2020年9月12日

土曜日

＜4＞

ここはもう一つの家族です。地域最大のデイサービス併設で豊かな暮らし、JR武蔵塚駅より徒歩約5分

住宅型有料老人ホーム
「ハイコムライフ武蔵ヶ丘」入居者募集
ハイコムライフクリエート（株）

検索←

ハイコムライフ武蔵ヶ丘

介護をしていると、
こんな悩みがありませんか？
認知症
相談可

24時間
介護体制

個別相談会

リハビリ 入居一時金
体制あり
0円！

□ 人に会う機会が減り、楽しみや刺激が少ない
□ 立地が良くて充実した施設を探しているけれど、
見学はどうすれば？
気になったら早めに相談を

随時開催中
＊予約制＊

居室はホテルのような

豪華な佇まい。今なら部

フィット

ストームフィット

熊本YMCA 中央センター グローバル教育事業部

検索←

検索 ←

● 9月 26 日
（土）講座説明会

携帯・スマホ
からもOK

無料・要予約

●時間 土曜 13:30～15:30
（初回のみ 10:30 ～ 12:30）

●月額

YMCA 日本語教師

週１回・２時間の集中

レッスンで、効率的に日

本語教師を目指しません

エッセンスが凝縮

日本語教師養成講座

10 月17 日
（土）開講、定員 6 人

か？

された少人数授業が好評

月から

10

のＹＭＣＡの「日本語教

師養成講座」が

開講します。実践からス

タートし、春から理論を

学ぶカリキュラム。基礎

から丁寧に教えてもらえ

バル事業部

ると、初心者にも好評で

ンティアなどで、スキル

住所／中央区新町１ノ３

す。留学生を対象にした

アップも図れますよ。

ノ８

模擬授業や会話練習ボラ

申込・問合せ／熊本ＹＭ

住／南区平成2-4-3（サンリブくまなん前）
営／月～金10:00 ～ 22:00（土～ 21:00、
日・祝～ 20:00） 木曜休

☎０９６（３５２）２３４４

今がチャンスです。まず

は体験から。気軽にぜひ。

☎０９６（２４３）５７８０

無料体験は、電話かＱＲから必ず予約を

ＣＡ中央センターグロー

「暗闇フィットネス」
女性専用の清潔空間

学生から主婦まで、幅

広い年代に人気の「スト

ー ム フ ィ ッ ト 」。 人 目 が

気にならない薄暗いスタ

ジオで、ハイテンション

な音楽に合わせてランニ

ング＆ボクササイズ！

ストレス発散や運動不足

９月末まで、特典いっ

解消にピッタリです。

ぱいの入会キャンペーン

中。無料体験も実施中の、

※4カ月以上の契約が条件 ※税別

屋タイプ（完全個室）が選

STORM FIT くまなん店

①入会金3000円＆登録料2000円 → 無料
②初月会費5980円or8980円 → 無料
③タオルorボトル プレゼント
④招待チケット２枚進呈（2500円相当）

べるのも魅力です。ほか、

●スタッフも会員も、スタジオだけでなく、
ロッカー内や移動時でもマスク着用を必須

入会キャンペーン ９／30（水）
まで

いつでも飲める南阿蘇天

入会キャンペーン９月まで！ 国内外で活躍できる“日本語教師”に

●こまめな換気、触れる箇所の消毒・除菌を徹底

発表後すぐに満床になったことで話
題を集めた「ハイコムライフ武蔵ヶ丘
Ⅰ」
。そしていよいよ、新しい「ハイコ
ムライフ武蔵ヶ丘 Ⅱ」が本格的に入居
募集をスタートしました！

