっしゃった事が、とても心強か
ったです。

賃貸管理もJRCにお任せください！
お住み替えをする場合、今まで住んでいた自宅を売却する
ことをお考えになる方が多いと思いますが、賃貸にすること ★ＪＲＣは 賃貸住宅管理業登録店で す ★
で安定した収入を得ることもできます。
家主様と入居者様とのトラブルを未然
新たに得た賃貸収入をローンの返済に充てたり、そのまま
に防止することをはじめ、様々なリ ス ク
貯蓄に充てることもできます。
回避ができるよ う、賃貸管理は、宅地建
「人に貸す」となると一気にハードルが上がるように感じ
物取引業の「 宅地建物取引士」 と賃貸住
る方が多いようですが、様々なリスクを想定して進めて行く
宅管理業の「 賃貸不動産経営管理士」 の
ことで、選択の幅が広がります。
両者が在籍するJ RC にお任せください。
JRCでは、賃貸の管理も積極的に行っておりますので、お
気軽にご相談ください。
国土交通省登録番号
国土交通大臣（02）第002189号

無料
相談

電話 046-261-6101

メール info@jrc6101.com
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当社、専務田代から自宅のリフォームを相談されたのが5年前。
「他のお宅の工事を優先して！後回しでいいわよ～」との田代の言葉に、申し訳な
く思いながらも、甘えさせてもらっていました。
トイレ、浴室、洗面室、リビングの順に施工し、昨年末に全ての工事が完了
いたしました。一緒にショールーム巡りをして、色や仕様をはじめ、動線や
完成のイメージを共有しながら進めて行くことができました。
素敵な家具も入り、とても喜んでくれました。
木村幸美

解 体 後 の リ ビング

完成
時間を掛けた甲斐がありました(笑)
コロナの影響で、ここ数年は自宅で子供や孫たちと一緒に食卓を囲む事が増えまし
た。もともと料理が好きで調理器具や食器が沢山ありましたが、今回のリフォームで
思い切って処分しました。
また、食品やドリンクのストックを保管する扉付きの収納やリビングの死角に家電
収納を造ってくれたりと色々アドバイスを貰いました。

健康作りセミ ナ ー

4月29日（金） 祝 10：30～12：30
会場：JRCセミナールーム

●認知機能の メカニ ズ ムを 知って 脳を 活性化！！
●有効なゲームも 体験で き ます 。
（ 介護施設関係者、 健康づく り に関心のある方、 是非ご参加く ださい。 ）

問い合わせ・申込先：0 8 0 - 5 8 7 3 - 0 6 3 8 （ホン ダまで）

参加費
500円

大学卒業後、日韓通訳士として日
本国内で活動。その後、英語を学ぶ
ため渡米。渡米後、仕事で立ち寄っ
た韓国で足指健康法に出会い、「健
康な人をふやすため」2016年から
日 本 国 内 で の 普 及 活 動 を 開 始 。 講師：李 鍾泰
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訪問販売のリフォームに注意！
「近くで外装工事をしていて、お宅の屋根が外れている…」「無料で点
検をしている…」等、誘い文句は多岐に渡り、一度や二度、このような訪
問を経験されたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか？
こちらが話をする隙を与えず、終始一方的に話をし、上司を連れてくる…と、
言って次回の訪問日時を強引に決めさせられ、怖くなって当社にSOSの連絡をい
ただく事が、年々増えております。
今後、このような事があった際には遠慮なさらず、ＪＲＣにご連絡ください。

理想のリフォーム工事とは…
理想のリフォームを実現さるためには、納得がいくまで打ち合わ
せを重ねることが大切です。
今回ご紹介させていただくT様は一昨年、外装と室内のリフォーム
工事をお手伝いさせていただいたI様よりご紹介いただきました。
外装工事を数年前から検討されていたそうですが、業者の選定や
打ち合わせの進め方などが分からずにいたそうです。
工事後、T様より「お願いして良かったわ」と、お礼のお便りをい
ただきました。
リフォーム工事を検討されている方がいらっしゃいましたら、ご
相談ください。

before
●塗装前に剥が れてき
た軒天を補修
●木製格子を補修
●物置も塗装し まし た
●室内ドアも１ヶ所
塗装し てもらいまし た
●屋根も塗装し まし た

Aft er
アイボリーから薄いグレーに塗り替えをしました。

ご 相談は 無料で す！
電話 046-261-6101
メール info@jrc6101.com

『 人生１００年時代』
『幸せな老後に必要なものは？』

②

会長 栗城

博

ちです。また、中高
年の肥満が増加し、肉や
脂肪を控えようという情
報にふれることが多いでしょう。

つづく

》

土地・戸建・マンション・アパート等、どのような
物件でもご相談ください。【早期現金買取り】いたし
ます。また、相続対策や相続トラブルの相談もお任せ
ください。

急に海外 別居の親が 管理を友人 自分で 管
転勤が決ま 施設に入る に頼む のは 理する のが
っ てし ま っ 事にな っ た 忍びな い
難しくな っ
た
てきた

●ローンの返済が
困難になってしまったら…

具体的に何やるの？

コロナ禍での収入減少、急なご病気などで住
宅ローンの返済計画に無理が生じてきた方が増
えています。返済遅延などを放置すると、行き
つく先は「競売」となり、家を手放さなければ
な り ま せ ん 。早期に手を打つことで解決できる場合
も数多くあります。各世帯の状況に合わせ一番
よい方法を一緒に考えましょう。相談は無料で
すので解決の第１歩を踏み出してみてください

