
 お陰様で8月20日・21日の活動

で、被災地支援活動 “ブティック

カー”支援金17,025円が集まりまし

た。ありがとうございました。 

スミ ダ・ジャズ・フェスティバルに

 空に赤とんぼを見つけました。夏の終わりを

感じる瞬間ですね。 

皆様は、今年の夏をいかがお過ごしでしたで

しょうか？ 

 

 8月20日（土）～21日（日）、錦糸町駅付近

で、第2回スミダ・ジャズ・フェスティバルが開

催されました。スミダ・ジャズ・フェスティバル

は、昨年、墨田区の地域活性化の為に、地

元の若い企業家達が集い、ボランティアを

募ってスタートしました。 

 ハーティライフも昨年の第1回に引き続き、

今回も協賛させて頂きました。今年はメイン会

場・錦糸町公園にブースを出展させて頂き、

ハーティライフの事業活動と“ブティックカー”

のPR活動と支援金募集の活動を行うことが

できました。 

当日は大雨の予想でしたが、お陰様をもちま

して、初日は曇り、二日目は午前中は降られ

ましたが、午後からは雨が上がり、多くの人々

が訪れ、ジャズのリズムとイベントを楽しんでい

ました。  

 

 尐しずつではございますが、私達もお役に立

ちたいと考えています。様々な活動を通して、

絆をつなぐ企画を実施しています。 

確実に絆ネットワークは広がってきています。

皆様方もどうぞご支援くださいます様、心より

お願い申し上げます。 

  

      株式会社トランスフォーマー            

代表取締役社長 坂田 いくこ         
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ハーティーライフ通信 

誰かの為にお役にたちたい…そんな気持ちをサポートします！ 

挨拶す

る 

 この度、ハーティライフで

は生き生きサポートに関しま

して、パスポートを販売する

ことにいたしました。 



 今年で2回目となるスミダ・ジャズフェ

スティバルですが、前年よりも洗練され、

内容も充実したように思いました。 

 

 第1回は、焼けるような猛暑の中の開催

でした。今年はあいにくの天気で、来場

者数が心配されましたが、小雨がぱらつく

程度で、たくさんの人達が集まりました。 

 

 ハーティライフでは、野外メインステー

ジのある錦糸町公園にブースを出展さ

せて頂き、PR活動を行いました。 

吸盤のついているボールを投げて、的を

狙う“ダミーダーツ”を企画しましたが、幼

稚園児からお年寄りまで、年齢層幅広く 
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絆ネットワークはどんどん広がっています！ 

ご参加頂き、景品を手に喜んでくださいま

した。 

 ハーティライフのサービス1時間無料券

の大当たりは、幼稚園・小学生の男の子

とイクメンのお父さんの3名に当たりまし

た。特に、子供たちには人気で、何度も

並んで遊んでくれました。 

 

 また、21日（日）には、氷の彫刻の世界

１の井上 仁さんによる“氷の美女”の制

作が行われました。初めて見る制作風景

は、その技術に驚きました。多くの方々が

周りを囲み、四角い氷が美女に変わって

いくのに目を奪われていました。 

（写真左 赤いバンダナが井上 仁さん） 

 錦糸町公園だけではなく、駅前周辺の店

舗や倉庫など30か所にライブ会場があり、

バスの中でジャズを演奏する“ジャズバス”

にて周回するという面白い企画もありまし

た。 

 運営は、協賛会社と全てボランティアに

よって行われ、ecoブースではゴミの分別を

指導しながら、イベント会場内の清掃にも気

を使っていました。レインコートに透明ごみ袋

を貼り付けたゴミ収集隊です。（写真右下） 

 

 今年から東京都からも認証を受け、東京

都のイベントの一つになっていくと良いと思

います。来年は、スカイツリーとコラボするこ

とになるのだとか…。楽しみですね。 

スミダ・ジャズ・フェスティバル！ 

子供に残す最後の愛情… 相続・遺言・絆の伝承 



“あなたは、誰にたくしますか？” 

 

ハーティライフは、次の5つのサポー

トをしています。 

●生き生き家族サポート 

＊プロカメラマンによる写真撮影・ビデオ

レター製作＊見守りサービス ＨＥＡＲＴ

Ｙ ＣＡＬＬ “もしもし定期便” 

●生き生き生活サポート 

  困った時に必要なだけ・・・代行サービス

各種  

＊買い物代行・ペットのお散歩・病院等の

送迎＊季節の衣替え・丌用品の整理と廃

棄代行＊部屋の模様替え・お片付け…

など 

●絆の伝承サポート 

＊遺言書作成・財産処分・贈不手続き…

など。＊成年後見・任意後見・生前契

約･･･など。専門家がチームであなたの

Life SPとして守ります。弁護士・税理士・

司法書士、（医師、介護施設etc）早めの

ご契約が安心、お得。ハーティライフだか

らできる安心・快適 高齢生活のサービス

です。 

●思い出のお片づけサポート 

＊故人の思い出の品を、丁寧にお片付け

をいたします。＊故人が大切にしていたお

品をご供養します。＊形見分の家財道具

を親族にお送りいたします。 

●絆ネットワークステーション 

地域ごとの絆ネットワークステーションで

は、定期的に“絆セミナー”をはじめ、季節

に合わせた楽しいイベントや趣味の会を開

催します。（ プラチナくらぶ 入会金 5,000

円・年会費 2,000円 ） 

 

