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2020年6月6日

土曜日

6月13日（土）は、桜十字病院 呼吸器専門の副院長による無料オンラインセミナー＆完全個別相談会

“新型コロナ”
に関して、高齢者が今後注意すべきことは？
介護度や医療依存度が
ミ ナ ー。「 新 型 コ ロ ナ ウ

く か 」「 ホ ス ピ タ ル メ ン

イルスの現状を解説」「高

それは、医療と介護のプ

トでの取り組み」をお話

高い人でも万全の受け入

ロが考え、桜十字病院が

ししてくれます。オンラ

れ 体 制 が 整 っ て い る …。 齢者はいかに予防してい

運営する老人ホームだか

13

できますよ。

もうひとつは、時間別

の完全個別の相談会。コ

ロナ対策に留意しなが

ら、実際に気になる施設

を見学できます。入居前

らです。６月 日（土）は、 インなので、自宅で視聴

「ホスピタルメント」の手

厚い医療体制を知るチャ

ンス。

①自宅でセミナー
②個別相談会

【先着30人】右QRから申込みフォームへ ※6/11
（ 木）締切

ホスピタルメントさくら西館

6月13日
（土）10:00 ～16:00 ホスピタルメント全棟

予約制・完全個別相談会

QR読み込みで
！
スムーズ予約

10120・206・233

予約
問合せ 受付時間／ 9:00 ～ 17:00

桜十字病院に隣接する西館。落ち着いた雰囲気の居室や四季を感
じる庭、料理人がふるまう朝昼晩の食事、サークル活動もあり！
至近見

※予約後、予約完了の確認メールが送られます。当日は確認メールに記載の招待リ
ンク（URL）をクリック ➡予約時と同じ名前もしくはアカウント名を入力 ➡「ミーテ
ィングに参加」のボタンをクリックで参加できます。

御幸笛田1丁目交差点
東バイパス

〈初夏の入居サポートキャンペーン実施中！〉

●マックスバリュ
182
ホスピタルメント

●桜十字
●ホスピタルメントさくら東館

入居時「選べる最大10万円分」プレゼント

セミナープログラムや「ZOOM」
登録方法など詳しくは ➡

●こばと保育園

（家具／カーテン／家電／引っ越し金額負担より）

※個人情報はセミナー予約・参加案内のために使用

浜線バイパス

個別相談会で気に入ったら…6月の入居がねらい目！

●洋服の青山

①問合せ先（熊本の施設いずれでもOK）
②氏名（漢字・ふりがな）
③連絡方法（電話番号・メールアドレス）
④「問合せ内容」に下記を入力ください
・オンラインセミナー参加希望の旨
・セミナーで聞きたい質問
・ZOOMアカウントの有無
（持っている場合はアカウント名）

の心配事など何でも相談

してみてください。どち

講師／吉永 健 桜十字病院 副院長
【専門】呼吸器一般／日本呼吸器学会専門医／
日本呼吸器内視鏡学会専門医／日本内科学会
認定医

ひとつは、呼吸器の専

※PCかタブレットかスマートフォン、および
インターネット環境が必要です
※web会議サービス「ZOOM」のアプリを使用
するため、事前にインストールしてください

