
住みかえ通信
トランスハウジング

朝晩の冷え込みが厳しくなってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
移住・住みかえ支援機構より、今月のメルマガをお届けします。
今月より期間限定で「スタッフのつぶやき」が復活しました！
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───────────────────────────────────
◆◇　1．JTIニュース
───────────────────────────────────
◆◇◆　田舎暮らしの本に掲載されました　　◆◇◆
「予算50万円からの田舎暮らし入門」
田舎暮らしをするとき、持ち家をどうしたらよいか？
田舎暮らしの費用と方法について、マイホーム借上げ
制度が選択肢の一つとして掲載されています。

誌名：田舎暮らしの本（12月号）

◆◇◆　リフォコに掲載されました　　◆◇◆
「耐震リフォームを施して親が住まなくなった家を賃貸に」
空き家だった自宅に耐震リフォームを実施し、マイホーム
借上げ制度を利用した実例をご紹介しています。

誌名：リフォコ（2015年版）



───────────────────────────────────
◆◇　2．賃貸住宅情報
───────────────────────────────────
◆◇◆　　JTIホームページで物件情報をご紹介！　　◆◇◆
ホームページでご希望のエリアから検索してご覧ください。
■JTI賃貸住宅情報　http://www.jt-i.jp/rent/bukken/index.html

所在地 賃料 建物 間取り 駐車場 詳細

埼玉県　久喜市
鷺宮3丁目

７６，０００円 戸建 ５ＬＤＫ ２台 詳細

奈良県　生駒市
真弓南1丁目

９９，０００円 戸建 ３ＳＬＤＫ １台 詳細

大阪府　高槻市
南平台5丁目

１２０，０００円 戸建 ４ＬＤＫ ２台 詳細

兵庫県　神戸市
須磨区北落合6
丁目

５９，０００円 マンション ３ＬＤＫ 詳細

兵庫県　川西市
向陽台3丁目

８１，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台付 詳細

東京都　世田谷
区桜丘３丁目
（２・３階）

１９０，０００円 戸建 ６ＬＤＫ １台 詳細

大阪府　岸和田
市土生町

７４，０００円 戸建 ４ＬＤＫ ２台分付 詳細

東京都　豊島区
南池袋2丁目

２３５，０００円 マンション ３ＬＤＫ 無し 詳細

兵庫県　神戸市
西区南別府3丁
目

８５，０００円 戸建 ４ＬＤＫ ２台 詳細

埼玉県　埼玉県
蓮田市桜台

８５，０００円 戸建 ４ＬＤＫ＋Ｓ １台 詳細

愛知県　知多郡
阿久比町宮津

８０，０００円 戸建 ２ＬＤＫ ２台 詳細

大阪府　吹田市
片山町3丁目

１７０，０００円 戸建
４ＬＤＫ＋２

Ｓ
１台＋軽１

台
詳細

千葉県　千葉市
稲毛区長沼町

８６，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台 詳細

東京都　狛江市
中和泉1丁目

１３５，０００円 戸建 ３Ｋ＋３Ｋ １台 詳細

大阪府　大阪市
西区江戸堀2丁
目

７２，０００円 マンション ２ＬＤＫ 無し 詳細

兵庫県　三田市
あかしあ台4丁目

９６，０００円 戸建 ４ＳＬＤＫ １台 詳細

静岡県　掛川市
大坂

７２，０００円 戸建 ７ＤＫ ４台 詳細

神奈川県　横浜
市西区境之谷　2
Ｆ

１０５，０００円 戸建（2F） ４ＬＤＫ
１台（軽・小
型車限定） 詳細
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大分県　大分市
東原

１０８，０００円 戸建 ４ＬＤＫ ３台 詳細

兵庫県　神戸市
北区幸陽町

７２，０００円 戸建 ４ＬＤＫ ２台 詳細

大阪府　高槻市
八幡町

１０６，０００円 戸建 ４ＤＫ １台 詳細

滋賀県　大津市
仰木の里

６９，０００円 マンション ３ＬＤＫ １台 詳細

栃木県　宇都宮
市上戸祭町

９４，０００円 戸建 ４ＬＤＫ ２台 詳細

滋賀県　草津市
若草５丁目

６５，０００円 一戸建て ３ＬＤＫ １台 詳細

埼玉県　越谷市
大沢4丁目

９９，０００円 マンション ３ＬＤＫ 詳細

岐阜県　多治見
市脇之島町6丁
目

７８，０００円 戸建 ３ＬＤＫ ２台 詳細

埼玉県　草加市
旭町5丁目

１０８，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台 詳細

神奈川県　綾瀬
市寺尾釜田３丁
目

８１，０００円 一戸建て ５ＤＫ １台 詳細

埼玉県　鶴ヶ島
市藤金

７６，０００円 戸建 ４ＬＤＫ １台 詳細

東京都　足立区
綾瀬５丁目

８７，０００円 マンション ３ＤＫ 詳細

※掲載物件情報について

これらの物件は、情報を発信する時点では申込みは入っておりませんが、お問い合わせの時点で

成約している可能性もあります。その際はご容赦ください。

※物件の問い合わせについて

物件情報に「問い合わせ先」として掲載されている不動産業者へお問い合わせくださいますようお願いします。

JTIは宅地建物取引業者ではないため、お客様を直接、物件へご案内することはできません。ご了承ください。
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───────────────────────────────────
◆◇　3．スタッフのつぶやき「ペットに教えられるもの」
───────────────────────────────────