動画と写真をまとめて報告

担当：渡辺・滝澤

月１回の管理作業は、動画をメインに報告い
たします。内容に関する質問などは、担当者
と直接メールやサイト上でやりとりできる体
制があり安心です。また、レポートはマイペ
ージから簡単に閲覧できるため便利です。

JRCへお問い合わせください！ 046-261-6101

家族、友達、生きがい、健康、お金…など、
いろいろなものが思い浮かびます。どれも欠
かせないものですが、心身の健康は幸せな老
後を生きる基礎です。

《

高齢者の場合、身体が衰えたらず
っと下り坂と思いがちですがそう
ではないようです。身体の骨や肉
が衰えても、心身の活力が失われ
た「フレイル」状態（健康な状態と要介
護状態の中間のこと）に陥っても、良い
食事と負荷をかけた運動を組み合わせる
ことで、元気を取り戻すことができるよ
うです。帰ったらさっそく妻へ伝え、大
好きなステーキを毎夕の食卓に出しても
らうようにしよう。
皆さん、高齢になったら遠慮なくおい
しい食事を取って長生きしましょう。

健康で長生きするには、まず体力の維持です。 しかし、食事量が減っている人が中高
そのためには積極的に運動すること。良い栄養 年向けの食事法をそのまま取り入れると、
を取ること。社会参加をすることは、体力維持 低栄養状態に陥る恐れがあります。低栄
に欠かせないものです。体力を保ち活動的に前 養状態になると、血管の壁がもろくなっ
たり、ウイルスに対する抵抗力が
向きに生きることはそれ自体が
衰え体力が低下します。また、認
幸せな老後につながります。
知機能の低下で認知症の発症にも
心身の健康を保つためには何が
影響を及ぼすことがわかってきま
いいのか、何を避けるべきか。
した。低栄養は老化のスピードを
正しい知識を持ち、正しく判断
早めます。シニア世代は、いろい
して実践することですが、これ
ろなものをしっかり食べることが
が簡単にできるものではありま
大切です。
せん。

『７５才は節目の年』
すべての人が七五歳を過ぎる
と弱っていくわけではありませ
ん。八十歳、九十歳でも元気で活躍している人
とお会いすることがあります。反対に、早く弱
る人もいます。男女とも１～２割の人は、七十
歳を越えた段階で介助なしでは生活できなくな
ります。
では、どうすれば最後まで元気でいられる
のか？

『しっかり食べて老化を防ぐ』
シニア世代は食が細くなったり、食事づくり
がおっくうになったりして、品数や量が減りが

《買い取り強化中》

『空き家管理』しております！
しばらく住むことのないお家
管理をどうしよ うかお困りではありませんか？

◆不動産買取ります◆

電話０４６－２６１－６１０１
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室内換気 室内簡易清掃
玄関周りの簡易清掃
通水作業 異常がないかの点検（室内・外壁）
郵便物の確認 異常があった際の対応 etc...
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《小修繕からリフォームまで》
取締役常務執行役員
木本史晴
1995年 4月 入 社

新年や新年度には今年こそは
家を持とう！今年こそは住替えよう！など
お住まいに関する目標も多いと思います。
今年で築１３年になる我が家、今年はメ
ンテナンスをしたいと考えています。
まず第一にコーキングもかなり劣化した
外壁と屋根の塗装工事を行います。塗装に
は足場を架ける必要がありますので、その
足場を活用し、１～２頁で紹介しましたエ
ネカリを利用して屋根にソーラーパネルの
設置と蓄電池も取り入れたいと思っていま
す。（もともと我が家はオール電化住宅で
ガスを使用していません）
そして、今にも崩壊しそうになってしま
ったほとんど活用していないウッドデッキ

《姪っ子スミレちゃん
大学生になる…》
執行役員営業部部長
木村幸美
2003年 2月 入 社

前回の「成人式！？」記事にお声を掛けて
くださった皆様、ありがとうございます。
今期も体調に気を付けて頑張ります！
さて、我が愛する姪っ子「すみれちゃん」
もこの春、晴れて大学生になりました。
高校1年生の頃から将来の夢の為に進学先
を絞ってお勉強を頑張っていました。
また、その傍ら野球部のマネージャーを務
め、選手の為に毎日頑張っていました。
私服校だった事もあり、お友達と制服風の
コーディネートで登校したり、髪型や髪の色
なども個性的な子がいたりと、私の学生時代
では考えられないくらい、個の自主性に任せ
た校風で本当に羨ましい限りで、学校やお友
達の話しを聞くたびに驚いてばかりでした。

大好評「社員コラム」
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を撤去して、リビングの延長にもなる囲わ
れたスペース（ＬＩＸＩＬのサニージュと
いう商品）を取り付けます。これは1階で
行った洗濯物をそのまま1階で干せるとい
う「楽」しようとする妻の希望です。
なかなかのお金がかかる事なので二の足
を踏んでいましたが、年度初めにメンテナ
ンスする事を決めました。
建築部の陳や大橋は小修繕工事はなんで
もできます。私も彼らに負けないよう、こ
の13年間の間に数々の小修繕を自分で行っ
てきました。
子供部屋の間仕切り壁の設置工事（大工
かと思うくらいの仕上がり）や、浴室換気
乾燥機の取替工事、浴室のサーモスタット
水栓の取替工事等々。
実はそういう小修繕は昔から好きで、小
学生の時はよく自転車をばらしてタイヤご
と交換したりしていました。
「修理とか面倒だし出来ないよ」とお困
りの方は、JRCへお声掛けください！
高校の卒業式は袴で、大学の入学式はスー
ツ。兄と姉は「入学金以外にも、お金が掛か
った…」と、笑ってましたが、めちゃくちゃ
嬉しそうでした。
コロナの影響で、この2年ほとんど会うこ
とが出来ず、学校生活も思い描いていた通り
に行かないことも多くあったようですが、久
しぶりに会って話していると急に大人になっ
ちゃったな…と、感じるおばちゃんなのでし
た。
4月1日に成人を迎えた彼女ですが、これ
からも目標に向かって頑張ることのできる素
敵な大人になってほしいな…と、おばちゃん
は、応援し続けて行きたいと思います。