らも完全予約制。入居キ

日時／ 6月13日
（土）
10:00 ～11:00（9:45入室開始）
場所／自宅など（オンライン環境）

門医で副院長の吉永先生

検索←

ャンペーンも実施中。

ホスピタルメント 熊本 新着情報

による無料オンラインセ

LIVEオンライン “新型コロナ”
に関して
セミナー【無料】 高齢者が今後注意すべきこと

検索←

ホスピタルメント 熊本

＂医療に強い＂ホスピタルメントの
日頃の取り組みを知る機会です

ホスピタルメント

桜十字病院

●

キャンペーンに関する問合せ／ 10120・206・233（9:00 ～ 17:00）

御幸小
ホスピタルメント
さくら西館

【介護付有料老人ホーム】
ホスピタルメント桜十字
（南区御幸笛田7-13-21）

【住宅型有料老人ホーム】

・ホスピタルメントさくら東館
（南区御幸笛田7-15-3）
・ホスピタルメントさくら西館
（南区御幸木部1-1-1）

７月31日（金）まで！ 熊本県民限定で宿泊料が助成されるキャンペーンが始まります

上天草への旅、大人１人最大5000円引き！
（一社）天草四郎観光協会

天草四郎観光協会

検索 ←

外出自粛のストレスやお

番。緊急事態宣言による

上天草はこれから夏本

人最大５０００円まで割

宿泊料の半分を助成。一

成金付きプラン」予約で

対象のホテル・旅館の「助

36

アクティビティや天草グルメ付き…
助成対象の魅力的なプランが続々！

疲れ気分をレジャーで吹

引されます。 もの参加

施設が、イルカウォッチ

き飛ばしましょう。

上天草では、外出自粛

付き、飲食割引券付きな

ど、天草の魅力が詰まっ

た多彩なプランを用意し

ていますよ。

プラン詳細・予約は
各施設へ問合せを

予約は各施設のＨＰか

電話で確認を。同協会の

駐車スペースに限りがございますので
事前の予約を。お気軽にお電話下さい

ングや船釣りなどアクテ

完全予約制

に協力した皆さんへの感

日

公式ＨＰの一覧から検索

6/6 ・7
13 土・
14 日
土

ィビティ付き、海中水族

参加施設全体で、消毒やスタッフの検温
を徹底。宿泊客にも体調確認を
行い、利用人数を制限するなど
3密対策も実施。安心して観光
できる環境を整えています

謝と上天草地域の観光業

池田さん

するのが便利です。割引

天草四郎観光協会

は７月末まで、お早めに。

「安心して遊びにきてください！」

各飲食店で食べられる
﹁どっちもよか丼﹂も！

天草からメッセージ

館シードーナツや天草四

店内では、天草陶磁器などグッズ販売
やカフェ、ボルダリング体験エリアな
ど楽しいコトが満載です

応援のため、宿泊割引キ

ャ ン ペ ー ン が ス タ ー ト。 郎ミュージアムの入館券

大規模温浴施設
「スパ・タラソ天草」

昨年オープンした「ミオ・カミーノ天草」

くまもと限定 緊急宿泊助成キャンペーン開催！
7月末まで、各施設「助成金付きプラン」の利用で

宿泊料の半分を助成！ ※1人最大5000円まで

例1：料金1万2000円で宿泊⇒5000円の助成
例2：料金8000円で宿泊⇒4000円の助成
※小人料金も同様 ※宿泊時に熊本県民であることが
証明できる物の提示が必要です ※国の「GoToキャ
ンペーン」など他事業との割引併用はできません

問い合わせ／天草四郎観光協会
☎ 0964
（56）
5602（受付/8:30 ～ 17:30）

お客様の家2棟、
一度に両方見られるチャンス

アル な 声 ”
いま 聞き た い の は“リ

お電話でご予約いただいた方には

『将来はこんな家がいい！』 完成見学会
会場

1

島崎

「建てた時はよかったのに」
と後悔しないための、
長い目で考えた家づくり。
ご参考に見学にお越し下さい。

Ｋ様邸 3LDK
やっぱり将来は

新型コロナウイルス対策の為、マスク着用、
消毒液の設置を実施しています

平屋！

「1 階だけで完結したい」

集合

会場①より②へご案内します

「家族が遊びに来ても◎」

県立
体育館
●

●

熊本城
藤崎台
保育園
●
段山町
電停

●

島田
美術館

●

セブン
イレブン

西廻りバイパス

会場①

●

古閑精肉店

●

コスモス

井芹川

慈恵病院 ●

会場

至新町

2

来場特典

キャラクターグッズ

お子様一人につき1個
まで、
なくなり次第終了
とさせていただきます ※写真はイメージです

花園

Ｎ様邸 3LDK
3 世代でも

2 階建て！
「家族が増えてもいいように！」
「親と安心して暮らしたい」
「プライベート空間もほしい」

● いなだ
眼科

Ｋ 様邸のポイント！
◎リビング が 中 心＋納 戸
で部屋を広く見せる間取り

ご予約・お問い合わせは

JR上熊本駅

本妙寺
●

「今までの土地で広く住みたい」

◎ラクに開けやす
いインスライドド
アや、引き戸など
暮らしの安全も

会場① 西区島崎 5-8-24

施設・プラン一覧
はこちらから

N 様邸のポイント！
◎乳児から 90 代の 6 人が一緒
に暮らしやすい住まいに
◎間仕切りできる子ども部屋や
奥行きある玄関収納も必見

MAP

10:00～18:00水曜休