「ペットに教えられるもの」

ペットを飼った経験がある方なら誰もが必ず体験する事、出会いと別れ。
現在、我が家ではペットとの別れに向けてのカウントダウンが始まっている。

　2匹のトイプードルとの出会いは初めが7年前、その1年後が次の出会いであった。
茶色の雄のトイプードル、かのんはとてもおとなしく臆病ではずかしがり屋。雷の日や病院に連れて行く日はプルプルと震える。
一方のココロはブルー（実際は黒っぽい）の雄。かのんより一まわり大きく、活発で走るのが速い。ドッグラン競争ではいくつか
入賞している。従順で人の言うことをよく聞き、何を話しても首をかしげる。2人の子供の成長と共に、家族4人+2匹、これまで
平凡な犬中心の生活を送ってきた。当然ながら、旅行や外出の際は時間や場所が限られることが多いし、散歩や病院、トリミング、
食事や排泄物の始末まで手はかかる。それでもかのんとココロは日常の生活の中では居て当たり前のように溶け込んでいる。

　ところが今年の5月のある朝、ココロに異変が起こった。
いつものように妻が犬をリビングに放したところ、フラフラと酔っ払いのように斜め歩きをし、転びそうになる。
私は仕事があったがまだ早朝だったので出勤前に動物病院へ。まだ寝ていたであろう院長に診察してもらうが、すぐには検査も
できず、そのまま入院へ。その日のうちに血液やMRI検査で「脳梗塞」と判明。小型犬には珍しいらしい。
人間と違い、カテーテル治療が出来ず、特に治療法が無いという。しばらく安静にするしかないと。おおよそ3日くらいあまり動か
ずに横になっていたココロはゆっくりだが普通に歩くようになった。家族みんなが心配していたのたがまずは一安心したのだった。

それから約2週間後、ココロに更なる事件が起きた。
　元気そうなのだが目が充血し、両あごの下あたりにしこりが出てきたので、再び病院へ。
血液検査の結果、悪性のリンパ腫、血液のガンと呼ばれる病気と判明。全身に広がっており、放っておけば余命3週間との宣告。
妻も私も茫然となった。但し、完治しないまでも治療法はあると「日本小動物医療センター」を紹介してもらう。動物のガンの専門医
に診察をしてもらい、難しい名前の複数の抗ガン治療をすることにした。私個人的には、絶望的であれば延命治療のための、怖がる
治療や小さな体に太い針を注射することは、避けてあげたいと思った。
しかしあと３週間という期間があまりにも短く、しかも治療によっては数年生きることもあるという、信じがたい先生の言葉にすがるように
延命治療を選択した。

　本格的な治療が始まって2ヶ月が経過した。これまで副作用による下痢や嘔吐が数回あったものの、元気なココロ。多少体毛が抜けて
薄毛にはなったものの、一時減っていた体重も戻り、食欲もある。食欲のあるうちに、高価でも体に良いものを与えようと、インターネットで
取り寄せしたフードやサプリメントを与えている。その恩恵を受けてかのんくんの毛並や色つやがよくなってきたねと、散歩仲間の皆さんから
言われる。勿論、ココロも予想以上に元気な体調を維持している。ただ、４回までしか投与できない強力な抗がん剤をもう2回投与した。
この抗がん剤投与の後数日間は下痢をし、食欲がなくなり、飲んだ水さえ吐いてしまう。かなりつらそうでじっと見ていられなくなる。　
かのん、ココロと一緒に過ごせる時間があとどれくらいあるのか誰にもわからない。だからこそ今のこの時間を、大切に平凡に過ごしたいと思う。
スウェーデン・ドイツの私の好きなことわざ

「喜びは分ちあうと倍になる。悲しみは分かち合うと半分になる。」
（ペンネーム：くろちゃん）



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
■ ラジオ番組のご案内
　￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　代表理事・大垣とクラブ・ウィルビー代表の残間里江子さんによる
ラジオ番組、毎週放送中！

文化放送【AM1134】「大垣尚司・残間里江子の大人ファンクラブ」
（放送日）：毎週日曜日　　（時間）：午前9時30分～9時55分

　http://www.joqr.co.jp/otona/

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
■       一般社団法人　移住・住みかえ支援機構(JTI)
■■     〒102-0093　東京都千代田区平河町1-7-20　平河町辻田ビル6F
■■◆   TEL: 03-5211-0757 FAX: 03-5211-3207

■■■■メール：sumikae@jt-i.jp
■■■■ホームページ：http://www.jt-i.jp <http://www.jt-i.jp/>
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
このメールは移住・住みかえ支援機構（ＪＴＩ）に会員登録された方と、
ハウジングライフ（住生活）プランナーにお送りしています。

メールアドレス変更・お問い合わせ・このメールの配信停止をご希望される方は、
お手数ですが下記のメールアドレスに「お名前」と「内容」をご入力の上
ご返信ください。

メール：　sumikae@jt-i.jp

http://www.joqr.co.jp/otona/
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