頑張ります！
執行役員営業部部長に拝命されました！
これまで以上に頑張ってまいりますので、ご指
導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
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ひまわり会報

《こころの相続》
シ ニア 住生活
サポート事業部 部長
渡辺 真理
2020年 11月 入 社

「相続」というと、どうしてもお金や土地の
話になるけれど、私たちが親や親世代から相
続するものは、目に見える財産だけでなく、
人との挨拶の仕方や代々受け継がれているそ
の家の味など無意識に受け継いだ「生き方」
を示唆する多くのものを相続していると、作
家の五木寛之さんが著書「こころの相続」で
伝えている。
個人だけでなく、社会や国家、文化、歴史
などの社会的相続もある。
人の心に強く残るのは、人との出会いだ。
「あのとき、あの人とこんな話をしたな」と
か、過去の楽しかったことを頭に浮かべるこ
とは人生の醍醐味だ。
一方、目に見えるものであったはずの財産
も様変わりしている。インターネットで管理
している「デジタル資産」だ。
デジタル資産は、通帳など形のある記録が

《「現代社会」とは…》
取締役営業推進室長 栗城貴宗
2018年 4月 入 社

私 の娘 が今 年の 3月 に高 校を 卒業 し、
4月 から 大学 生に なり まし た。 高校 の時 の教 科
書が 要ら なく なる とい うの で、 捨て ると いう 教
科書 をい くつ か見 せて もら いま した 。
国 語、 数学 、理 科、 英語 とい うも のは 、基 本
的に 昔と あま り変 わら ない と思 いま した が、 全
く違 うと 思っ たの は社 会科 です 。と いう か、 社
会科 とい う科 目は 今は 無く て、 地理 ・歴 史を 学
ぶ「 地歴 」と 、現 代社 会、 倫理 、政 治・ 経済 を
学ぶ 「公 民」 とい う科 目に 分か れて いて 、教 員
免許 でも 、「 地歴 」と 「公 民」 は別 々だ そう で
す。
特 に現 代社 会の 教科 書を 見る と、 高齢 者問 題
や成 年後 見・ 介護 保険 、要 介護 ・要 支援 など 、
自分 が近 年勉 強し た事 柄が 一と おり 出て おり 、
びっ くり しま した 。「 いや あ、 自分 が高 校生 の
時に はこ んな こと は全 く勉 強し なか った 。今 の
高校 生は すご いな 。」 と思 った ので すが …、 考
えて みれ ば当 たり 前の こと 。自 分が 高校 生の 時
には 、ま だそ の制 度が 無か った 訳で すか ら。

電話０４６－２６１－６１０１

ほとんど。持ち主が認知症になったり亡くな
った場合、家族はＩＤやパスワードが分から
ず簡単にアクセスできなくなる。電子マネー
やビットコインなどの仮想通貨も然り。どこ
かに記録して分かるようにしておくことが重
要だ。今後相続問題でトラブルの元になる案
件が増えていくと司法書士の方から聞いた。
どんどんキャッシュレスになり、仮想通貨
も出てきて紙のお金はほとんど必要なくなっ
てくる。「札束」なんて言葉は死語になり、
目に見えないものであらゆる物事が動いてい
くだろう。
形のある財産の引き継ぎ方を考えたことが
ある人でも、形のない「こころの相続」につ
いて考えたことがある人は少ないのではない
だろうか。自分が何を相続してきたか、相続
したいか、次世代に何を相続させたいか「こ
ころの相続」を考える時間は、とても価値が
ある。
私事だが先日、実母を亡くした。今になっ
て「こころの相続」をもっとしておけばよか
ったと少し後悔している。

介 護保 険も 成年 後見 制度 も今 から 22年前 の2
000年 4月 にス ター トし たも のな ので 、私 が高
校生 だっ た約 40年前 には 、影 も形 もな かっ た
訳で す。 当時 は成 年後 見で はな く、 禁治 産と
言っ てい まし たし 、国 民年 金機 構だ って 、社
会保 険庁 だっ たわ けな ので 、ず いぶ ん変 わり
まし たよ ね。
で も、 介護 保険 も成 年後 見も 、つ いこ の間
始ま った かと 思っ てい たの に、 始ま って から 2
2年 も経 つと は。 月日 の流 れは 早い もの です 。
今年 の4月1日か ら、 成人 年齢 が18歳 にな りま
した が、 これ もす ぐ当 たり 前に なっ てし まう
んで しょ うね 。
コ ロナ の影 響も あり 、官 公署 への 申請 や問
い合 わせ も、 イン ター ネッ トや 電話 によ るも
のが 増え てい ます 。そ して 、質 問に 答え てく
れる のが 実は 人間 では なく 、Ａ Ｉだ った りす
るこ とも ある ので すが 、こ のＡ Ｉ君 に実 際に
質問 して みる と、 聞き たい こと に的 確に 答え
てく れな いこ とも しば しば です 。も しも 、お
住ま いや 暮ら しの 関係 で、 何か 気に なる 事が
おあ りの 場合 は、 お気 軽に ＪＲ Ｃに ご相 談下
さい 。

