2022年3月19日

土曜日

＜2＞

訪問看護ステーション併設で、24時間・365日対応。個別の機能訓練も可能で、 安心な暮らし が叶います

暮らす幸せ・安心の24時間介護。
「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

武蔵塚駅から徒歩約５

や日替わりのレクリエー

アノを使用した音楽療法

をサポート︒グランドピ

ハイクラスな施設でうれしい料金
日々の楽しみが毎日を彩ります

分︑ホテルのような佇ま

ションなど︑仲間と楽し

？

ＨＰがリニューアル

【毎月の費用】

動画やホームページで施設をチェック

5分で分かる
施設見学
ツアー動画

いの施設が２棟並ぶ︑住

JR武蔵塚駅

宅型有料老人ホーム﹁ハ

龍田市民
センター
●

入居一時金
0円！

イコムライフ武蔵ヶ丘﹂︒ む時間も多彩です︒

リハビリ
体制あり

また︑いつでも飲める

24時間
介護体制

南阿蘇天然水と︑旬の食

認知症
相談可

月々の費用、割高になるのでは…？
「いえいえ、そんな心配は無用です。ぜひご検討を」
※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

● 武蔵ヶ丘
病院
甲斐土木 ●

住所／北区楠8-18-53
要介護
可

●

完全個室の居室︵トイ

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

住宅型有料老人ホーム「ハイコムライフ武蔵ヶ丘」

動画を見て
電話で入居相談
もOK ！

レ・洗面付︶で︑自分の

充実の設備に、安心のサポート体制

南阿蘇天然水 熊本城verの新商品です

料金プラン、入居サポート等

ペ ー ス で 過 ご し な が ら︑ 材にこだわった手作りの

居室、
デイサービス空間等
機能訓練は個別対応できます

健康管理、
認知症ケア・リハ等

料理も自慢のひとつ︒

見学で、熊本城ボトル2本プレゼント

「KUMAMOTO CASTLE WATER」

聞く！ 安心のサービス 見る！ 最新のリハ機器 話す！ お悩み解決へ

24

時間

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

何かあった時には

特典

﹁介護に関する不安や

●オンライン説明会も開催中です 詳しくは電話にて

常駐の介護職員が素早く

※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。

今抱えている問題︑自宅

「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」

をどうするかなど︑気に

【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）

対応してくれます︒

時間 ①9:00 〜 ②10:30 〜
③13:00 〜 ④15:30 〜

なることは︑ぜひお話し

個別対応なので じっくり相談できます

完全個別相談＆施設見学会

ください！﹂︒

「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

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

希望の日時で随時開催

ビス空間では︑理学療法

話を聞いてみませんか？

キレイな施設＆
寄り添うサービス

士による機能訓練で健康

Check

検索←

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

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

【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

親子公演は八千代座・東京のみ。
「ぜひこの機会にご鑑賞を！」

教育・研究・人材育成で連携協定

「熊本大学」
と
「テレビ熊本」
が包括連携協定
熊本大学・テレビ熊本

「市川海老蔵 八千代座特別公演」観劇バスツアー
旅行企画・実施／ TKUヒューマン

ＳＳ席 人限定

市川海老蔵 八千代座

特別公演日帰りバスツア

ーが１日限りで開催！

市川海老蔵と長女・市川

ぼたん︑長男・堀越勸玄

との親子公演を上演予

定︒演目は︑越後獅子︵市

川福太郎・市川福之助︶︑

3月7日に開かれた
「包括連携協定」調印式の様子
左 ／熊本大学 学長 小川久雄さん
右／テレビ熊本 取締役会長 本松賢さん

上村屋 山鹿羊羹
のお土産
プレゼント！

雨の五郎︵堀越勸玄︶︑手

再発見してもらいたい﹂

読者限定 特典
「リビングを見た」の申込で

習子︵市川ぼたん︶︑吉野

山︵市川海老蔵・市川九

この公演のオリジナル

團次・中村児太郎︶です︒

人限定なのでお早め

パ ン フ レ ッ ト 付 き で す︒

に︒感染症対策を徹底し

ています︒

熊本大学とテレビ熊本

問合せ／テレビ熊本

と期待を寄せました︒

☎０９６︵３５１︶１１５０

が︑３月７日︑包括連携

協定では︑今後ＴＫＵ

協定を結びました︒

①熊本大学の教育・研究活動等の国内外
への情報発信
②地震、豪雨災害等の自然災害等におけ
る情報収集、発信を連携
③報道フォーラムの開催など、学生や地
域社会に学びの場を提供

が制作する番組などで熊

本大学の教育や研究活動

などを国内外に発信する

こと︑自然災害発生時に

情報収集・発信を連携し

て行うことで︑地域の課

題解決や発展に貢献する

としています︒熊本大学

がメディアと連携協定を

結ぶのは初めて︒小川学

長は﹁熊本大学の魅力を

地域貢献・社会貢献のための連携協力

30

30

【30人限定】市川海老蔵 観劇バスツアー
（SS席） ※右写真はポスターイメージ

日程：3/31（木）料金：大人1人2万3800円
行程：市民会館（13:30発）→TKUぷらざ→八千
代座で観劇（15:30開演〜 17:30頃）→TKUぷ
らざ→市民会館（19:30頃）※最少催行人員20人、
添乗員同行、食事なし、未就学児入場不可、税込、

【チケットのみの問合せ】☎0968（43）0202

【申込】☎096
（359）3488
（10:00 〜17:00・土日祝休）

tour@tkuhuman.co.jp

熊本県知事登録旅行業 第2-232号

