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第11回 絆セミナー ｉｎ 深谷ステーション！ 

 朝夕、ずいぶんと涼しくなってまいりました。

突然に秋が訪れたような気がします。今年は、

夏が短かったようにも思えるくらい、潔く空気が

変わりました。 

 

 9月20日（火）に、深谷市のフラワーショップ

“ブルーモルフォ”さんの美しい花に囲まれた

素晴らしい会場にて、ハーティライフ第11回

絆セミナーを開催しました。今回の開催にあ

たって、フラワーデザイナーでもある宮脇いず

み先生のご協力により実現することができまし

た。この深谷の地において、絆ネットワークを

広げていきたいと思います。10月19日（水）の

2回連続で開催します。 

 

 上野から高崎線で約1時間半のことろに位

置する深谷市。今回は、あいにくの天候でした

が、東京のプラチナ会員の皆様も参加してく

ださいました。 

 

 少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！ 



 相続・遺言セミナーは、各地で開催さ

れておりますが、HeaｒｔｙLife（ハーティラ

イフ）主催の絆セミナーは、地域連携で、

その地域のサポーターと共に開催いたし

ます。 その地域の特色を、会員の皆様

にお届けできたら良いと考えています。 

今回の深谷ステーションは、フラワー

ショップ・ブルーモルフォの宮脇いずみ先

生のご支援を頂き、実現することができ

ました。 深谷の特色を…ということで、

有名な深谷ネギをはじめ、ナスやキュウ

リ、生姜、トマト、人参、青唐辛子等の新

鮮なお野菜と、打ちたてのお蕎麦とうど

んの販売会を企画してくださいました。 
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絆ネットワークはどんどん広がっています！ 

 また、ブルーモルフォさんからは、カニサ

ボテンの鉢をお安くご提供頂きました。 

電車で持ち帰るのは少したいへんではあ

りましたが、皆様、喜んでくれました。 

いずみ先生のご配慮に、心より感謝申し

上げます。 

 

 相続・遺言は、その時が訪れないとあま

りピンとこないものです。しかしながら、知っ

ているのと知らないのとでは、大きな差が

出てくるのも事実です。 

お子さんのいる方は元より、お子さんのい

らっしゃらないご夫婦は、相互に遺言書を

交わしておくことが必須だと、勝先生は力

説されています。 

本来であれば幸せに暮らしてもらうための

ご遺産が、トラブルのもとになってしまうこ

とも少なくありません。親子の間で、また兄

弟間で激しく争うことは、できるだけ避け

たいものではないでしょうか？ 

 ハーティライフでは、相続・遺言は、親が

子供に残す最後の愛情と位置づけ、しっか

り学んで頂き、トラブルの起きないように、子

供へのメッセージを書き留めた遺言書の提

案をしています。一言書き添えるかどうか

で、受け取る気持ちも変わります。今回は、

相続遺言の考え方と遺言書の書き方を学

びました。 

次回、10月19日（水）では、認知症になり

介護の必要になった親の資産管理や自分

たちが残したいと思う遺志を、誰にどのよう

に託すのかを勉強していきます。 

  

 絆セミナー終了後は、お近くの素敵なイタ

リアンのお店で懇親会を開催しました。色々

な情報交換ができたのではないでしょう

か？また深谷の皆様とお目にかかるのを楽

しみにしています 

深谷ステーション “ブルーモルフォ”  

子供に残す最後の愛情… 相続・遺言・絆の伝承 

ご挨拶される宮脇いずみ先生 



“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。 

設立・経営に関わり、日本資本主義の

父と呼ばれています。会社を５００社

作ったというのは有名な話です。 

 そして、東京駅はここ深谷の赤レン

ガを用いて建設されたことで、ここ深

谷駅も同じ様に素敵な駅となっていま

す。 11月11日・12日・13日 渋沢栄

一没後80年記念事業として、ビッグイ

ベントが開催されるそうです。ちょっ

と足を延ばして、訪れたいお気に入り

の町です。 

深谷氏ＨＰ 

http://www.city.fukaya.saitama.jp/ 

 深谷…と言えば、やはり日本の資本主

義の父と呼ばれる“渋沢栄一氏”の生誕

の地です。 

 渋沢栄一氏は、1840年（天保11年）2

月13日に、現在の深谷市に生まれまし

た。1931年（昭和6年）91歳でこの世

を去るまで、幕末期には幕臣、明治初

期は大蔵官僚として活躍し、その後は

実業家として、第一国立銀行や王子製

紙、日本郵船、東京証券取引所、東京

ガス、東京海上日動火災保険、太平洋

セメント、帝国ホテル、秩父鉄道、京

阪電気鉄道、キリンビール、サッポロ

ビールなどといった多種多様な企業の 

親のこと・自分のこと…。 

Page 3 第2巻 第8号 

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！ 

赤レンガの 

素敵な深谷駅 

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 

インフルエンザの季節です！ 

 インフルエンザは普通の風邪と違って怖い感染

症。特に高齢者にとっては命にかかわり、「老人の

最期の生命のともしびを消す疾患」とも言われて

います。 

 ①栄養と休養を十分にとる。 

 ②人ごみを避ける。 

 ③適度な温度・湿度を保つ。 

 ④外出後の手洗い・うがいを励行する。 

 ⑤マスクの着用 

 先ずは予防。そして、かかったかな…と思った

ら、できるだけ早く医師の診断を受けましょう。 

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。 

 
会員の皆様の“困った”
をサポートします。お気
軽にご相談ください。 
 
より良いサービス活動の
為に、お一人お一人の声
を伺いたいと思っていま
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 