電話０４６－２６１－６１０１

ひまわり会報

《建築費用上昇中 第二弾》
執行役員建築部部長 陳 萌
2004年 8月 入 社

去年の秋号に、ウッドショック
による建築費用上昇のコラムを書
かせていただいたばかりで、半年後にまさか
の第二弾を書くようになるとは思っていなく
て、気持ちが重く感じています。
木材の価格は半年前よりさらに上がってお
り、ロシアに対する制裁により、これからも
っと上がったり、木材がまた品薄になりかね
ない状況です。
但し、今回の建築費用の高騰の原因は木材
だけではなく、ウッドショック、メタルショ
ック、石油ショックなどで、建築材料、建築
費用全般が値上がりする事によるものです。
建築に欠かせない木材、合板、鉄筋、金物、
コンクリート、ガラス、石膏ボード、断熱材、
住宅設備などが年内或いはすでに値上げし
ています。

《電気工事士合格》
建築部
工務課 課長代理 大橋 幸一
2010年 1月 入 社

今 年の 1月 に電 気工 事士 の資 格
を取 り、 免状 をも らい まし た。
第 二種 電気 工事 士は 経済 産業 省が 定め る国
家資 格で 、電 気工 事を 行う 際必 要な 資格 です
屋 内の 配線 や照 明、 コン セン トや エア コン
の設 置工 事な どが 施工 可能 とな りま す。
資 格取 得し てす ぐに 自宅 のブ レー カー を増
設し 洗面 所の 暖房 機を つけ 、ダ ウン ライ トや
コン セン トも 増設 して みま した 。マ イホ ーム
を実 験場 にし て休 日は 電気 の仕 組み や技 術を
磨い てい ます 。個 人的 には 建築 士や 宅建 士ほ
どの 試験 難易 度は 高く あり ませ んが 、取 得し
た後 のメ リッ トや 実用 度は かな り大 きい と感
じて いま す。
現 場で もこ の資 格は 大活 躍し てい ます 。
現 在、 分譲 マン ショ ンの 排水 管の 大規 模修
繕工 事を して いま すが 、全 28所帯 なの で、 工
期は 約1年ほ どか かり ます 。そ の現 場で 1所 帯
で漏 電事 故が 発生 しま した 。

大好評「社員コラム」
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某 大手 設備 メー カー では 、住 宅設 備製 品を 4
月か ら最 大40%値上 げす ると の発 表が あっ て、
値上 げ幅 にび っく りし まし た。 （も ちろ ん製
品に よっ てで すけ ど）
で は、 建築 及び リフ ォー ムを ご検 討の 方に
おか れま して 、ど う対 処す べき かと いう こと
で、 いろ んな 意見 があ ると 思い ます 。確 かに
去年 の同 時期 と比 べる と建 築費 用は 大分 あが
って いま すが 、こ れか ら先 のこ とは 誰も わか
らな く、 更に 上が る可 能性 もあ りま す。
家 は安 くな って から 建て る、 或い は修 繕す
ると 考え てい る人 達も いる でし ょう から 、建
築ラ ッシ ュが くる と、 待た され たり 、業 者さ
んが 強気 にな って 、利 益優 先で 契約 した り、
職人 不足 で仕 事が 雑に なっ てい たり する こと
もあ ると 思い ます 。な ので 、建 てる 、直 す必
要が あっ たら 、そ の時 に頼 むべ きで はな いか
と思 いま す。
4月よ り、 JRCの 執行 役員 にな りま した 。
今 まで 以上 に、 業務 の改 善と サー ビス ・品
質の 向上 に努 めて いき たい と思 いま すの で、
引き 続き 、応 援の ほど 、お 願い いた しま す。
床コンクリートを特殊工具で貫通させて新しい
配管を施工する際、図面上にはない電線が床コン
クリートに埋設してあり、切断し漏電が発生しま
したが、電気工事士の免状ががあるので、既存の
電線は使わず新規でブレーカーから配線を行うこ
とが可能と判断し冷静に対応できました。
水道業者様にも工事をストップすることなく適
格な指示が出せたので、工事監理者としての幅も
広がったと感じます。

キッチン配管貫通工事写真
上下階同時に施工するので優れた技術とチームワークが必要！

電気工事士の資格に限らず、あまりメジャーで
はありませんが、会社にとって、メリットのある
実践的な資格が多く存在することを知りました。
それらの資格を地道にコツコツ取得し、できる
ことを増やしていきたいと思います。
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《仕事を活かす》
建築部設計監理課主任
清水 豪
2011年 3月 入 社

4月 に 入 り ま し て 春 ら し い 陽 気
となってまいりました。
暖かな季節とは裏腹に世界はウイルス蔓延
に加え、一部地域が戦争状態に陥るという、
とても厳しい状況になってしまいました。

電話０４６－２６１－６１０１

さて、我が家では昨年末より大きな変化が
ございました。
私の自宅は賃貸併用のマンションとなって
おりまして、今までは家族が多かったので賃
貸一室を自宅として使用しておりました。
姉が結婚して家族が減ったので自宅として
使っていたその部分を賃貸物件に復活させる
ため、家の中で引っ越しを致しました。