●パーテーションで仕切り、飛沫感染を防止。
人数制限、会員同士の間隔をあけプログラム実施

ストーム

然水、旬の食材にこだわ

った料理…。近隣の医療

機関と連携し、万が一の

時も安心です。

不動産事業など多岐に

きれいで施設 レ ベ ル が 高 く 、
料金も好評。 ま ず は 気 軽 に 電 話 を

よるリハビリを受けなが

週1回・2時間の効率レッスン。多くの修了生が夢を叶えています

運動

新・生活様式対応

人気の理由のひとつ

当店の

わたり活躍するハイコム

【施設概要】●所在地／熊本市北区楠8-14-33 ●施設類型／住宅型有料老人ホーム ●交通／ JR豊肥本線「武蔵塚駅」より徒歩5分 ●開設年月／ 2019年9月 ●土地・建物の権利形態／土地
（借地）建物（所有） ●居住の権利形態／建物賃貸借方式 ●利用料の支払い方法／月払い ●構造・規模／鉄筋コンクリート造3階建 ●建物面積／ 3.642㎡ ●介護に関わる職員体制／入居者
3人に対して1人 ●居室数／ 72室 ●居室タイプ／個室（18㎡） ●入居要件/65歳以上、要介護 ・入居時かかる費用/不要 ・利用料金（1室分）：居室/家賃5万5000円、食費5万1840円、共益
費2万3000円、管理費1万2960円
（水道・光熱費込）
※毎月の費用の中に介護保険の自己負担や医療費等は含まれません ●運営会社／ハイコムライフクリエート（株）

宅を活用した融資制度に

にも対応

対応できるメリットも。

年 中 無 休（9:00～18:00）

リバース
モゲージ制度

詳しくは予約制の個別

☎096
（348）
8156

充実した
リハビリ
テーション

リハビリ
機器が充実！

相談会へお気軽に。

徒歩5分の
好立地

10120・8156・98

自宅を活用して
生活融資を
受けられる

ら、健康的な生活を送る

JR武蔵塚駅より

ハイコムライフクリエート
（株）

理学療法士や
作業療法士
による

ウォーター
マッサージ
ベッド等

駅チカ！

●個別相談会・入居に関するお問合せ

が、地域最大級のデイサ

空間づくり、
食事…
全てに安心を追求

安心して下さい！コロナ対策を徹底しています
●ソーシャルディスタンスの徹底 ●マスクの配布や
各所に消毒液の設置 ●見学時の会場設備の消毒の徹底
●スタッフの日々の健康管理

グループだからこそ、自

JR武蔵塚駅

ことができます。

龍田市民
センター
●

ービスを併設しているこ

● 武蔵ヶ丘
病院
甲斐土木 ●

と。１４０人対応できる

いよいよ本格募集開始！ 新しい「ハイコム
ライフ武蔵ヶ丘Ⅱ」の施設動画はこちら→

開放的な空間にさまざま

発表されるや、すぐに満床となった
「ハイコムライフ武蔵ヶ丘Ⅰ」

な健康器具がそろい、理

9/19～ 22の連休もＯＫ

●

学療法士・作業療法士に

ハイコムライフ
武蔵ヶ丘

至光の森

土日祝も可能です

エンペラー

熊本博愛病院 ● ●
楠中央通り
カローラ

九州自動車道

10:00 ～17:00

電話・ホームページ（ＱＲ
コード）より気軽に連絡を

□ コロナで自宅で過ごすことが多くなり、筋力や
認知の低下が気になる…冬を迎えるのが不安

▼

要介護
可

1 万 3970 円（税込）

※教材費、登録費は別途

熊本YMCAは、すべての人々が共に活動することができる団体です

時間／ 13:30～15:00
会場／ 熊本 YMCA 中央センター
内容／「日本語を教える」ってどんな
こと？、質疑応答
※ 説明会参加者は、優先的に講座に申し
込みできます

