2022年2月5日

土曜日

＜2＞

随時相談・見学会を開催。「介護に関する不安、いま抱えている問題…、何でもお話しください！」

24時間体制で 安心な暮らし 。
「ハイコムライフ武蔵ヶ丘」
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

音楽療法︑日替わりのレ

ランドピアノを使用した

ハイクラスな施設でうれしい料金
楽しく・自分らしく・健康に暮らす

広い敷地にホテルのよ

ハイコムライフ
Ⅱの施設動画は 「360度ビューも
ご覧下さい！」
こちら

さばえめがね館熊本

合計

約14万9840円
※介護保険の自己負担や医療費等は含みません

サクラマチクマモト店

8団体共通

https://sabaemeganekan.com/

サクラマチで開催
先着予約 人限定

好きなフレームデザイ

ンと素材を選べる︑貴重

熟練の眼鏡

なオリジナルフレーム作

りが開催！

職人指導のもと︑糸ノコ

ギリで切り形を整えてい

仕上げは鯖江の職人が

く手仕事も楽しめます︒

行うので︑実用性も抜群

仁先生

です︒１〜２カ月後の受

岩政

10

け渡しとなります︒

ソフィアレディース
クリニック水道町院長

☎０９６︵３２１︶６５５１

︻メガネ作りの流れ︼

国道３号線

鶴屋 ● ●
パレア

●

●
専用駐車場
ローソン
水道町交差点

☎ 096
（322）
2996

肥後銀行●

下通り

申し込み・お問い合わせ

水道町
バス停

■参加費無料
■事前申込制（電話にて）

※税込

❶家賃（個室）………………… 5万5000円
❷共益費 ……………………… 2万3000円
❸管理費（水道・光熱費込・洗濯他）… 2万円
❹食費（1日3食おやつ付）…… 5万1840円

オリジナルフレームを作る「手作りメガネ教室」

2月20日 日
13:30 〜

ソフィア

クリエーションで︑笑顔

【毎月の費用】

約70種のフレームデザインと約300種の素材から、自分だけのメガネを作れる！

次回は…

メルパルク
パークシティ
●
24ｈ●

うな佇まいの施設が２棟

5分で分かる
施設見学
ツアー動画

不妊治療教室

上通り

新型コロナウイルス感染症対策に留意
しながら実施します。会場および形式
（WEBセミナーも計画中）については、
下記までお尋ねください。

並ぶ︑住宅型有料老人ホ

ＨＰがリニューアル

動画やホームページで施設をチェック

健康情報

www.suidouchou-lc.jp

また︑いつでも飲める

動画を見て
電話で入居相談
もOK ！

JR武蔵塚駅

生殖医療指導医（不妊治療の
専門医）として、不妊症の原因
や今日の治療法などをわかり
やすく教えてくれます。

広がる時間に導きます︒

「いえいえ、そんな心配は無用です。ぜひご検討を」

予約 ／午前 時〜午後８時

毎月1回行われている
「不妊治療教室」で
は、妊娠成立のメカニズムから検査方法、
体外受精やARTについて、なるべくわか
りやすくご紹介しています。
これから本格的に妊活を始めようと考
えている方、すでに不妊治療を始めてい
るけれど今の進め方でいいのか不安…そ
んな方もぜひお気軽にご参加ください。

ーム﹁ハイコムライフ武

その分、費用が高くなるでは？

南阿蘇天然水 熊本城verの新商品です

【概要】●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（賃借） ●居住の権利形態／利用権方式 ●鉄筋コンクリート造3階建
●建物面積／ 3642㎡ ●介護に関わる職員体制／ 24時間職員常駐 ●居室数／ 72室 ●居室／個室（18㎡） ●入居要件／ 65歳以上、要介護

コロナ禍での 妊活
不安はありませんか？

南阿蘇天然水と︑旬の食

龍田市民
センター
●

入居一時金
0円！

蔵ヶ丘﹂︒

リハビリ
体制あり

材にこだわった手作りの

24時間
介護体制

居室は完全個室︵トイ

認知症
相談可

充実の設備に、安心のサポート体制…

「KUMAMOTO CASTLE WATER」

● 武蔵ヶ丘
病院
甲斐土木 ●

住所／北区楠8-18-53
要介護
可

●

レ・洗面付︶で︑自分の

9:00 〜 18:00・無休

ハイコムライフ
武蔵ヶ丘

至光の森

☎096
（348）
8156

担当:山品（やましな）

九州自動車道

10120・8156・98

熊本博愛病院 ● ●
楠中央通り
カローラ

エンペラー

【個別相談会・入居に関するお問合せ】
住宅型有料老人ホーム「ハイコムライフ武蔵ヶ丘」

近隣の医療機関との協

自宅を担保に入居費用の融資を受けられる
同制度にも対応。詳しくはスタッフまで

見学で、熊本城ボトル2本プレゼント

ペ ー ス で 過 ご し な が ら︑ 料理も自慢のひとつ︒

リバースモーゲージも利用できます

空き家管理
サービス

トランクルーム
サービス

強み 入居サポートも

力体制も整っているの

不動産事業も手掛けるハイコムグループならでなの

入居者はこの美味しい天然水が
サーバーで随時利用できます

24

時間介護職員が常駐

特典

し︑安全で健康な毎日を

●オンライン説明会も開催中です 詳しくは電話にて

で︑もし体調に変化があ

※新型コロナの感染状況によってはご覧いただけない場合もございます。

サポートしてくれます︒

「ご来場いただく皆様の安全を配慮し、
見学会を開催させて頂き
ます。何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします」

った時でも︑受診・入院

個別の相談会へ⁝︒

【見学会における新型コロナ対策】

検温・手指消毒・マスク着用・換気を徹底

地域最大級のデイサー

＊電話 にて予約をお願い
します（9:00 〜 18:00）

の手配も万全です︒ぜひ

時間 ①9:00 〜 ②10:30 〜
③13:00 〜 ④15:30 〜

ビス空間では︑理学療法

完全個別相談＆施設見学会

キレイな施設＆
寄り添うサービス

「ハイコムライフ武蔵ヶ丘Ⅰ」
外観。すぐ近くにⅡの建物があります

希望の日時で随時開催

話を聞いてみませんか？

プライバシーに配慮
した完全個室。栄養
バランスを考えた毎
日の献立も好評で
す。運動のほか、脳
トレや創作活動など
お楽しみいろいろ

士による運動指導や︑グ

Check

検索←
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【各日5人限定】手作りメガネ教室
日程／ 2月12日（土）・13日（日）のいずれか
時間／ 10:00 〜 17:00（昼休憩1時間）
会場／さばえめがね館熊本店
（SAKURA MACHI Kumamoto 2階）

1.豊富な種類から
素材・デザイン選び

2.糸ノコギリ等を
使い形を整えます

3.鯖江の職人が
プロの技で仕上げ

◎体験型オリジナルフレーム…2万7500円〜
◎完全オーダーメイド…7万1500円〜
※料金は税込・材料費込、レンズは別売り