人に貸し出すためですので部屋を空にする
ウ イ ル ス の 影 響 で 4月 よ り 建 築 資 材 は 元 よ り
のに大変な労力でしたが、日頃の業務知識が
日用品も上がると聞いていた所で資源産出国
凄く役に立って家具の解体を自分で行って細
での戦争です。資源の供給低下による値上が
かく切ってほぼ一般ゴミで出せました。
りは勿論、円安の影響も出てきそうです。
修繕や自宅と賃貸部分の間仕切り等も自分
で行ってリフォーム費用を抑えました。
こうした状況に不安は拭えませんが、あり
今 は 引 っ 越 し 先 を DIYで 少 し ず つ 飾 っ て 楽 し
がたいことに建築等の需要は多く、たくさん
んでいます。
の仕事をいただいています。
コロナ禍では、リフォーム工事を賜る事が
生活に深く関わる仕事をしておりますので
多くなった様に、その時の状況によってニー
自分自身にもとても恩恵があります。
ズが変化いたします。変化に対応出来るよう
これからも仕事とプライベート両方から知識
に周りの状況に捕らわれることなく、お客様
を吸収したいと思います。
に貢献できるように勉強し、ポジティブに仕
事をしたいと思います。
《準備の後は、 えいっ！とな》
総合企画室 滝澤 紗綾香
2021年 6月 入 社

昨年夏号にて私滝澤は、おじいちゃんっ子だと
自己紹介いたしました。そんな大好きなおじい
ちゃんですが、実は脳梗塞で倒れ、運動野にダ
メージを負ってしまったので、いきなり半身不
随になってしまいました。現在は、要介護認定
も受け、様々なサポートを受けています。
昨日までは元気、しかしながら明くる日は体が
動かなくなってしまったのです。また、脳は様
々な箇所にダメージを受けており、認知症もあ
ります。70代前半です。
何が言いたいのかと言いますと、こういった事
は他人事ではないということです。私は、実際
に自分の家族の問題として、突然の介護問題に
直面しましたが「おじいちゃん流石！」と思っ
た事があります。それは、自宅のバリアフリー
リフォームです。

おじいちゃんは大工でしたので、リフォームを自
分で行っておりました。床の段差を無くしたり、
手すりを色々な所につけたり、ドアを引き戸にし
たり・・・当時の私は家の雰囲気が変わって嬉し
い♪程度にしか思っておりませんでしたが、身体
の半分が動かず移動が思うようにいかない様子を
見て、事前にリフォームをしていた事がどれだけ
今の、おじいちゃん自身の生活の危険を少なくす
るのに役立ったかという事を実感いたしました。
自分が元気であっても、バリアフリーのリフォー
ムを前もって考え実行していたおじいちゃん、流
石です☆家族の介護は当然必要で、外部のサポー
トも受けておりますが、自分の建てたお家で家族
みんなで過ごせているのは、良い事なのではない
かなぁと思います。
最近、高齢者ホームへの入居の最終決定をするに
あたり、ご家族の「まだ早い」という言葉に躊躇
されている方もいらっしゃいます。家族それぞれ
に事情があるとは思いますが、孫の立場からは、
事前に話合って準備したのだから、あとはその中
で幸せを最大化するだけじゃないの！意思決定は
自分でしてよし！です。

大好評「社員コラム」

《やっちゃえ～陽子。》
専務・田代陽子
昨 年の 12月半 ば、 自宅 で転 倒し て肋 骨を 折
った 。痛 みが 激し く、 とて もと ても 普通 に暮
らせ ない と思 いつ つ、 我慢 をし なが ら何 とか
時を 過ご した 。
運 動を 全く しな いも のだ から 足腰 が衰 えて
きた 。こ れは イカ ン！ 少し 歩こ うと 思う が転
んで は大 変… 。プ ール で歩 くこ とに しよ う。
そ して サン トリ ーロ コモ ア（ 足の 筋肉 と膝
関節 の衰 えの 補助 薬品 ）を 飲む こと にし た。
3ヶ月 経っ て快 調に 回復 ＝ゴ ルフ プレ イス
ター ト！ ！
天 候よ し！ ス イン グよ し！ 歩 行よ し！
ス コア …ソ コソ コ(笑)
とに かく ゴル フ場 を歩 くの は気 分が よい 。ラ
ウン ドを 何事 もな く回 れた のは 嬉し かっ た。
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ズ ンバ の教 室も 再開 。そ して 何と 何と 別の
スタ ジオ に行 って Ｈｉ ｐＨ ｏｐ を始 めた 。
リズ ムに 乗っ て体 を動 かす 事は 心地 よい のだ
が、 その 後の 筋肉 痛に はマ ケマ シタ ～。
体 ばっ かり 鍛え ても …ネ 。頭 も鍛 えよ う！
と、 …や っち ゃえ ～陽 子。
麻 雀を 始め るこ とに しま した ！！
ま ず雀 卓を 購入 。全 自動 は高 いの で昔 なが
らの 手動 式で す。 コロ ナ禍 で家 庭で ゲー ムを
する 人が 多い のか しら …納 品ま で1ヶ月 掛か
りま した 。
さ てさ て、 この 手動 式。
麻雀 牌は 自分 の手 で積 め
るの かし ら？
み んな 年を 取っ て手 が
震え たり して …ア ハハ 。
とに かく やっ ちゃ え～ ～。
健康麻雀で脳トレ♪