開校15周年で通算入学者は2863人
（7月31日時点）。今こそ知っておきたい独自のメソッドを教える投資カレッジです

“コロナ時代の柔軟な投資法”
。無料の入門講座＆電話相談会
ットーに、ローリスクを

り、助けるために”をモ

“生徒さんの家計を守

「今回のコロナショッ

人でも基礎からしっかり

し学べるので、初心者の

り、講義動画でも繰り返

大震災と違い、世界規模

身につきますよ。

でまだ終わりが見えませ

追求した投資法を教えて

講師は経験豊富な専門

ん。さらに今後は、米国

くれる「プリンスキング

投資アドバイザーで、実

の大統領選挙などで世界

クはリーマンショックや

戦形式で分かりやすく指

情勢・経済が大きく変化

投資カレッジ」。

導してくれます。しかも

する可能性があるからこ

来校・自宅でＯＫ
「無料入門講座」

入門講座を来校して受

講する人は、各回４人ま

での予約制なので早めに

申込み下さい。また、ユ

ーチューブでもライブ生

放 送 で 受 講 が で き ま す。

まずチャンネル登録を！

月７日

10

無料電話相談も受付

27

日～

月３・４日除く）の午

９月

後４時～６時に、資産運

（

用や投資に関する相談を

また、企業からの財務

↑ホームページ

電話で無料受付します。

1 0120・997・510

相談も可能です。

PrinceKing 投資カレッジ

10

通学だけでなく、ネット

白川

国道３号線

鶴屋東館

で始められます ＊受講期間／ 4カ月

詳しくはお問合せください

そ
“堅実な投資法”
を学び

初心者におすすめ！

「エントリー講座」がスタート
入会金0円、月会費5500円～（税込）

水道町
交差点

●

熊本本校／中央区水道町 1-23
加地ビル 2 階

受付／ 10:00 ～ 18:00、無休
【HP】https://prince-king.co.jp/

2.YouTube「太星ちゃんねる」
のライブ生放送で動画受講

至植木
パーク
● シティ24
●
水道町
バス停

加地ビル2階

鶴屋

プリンス キング

上通り
ホテル日航熊本
びぷれす熊日会館
●

「生活者のための株
式投資、お得な情報、
ためになる情報を楽
しくお伝えします。
ぜひ登録を」

投資カレッジに通う

1960年熊本市生まれ。済々黌水球部にて
九州大会準優勝。大学共通一次試験は数学・
物理で満点。熊本大学卒。エクセルを駆使
して年商200億円・借入35億円のデパー
トを預金残高700万円でまわした経験があ
る、財務のプロフェッショナル。2005年
に投資カレッジ開校。59歳

＜受講方法＞
1.来校して受講を希望する人は
要予約。各回4人まで

生徒さんの声

1994年熊本市生まれ。空手初段。熊
本高校では数学・理科トップクラス。
横浜国立大院卒・工学修士、大学院卒
業時に「優秀賞」表彰。Prince-King
入社後、数値解析を応用した独自の株
価分析で父の発明した投資法を継承
し、
さらに発展。25歳

井手広司さん

での受講もＯＫ。遠方で

井手 太星さん

YouTube
「太星ちゃんねる」
生放送動画視聴はこちらから↓

学長・専門投資アドバイザー

※各回90分 ※各回同じ内容です

ま せ ん か 」 と 井 手 学 長。

副学長・専門投資アドバイザー

10月1日（木）
・6日
（火）
・7日（水）

通えない人や外出しにく

政治、PKOメソッド、空売りなど
“どうしたら安全なのか”を教えます

【夜の部/19:00 ～20:30】

い今の時期に嬉しいシス

②「生活者のための正しい投資法」

入学後は毎日、学長に

人気株、投資信託などの落とし穴
“なぜ危険なのか”を教えます

テムですね。安心の月謝

①「間違いだらけの個人投資」

よる「市況解説」の購読＆

9月27日（日）
10月1日（木）
・２日（金）
・5日
（月）
６日（火）
・7日（水）

“こんなことをお話します”

制で、随時電話で投資の

【昼の部/12:15 ～13:45】

動画視聴もできます。

無料入門講座

「私たち親子が貴方の財産を全力でお守りします」

検索←
アドバイスをもらった

南九州4県で唯一の日本投資顧問業協会・正会員(7/31現在）

prince-king.co.jp

「不況をチャンスに変えるには」「今投資
を始めていいの？」…答えは入門講座で

Prince King 投資カレッジ

「卒業生の母から勧められて3月 「入学前は勧められるがままの投
に入学。まったくの初心者です 資 で、 か な り 損 し た 経 験 も …。
が安心感があり、コツコツと楽 ここで勉強ながら実践して、良
しく勉強しています。デイトレ かったと実感しています。株価
とかじゃないので、マイペース が下がっても、儲かることがある
でできそうです」 阪元さん
のを知りました」松本さん

9/20
（日）開校15周年記念

武田邦彦さん 特別講演会

13:30開場/14:00開演（会場は県民交流館パレア 9階 会議室1）
参加無料・先着50人限定 ＊詳細・申込みはホームページへ

