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2020年10月17日

土曜日

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
運営／ ハイコムライフクリエート
（株） ハイコムライフ武蔵ヶ丘

検索←

「入居者さまアンケート／ハイコムライフを
選んだ理由」（2020.9月実施）

施設の雰囲気を

施設レポート ちょこっと紹介

豊かなセカンド
ライフに向けて

9月21日に
「敬老祭」をしました！

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！
居室はホテルのような

豪華な佇まい︒今なら部

屋タイプ︵完全個室︶が選

べるのも魅力です︒ほか︑

いつでも飲める南阿蘇天

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

検索 ←

を体感できる︑人気の﹁Ｊ

歩きながら地域の魅力

光スポットが一度に楽し

日本一の五重塔など︑観

月も目白押し！

Ｒ 九 州 ウ ォ ー キ ン グ ﹂︒ めますよ︒予約不要なの

ほか

で当日にスタート駅へ︒

※参加者用の駐車場はな

11

せっかくの行楽シーズ

いため︑列車の利用を︒

ン︑今年は人混みはちょ

っと⁝と思っている人

問い合わせ／平日のみ

日︵日︶は︑玉名 ︵午前９時〜午後５時︶

25

も︑のんびり歩いてリフ

月

10

JR九州ウォーキング

レッシュしませんか？

☎０９６︵３２６︶６９６８

主催／（株）西日本ケイエス 南区江越2-22-7

熊本支社総務企画課営業

1 0120・38・5570 10:00〜17:00、祝日休

の名スポットをぐるっと

感染症対策で、
日程・会場は申込後お知らせします

巡るコース︒玉名温泉や

また自宅のパソコンや

タブレットを使ったオン

カーは問わず︒

ラインでの参加もできま

セミナーは参加無料！ 会場は熊本市内予定

ＪＲ九州

蓮華院誕生寺

検索←

太陽光の売電 ︑
安く
なってませんか？

す︒問合せの際に︑希望

年

を伝えてください︒

10

太陽光を設置して

円

※セミナー当日のみ有効

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

西日本ケイエス

以上経つ人は必見︒その

プレゼント

ままにしていると︑

セミナー参加で

セラミック包丁
キッチンセット

／ｋＷｈ↓７円／ｋＷｈ

西日本ケイエス

と大幅に安くなり︑せっ

かく発電した電気がもっ

西日本ケイエスが今回

たいないことに⁝︒

年間の買取期間終了後

実 施 す る セ ミ ナ ー で は︑

の選択肢について︑国の

制度を交えて教えてくれ

ます︒現在設置中のメー

く〜ぽん

不動産事業など多岐に

スマートハウスステーション
（株）西日本ケイエス

●会場では感染症対策を徹底しています

リビング

10月25日（日）は玉名駅スタート！「自然・温泉・歴史 玉名の魅力満載秋ウォーク」

売電期間満了後の対策セミナー JR九州ウォーキング秋編！ 参加無料・事前申込不要

※申込みの際に希望をヒアリングし、調整の
うえ、改めて会場と日時を連絡します

48

時も安心です︒

セミナー

●セミナーは1回10組までの少人数制で
実施。オンラインセミナーも対応

10

にも対応

わたり活躍するハイコム

年 中 無 休（9:00〜18:00）

わが社の 新・生活様式対応

リバース
モーゲージ制度

【概要】●熊本市北区楠8-14-33 ●住宅型有料老人ホーム ●JR豊肥本線「武蔵塚駅」より徒歩5分 ●2019年9月開設 ●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 ●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（月払い・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

10120・8156・98
☎096
（348）
8156

充実した
リハビリ
テーション

よるリハビリを受けなが

●個別相談会・入居に関するお問合せ

リハビリ
機器が充実！

宅を活用した融資制度に

徒歩5分の
好立地

リハビリ 入居一時金
体制あり
0円！

詳しくは予約制の個別

24時間
介護体制

JR武蔵塚駅より

JR武蔵塚駅

自宅を活用して
生活融資を
受けられる

理学療法士や
作業療法士
による

対応できるメリットも︒

龍田市民
センター
●

ウォーター
マッサージ
ベッド等

人気の理由のひとつ

駅チカ！

● 武蔵ヶ丘
病院
甲斐土木 ●

笑顔あふれる入居者の皆さま！

グループだからこそ︑自

広々、快適！ 地域最大級のデイサービスを併設

ら︑健康的な生活を送る

●

相談会へお気軽に︒

認知症
相談可

ハイコムライフ
武蔵ヶ丘

至光の森

要介護
可

九州自動車道

・ソーシャルディスタンスの徹底
・マスクの配布や消毒液の設置
・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

熊本博愛病院 ● ●
楠中央通り
カローラ

エンペラー

〈安心してください！
コロナ対策を徹底しています〉

が︑地域最大級のデイサ

10:00 〜17:00 土日祝も可能です

ことができます︒

空間づくり︑
食事⁝
全てに安心を追求

個別相談会 随時開催中
＊予約制＊

ービスを併設しているこ

電話・ホームページ（ＱＲコード）より気軽に連絡を

と︒１４０人対応できる

※画像はポスター

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」 施設動画⇒

な健康器具がそろい︑理

学療法士・作業療法士に

自宅を活用して
生活融資を受け
られる制度（リバ
ースモーゲージ）も
あります

No.1 立地！ 駅チカでとてもキレイな施設
No.2 施設の雰囲気が好き
No.3 熊本屈指の介護サービスの充実

●10/25
（日）自然・温泉・歴史

玉名の魅力満載秋ウォーク

スタート:玉名駅 （受付8:30 〜 11:30）
ゴール:高瀬裏川水際緑地公園
（受付〜 15:00） ＊約10㎞（約3時間）
●11/3
（祝・火）世界文化遺産・三池炭鉱専用鉄道敷跡を歩き万田坑へ

スタート／ゴール：荒尾駅（受付9:00〜11:00／〜16:00）＊約11.5㎞（約4時間）

●11/23（祝・月）九州三大祭
「八代妙見祭」ウォーク ＊約9.5㎞（約3時間半）

スタート：八代駅
（受付8:30〜11:00） ゴール：新八代駅（受付〜15:00）

●11/29
（日）
日本赤十字社発祥ゆかりの西南戦争遺跡を訪ねて

スタート：木葉駅
（受付8:30〜11:15） ゴール：田原坂駅（受付〜15:00）
＊約13㎞（約4時間）
コースの詳細はホームページへ！