◆シニア版！不動産売却と財産管理セミナー◆
開催日：令和4年5月8日（日）ＰＭ13：00～15：30

先着１５名様
（受講料無料）

会場：大和市大和東３－９－３（ジェー・アール・シーセミナールーム）
相続の為の現金や、単身での生活が困難になり介
護施設等へ住替る為に自宅や相続した実家を売却す
る60代・70代のシニア世代が増えています。
しかし不動産の売却には基本的な知識が必要です
し、シニア世代であれば相続も考慮しなければなら
ない為、相続等にも詳しい不動産業者の選び方など
頭を抱えることばかり。つい後回しにしてしまって
いる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、売却したら多額の税金がかかると思ってい
る方もいらっしゃいますが、自宅を売却した場合、
３０００万円の特別控除を利用する事で税金がかか
らない場合があります。
他にもシニア世代だからこそ気を付けなければな
らない「シニア世代の不動産売却の常識」をぜひ受
講なさってください。

こんな疑問にお答えします！
・ 相続し た実家の売却！気を付けるこ とは？
・ 高齢者施設の入居と売却どっ ちが先？
・ まだ住宅ロー ン が残っているけど売却できる？
・ 自宅を売却し ても住み続けら れる方法？
・ 売却し た時の税金について詳し く知りたい。
・ 売却から 施設入所までの流れを知りたい。
・ 施設のあっせんもし てもらうこ とできる？
・ 荷物が多く残っている家でも売却できる？
・ 築５０ 年以上の家だけど売却出来る？
・ 所有者が認知症を患っているが売却可能？
・ 権利証がどこ にあるかわから ないけど大丈夫？

《人事のご案内》 令和4年4月1日付にて
木村 幸美
新職：執行役員営業部 部長
陳
萌
新職：執行役員建築部 部長
大橋 幸一
新職：建築部 課長代理

旧職：営業部 部長
旧職：建築部 部長
旧職：建築部 主任

今後と も、
宜しくお願い
申し 上げ ます。
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電話０４６－２６１－６１０１
電話０４６－２６１－６１０１

法律は行政書士に相談
いわゆる法律家の中には、弁護士、弁理士、司法書士、行政書士、税理
士、等々がありますが、税理士の次に人数が多く、最も幅広い分野で活躍
しているのが行政書士です。弁護士や司法書士は敷居が高いと思われがち
ですが、行政書士なら、官公署への申請や、個人間の契約書の作成を、1
枚からでもお気軽に依頼できます。

資金はＦＰに相談
FP とは、ファイナンシャルプランナーのこと。人生において、いつどのようなお金が
必要か、資金計画を立てることをファイナンシャルプランニングといい、そのお手伝い
をするのがファイナンシャルプランナーです。例えば老人ホームに入るのと、自宅を介
護リフォームするのはどちらが有利か、など、様々な視点から検討できます。

高齢化問題は、介護と相続が大問題
お金の問題はシビアです。特に、高齢者が要介護になったり、相続・遺言の準備をと
思ったとき、間違った判断をしてしまうと、後々トラブルの原因になります。
気になることがあれば、早めに相談してみることをお勧めします。

相続相談・遺言の作成
平成30年に相続法が改正され、配偶者居住権や特別の寄与などの
制度が新設された他、自筆証書遺言の財産目録の記載方法の変更、自
筆証書遺言保管制度の創設など、いくつかの変更がありました。
遺言書を作成するに場合には、ご本人、ご家族の状況により、注意
すべき点が変わります。お気軽にご相談ください。

家族信託・成年後見（任意後見・法定後見）
高齢者が、ご自分の財産管理ができなくなった場合や、生活・医
療・介護などに関する契約や手続きができなくなった場合に備えて、
家族信託や成年後見などについてご検討してみて下さい。介護度
が進んでから法定後見を受けられるより、お元気なうちにご自身が
どのような老後を送りたいのか、意思を明確に伝えておかれること
をお勧めします。

高齢者ホーム入所・在宅介護
高齢者が要介護になった場合、在宅で介護を受けるのか、高齢者ホームに
入所して介護を受けるのか、の２つに大きく分かれます。ご本人やご家族の
負担を考えながら、高齢者ホームへの入所をご希望の場合は施設をご紹介で
きますし、在宅で介護を受けられる場合は、必要に応じて介護リフォーム補
助金申請などをお手伝いします。

ひまわり会報
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3LDK+小屋裏収納

国籍取得・在留許可・国際業務
大和市の人口約22万人の内、約7200人が外国人。約3.3％＝100人に3
人は外国人という計算になります。外国人の労働者や国際結婚する人も年々、
増加傾向です。国際結婚がしたい、在留許可を更新したい、技能実習生を雇い
たい等、様々なご相談にお応えしています。

道路使用・占用許可、足場設置届

「人生100年時代」。長い老後をどう快適に過ごしますか。住まいを財産と
しての価値だけでなく、暮らしを豊かにする生活空間としての価値が求められ
建設工事や道路工事を行う業者様。建設工事で足場を設置する場合、その
ています。
足場が国道・都県道・市道等にまたがっていたら、国道事務所、都県道事務
住まいの形に合わせて暮らすのではなく、ライフスタイルに合わせて住まい
所、市土木事務所、警察署への申請、ましてその足場が、高さ10M以上・期
の形を変えていきま
しょう。意外と見過ごされているのが、将来に向けたバリ
間60日以上なら労基署まで…。と考えただけでも面倒ですよね。
アフリー対策。段差解
消や手すりの設置意外にジェー・アール・シーは「縦の
面倒な申請は「はるかぜ」にお任せ下さい。手書きの図面でも、また図面
バリアフリー」もご
提案。上下階の移動が困難になると、生活機能が１階に集
が無くても、場所さえ分かればお引き受けします。
中し、ものが溢れ生活の質が低下してしまいます。「縦のバリアフリー対策」
にはホームエレベーターや階段昇降機も検討されてはいかがですか。