 この度、ハーティライフでは生き生

きサポートに関しまして、パスポート

を販売することにいたしました。 

 必要な時に、必要なだけ、自分に

あったサポートをお選びください。 

完全予約制度となっておりますので、

お早目にご連絡くださいますようお願

い申し上げます。 

 

お片付けや衣替え、病院の付き添い

等、各種代行サービスを行います。 

 景色を引き立てる花頭窓などは、心にく

い演出。自然との調和が、心地よさを運

んでくれます。本当に日本人の美意識の

高さを感じます。 

 

 皆さんは、金閣寺・銀閣寺、どちらがお

好きですか？ 

 

 今回の修復作業をされたのは、“お仏

壇のはせがわ”さんだったそうです。年々

宮大工が減り、文化財の修復に時間が

かかっていると伺いました。この日本の文

化を残す為にも、技術の伝承をして欲し

いと思いました。 

 

 今回ご紹介するのは、世界文化遺産 

東山慈照寺・銀閣寺です。 

 銀閣寺は、文明14年（1482年）室町幕

府八代将軍足利義政公が建立した臨済

宗相国寺派に属する禅寺です。観音殿

の修復が終わったと聞いたので、久しぶ

りに訪れてみました。 

 鹿苑寺の舎利殿（金閣）に比べ、華美

ではないですが、楚々としてとても美しい

と思います。 

また、波紋を表現した銀沙灘や白砂の富

士山型の向月台は、絶妙なバランス。 

親のこと・自分のこと…。 
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お気に入り紹介コーナー 

ハーティライフは、 

明日への絆を育てます！ 

東山 銀閣寺 

 

住所：京都市左

京区銀閣町２ 

TEL075-771-5725 

生き生き生活サポート・パスポート販売のお知らせ 

ご両親にプレゼントされてはいかがで

しょうか？ 

 

 通常会員価格 ＠3200円／1時間 

 

 Aコース ５H 16,000→15,000円 

 Bコース 10H 32,000→29,000円 

 Cコース 15H 48,000→42,000円 

 Dコース 20H 64,000→54,000円 

 Eコース 25H 80,000→65,000円 

 

 お得な価格になっておりますので、

ぜひご利用ください。 

詳しくは、下記までお問い合わせくだ

さい。 

 

●ハーティライフ事務局 

 ０１２０－４７－１７９６ 

事務局長 蔵本 眞一 まで 



サービスメニュー 

１．季節の衣替えサービス                  

（3月下旬～6月末・9月下旬～11月中旬） 

２．お見舞代行・お墓参代行・通院介助 

３．不用品の整理と廃棄代行 

４．部屋の模様替え 

５．病院・施設等の入退居時のお片づけ 

６．お住み替えに応じての整理やお片づけ 

７．思い出の品のお片づけ（遺品整理事業） 

８．お引越 

９．絆ネットワークステーション運営 
株式会社トランスフォーマー 

認知症は治る！？ 

 
 認知症の発症率は上昇していますが、早期発見

と早期対策でかなり進行の違いが出てきます。最

近では、薬の開発も進んでいますが、下記の方法

も効果があることがわかってきました。 

 

●アニマルセラピー 

 すでに皆様はご存知と思いますが、犬や猫等の

ペットに触れることで精神的に落ち着くことがで

き、認知症の進行を遅らせることがあると言われ

ています。 

●タッチケア 

 もともとスウェーデンの医療から始まったもの

で、認知症の方々の手を優しくマッサージするこ

とで、症状の改善がみられると報告されていま

す。落ち着きを取り戻し、攻撃・徘徊などの症状

も減少するケースが多いそうです。  

株式会社トランスフォーマー 

http://www.heartylife.jp 

お問い合わせは・・・ よしな   いらないくろう 

０１２０－４７－１７９６  〒108-0072 東京都港区白金１－１０－１０ 
            パークリュクス白金１０１号 

 電 話 ０３－６５４０－４０９１ 

ＦＡＸ ０３－６５４０－４０９２ 

今なら年会費無料！ （入会金5000円・年会費2000円） 

“ハーティーライフ プラチナくらぶ”の会員の皆さまには、お友達3人ご紹介

でご入会いただくと、こめたびさんの美味しいお米２ｋｇをプレゼント！ 

ハーティライフ・プラチナくらぶ 会員募集中！！              

お買物代行も

承ります！ 

事務局 蔵本 眞一 

事務局より 

 くまです。 

 
スミダ・ジャズ・フェス
ティバルの2日間、チラシ
配布、翌日足が痛くなる
ほどがんばりました。 
 
 やる時は、やります！ 
 
皆さん、よろしくお願い
します！！ 

はー
てぃ
豆知

識 

 

 

 

 

 皆様のご支援を載せて走ります！ 
  

 支援物資を届けるブティックカーを走らせたいと

思います。冬服・雑貨・食器・家具等、ご提供頂

ける物を募集中です。ご協力お願いいたします。 

プラチナ会員は無料・一般は送料3000円 

 お問い合わせは、下記まで！ 
 フリーダイアル よしな  いらないくろう 

０１２０－４７－１７９６ 

生き生き“支援協力”のお願い 