開業許可・届、免許

建設業で500万円以上の工事を受注したい場合、建設業許可が必要です。不
動産業宅建業免許、運送業は運送業許可、中古品の販売なら古物商の届出、医
薬品の販売は許可、医療機器の販売は届出が必要です。
まさかと思われるかも知れませんが、飲食店で深夜にお酒を提供する場
合や、落ち着いた照明の喫茶店、ゲームセンター、ダンススクールを営業
する場合には風営法の許可や届出、お惣菜・お弁当の製造・販売は飲食品
営業許可やそうざい製造業の許可が必要です。
新しい事業を始められる場合、事業を拡大する場合には、許可や届出が
必要でないか、ご連絡頂ければ、確認できます。

行政書士は昔の代書屋さんが起源!?
今から30年ほど前まで、行政書士が運転免許証の文字を打ったり写真を
撮ったりしていたので、運転免許試験場や警察の近くには「代書屋」の看板
を多く見かけました。
なぜ行政書士の看板が「代書屋」だったのでしょうか。実は、司法書士や
行政書士は明治時代の「代書人」制度が起源で、大正8年頃に司法代書人と
行政代書人に分かれ、戦後に司法書士、行政書士となったのです。免許証の
代書屋は明治から戦前の代書人の名残りだったのですね。

グループ

はるかぜ㈱・行政書士事務所
〒242-0017 大和市大和東3-9-3
046-240-6135
i nfo@harukaze. or g
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電話０４６－２６１－６１０１
電話０４６－２６１－６１０１

人 生 10 0年 時 代 だか ら こ そ

ライフビジョンを「見える化」して
将来設計を！！
今から５年後、 １０年後、 １５年後の 生活・将来の 収支の 見通しを 立
てることで、 ご自分の 老後の 生活スタイ ルや 資金を 把握しましょう 。
ラ イ フ ビ ジ ョ ン シ ート

家族ごとのライフイベントや収入・支出を書き出し、
90歳までの家計の収支をチェックしましょう。

例えば ： 住宅ローンの完済が近づき、子育てが終わったころには、住まいのあちらこ
ちらに不具合が生じてきます。リフォームをして住み続けるか、便利でコンパクトなと
ころや高齢者住宅に住み替えるか、老後の暮らしをシミュレーションしましょう。

シニア住生活サポート事業部では…
①高齢者ホーム・住宅の紹介、見学同行、入居のお手伝い ②住み替えのご相談
③所有不動産の調査・査定 ④リフォーム、住宅改修
⑤各手続きサービスのお手伝い（成年後見人、家族信託、相続、財産管理）
⑥片付け、ハウスクリーニングなど
「住まいの将来」のお悩みもお気軽にご相談ください。

【介護保険適用】
住宅改修工事

こ れ ま で の JR Cの リ フ ォ ー ム 工 事 の ノ ウ ハ ウ に
【申請から工事まで】シニア住生活サポート事業部に
お任せ下さい！

シニア住生活
サポート事業部
渡辺真理
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3 Lで
D K、
+ 小お屋金裏の収見
納通 し は と て も 大 切 で す 。
お金に左右されない安心な老後を送る上
時間を作り、必ず一度は計算してみましょう。

・ 収入の変化や 住まいの老朽化に対応し た将来設計は、早ければ早いほど選択肢が多くなります。
「 シニア住生活サポー ト事業部」 までお気軽にご相談ください。

80～85歳

60歳

住み替え

駅近・マンション・地方暮らし、
子世帯と同居、サ髙住などの髙齢
者ホーム

早めの
リフォーム

体力低下や介護を見据えたリフォ
ーム⇒⇒一時的な出費はあるが、
快適に過ごせる。
介護保険や助成金を上手に利用。

なりゆき
任せ

なりゆき任せは避けましょう
現役時代のお金の使い方をしてい
ればやがて不便な暮らしに。収入
の変化や住まいの老朽化に対応し
た将来設計で、安定した暮らしを

介護が必要になると
「自宅」か「住み替え」を決断

（統計から見た要介護年齢）

在宅介護

在宅介護

高
齢
者
施
設
へ

最後まで自宅、それとも早めに高齢
者ホームに入居されますか？
将来の住まい方によって予算が変わ
るので、お元気なうちに老後の暮らし
を再設計してみましょう！

シニア住生活サポート事業部 今話題の”家族信託”セミナーも!!
① 『後悔しない
② 相続対策に有利な 家族信託
●家族の事情や状況に応じた対策や手順
高齢者ホームの探し方
日時：5月15日（日）13：30～15：30
場所：ハーモニーホール座間
日時：5月29日（日）
13：30～15：30
場所：海老名市文化会館

日時： 5月28日（土）
29日（日） 定員15人
各日：13：30～15：30
場所：ＪＲＣ セミナール
家族信託 : 認知症などによる財産の凍
結を防ぎ、家族が財産管理できる制度

●受講後個別相談承ります！

講師：栗城

博

◆料金の「高い・安い」だけでなく、立地、介護、医療などの条件に合った施設の選び方やこれからの資産管理のお話しをします。
昨年、１年間で300人以上の方が参加された人気のセミナーと、気になる『家族信託』の新規セミナーです。

ご予約

電話

０４６－２６１－６１０１

メール

info@jrc6101.com
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大和市
渋谷3 丁目

新築一戸建

３SLDK
＋P2台！

小田急江ノ島線

初公開

★

販売予告 『高座渋谷』駅 徒歩13分

設備も 、 間取りも 、 収納も 良いとこ取り！

人気の
固定階段あり 人気の ウォー 人気エ リア
オール電化 小屋裏収納 クイ ンクロ ー
での
住宅！
広々14帖！
ゼット！
住替え ！
子育てのし や すい
立地！
◆福田小学校…徒歩6 分
◆渋谷中学校…徒歩1 3 分
◆コンビニ
…徒歩3 分
◆イオン大和 …徒歩5 分

P2台あり！
小屋裏収納

所在地：大和市渋谷3丁目1-12
都市計画：市街化区域
用途地域：第１種低層住居専用地
域 地目：宅地
建ぺい率：50％ 容積率：100％
土地面積：151.99㎡（45.97坪）
建物面積：91.50（27.67坪）
設備：東京電力・公営水道・本下
水・オール電化
接道：北東 幅員約4ｍに約2ｍ接
道
建築確認番号：第２１UDI１建０
１０６９号
令和4年4月完成予定 販売予告

３SLDK
＋WI C(全室)

小田急小田原線・相鉄線・相模線

綾瀬市小園
『海老名』駅 バス9分
3,680万
新築一戸建
バス停『日立相模前』停歩1分
（税込）
人気の

対面キッチン

◆生活環境◆
P2台可！
（車種に よる）

◆早園小学校…徒歩4分
◆ドラッグストア…徒歩3分
◆城山中学校…徒歩20分
◆フレスポ綾瀬…徒歩13分
◆コンビニ…徒歩5分

内覧希望・お問合せは…

全居室
WIC
付いてます！

綾瀬
スマートIC
まで1 1 0 0 m！
所在地：綾瀬市小園
都市計画：市街化区域
用途地域：第１種中
高層住居専用地域 地
目：宅地 建ぺい率：6
0％ 容積率：200％土
地面積：A区画84.59㎡
（25.58坪）B区画80.6
9㎡（24.40坪） 設備
：東京電力・公営水道
・本下水・オール電化

電 話 ０４ ６－ ２６ １－ ６１ ０１
メール
info@jrc6101.com
Ｈ
Ｐ
www.jrc6101.com
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会員不動産会社
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【家族信託の相談窓口！】
新年度に入りました。弊社は５月より38
年目を迎えます。
改めて宜しくお願い申し上げます。
予断を許さないコロナ禍ですが、昨年度
は弊社【シニア住生活サポート事業部】や
グループ会社【はるかぜ株式会社】でのお
手伝いが増えた一年でした。特に『高齢者
ホームの探し方セミナー』は昨年６月より
開催をしておりまして５００組を超える来
場がありました。
高齢者施設の探し方はもとより、介護保
険サービスの内容や介護リフォームの活用
方法、空き家になった場合の対応等、幅の
広い内容になっています。体調に変化があ
り、ご家族がいても自宅で過ごすことが難
しくなった場合は高齢者施設への転居を検
討することが多くなります。様々な探し方
がありますが取り寄せた資料だけでは理解
が得られず、施設に直接連絡してもある程
度の質問しか答えてくれません。他施設と
比較検討する場合のポイントなどは不明瞭
で利用者家族が頑張って施設を探されてい
ます。介護保険の適用など理解が難解で地
域包括支援センターなど行政とのつながり
も欠かせません。専門用語も多く苦労され
ているのが現状です。
ワンストップ総合不動産業を目指す弊社
と致しましては、高年齢になり運動機能の
低下や認知機能の低下がみられた場合、健
康な状態で住まえる住居～介護等が必要に
なった場合の住居へのアプローチをお手伝
いできる体制を整えました。その中で注目
して戴きたいのが今後の高齢者の財産管理
や不動産売却、空き家対策にもますます重
要になってくる家族信託制度。振り返って
みますと、ご高齢のお客様の自宅売却をご
親族からご依頼を受けました。お話を進め
ていきますと、ご当事者様の体調に変化が
あり、取引に関する判断手続きに難易があ
ることが判りました。このままでは取引成
立が出来なくなることが明らかでしたので

弊社より家族信託の活用を提案させて戴き
ました。結果、信託契約書を作成して、公
証役場にて手続きを行い、金融機関にて信
託口座を開設してご親族への権利の移行を
し、無事に資産売却を済ませることが出来
ました。ご親族皆様から大変喜ばれたケー
スです。ご本人はまだまだ大丈夫と考える
ケースが多いのですが、認知症になってか
ら打てる手は限られていますので、早めの
対策をご家族内で話し合っておく必要があ
り、今後ますます、家族信託制度を利用し
た相続対策が重要になって来ると思います。
そこで弊社では全国ネット【家族信託の
相談窓口】に登録を行い、本格的に財産管
理業務を行うこととしました。そして私と
弊社取締役の木本が認定相談員として資格
を取得しましたので、お気軽にご相談下さ
い。財産管理の重要性はご家族皆様で対策
が必要です。

平成26年6月25日水曜日。弊社創立30周
年の日に生まれた愛娘！元気に育ってくれ
て新年度より小学２年生になりました。
成長の軌跡を楽しみながら、様々な変化に
戸惑うこともしばしば。
そう言えば変化していないことが一つあ
りました。幼稚園年中から
ず～っと【なおひと】君が大好き！
彼もまんざらじゃないみたいです。なお君、
将来宅建士取ってくれるかな～？(笑)
引き続き宜しくご指導の程お願い申し上
げます。

代表取締役

（グループ統括責任者）

栗

城

健

本格的に財産管理業務を始動しました！
認定相談員の私共に、お気軽にご相談ください。

