
第1５回 絆セミナー ｉｎ 青山ウィメンズプラザ 

ハーティライフのサービス 

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 

  絆セミナー開催  “相続・遺言”        

       “貢献制度”     

       “相続税について”       

     “保険を知ろう” 

  男の料理教室  六本木・土龍 

  手芸教室    恵比寿 モンセラート 

株式会社トランスフォーマー 
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ハーティーライフ通信 

 第15回絆セミナーを2月20日に青山ウィ

メンズプラザにて開催しました。今回は、

勝先生のご講演にて、司法書士がどのよ

うな職業なのか、後見制度の現状と今後

の期待を勉強することができました。 

 

 ハーティライフでは生きるということ。心

の触れ合いを大切に、『自分らしく生き生き

と生きること』を大切にします。これから高

齢化社会になるに従い、親のことや自分

のこと。誰に託したら良いのか。不安に思う

こともあるかと存じます。 

 家族の負担も大きくなると思います。介

護保険では賄えないこともたくさんありま

す。また、おひとりさまの場合は、もっと深

刻です。しっかりと蓄えが無いと生きてい

けないのでは…？私の後片付けは誰が

やってくれるの？…などと不安に思う方も

多いと思います。 

後見制度のポイントは、正しく後見制度を

知り、自分の人生に合わせて、どうしたい

のかを考えて、しっかりとサポートしてもらう 

かを決めることです。 

一緒に学んでいきましょう！ 

 

  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。若い方もOK！お年寄りもOK！ 

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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子供に残す 

最後の愛情…  

相続・遺言・絆の伝承 



 高齢化社会を迎えて、各世帯でも高齢

化が進み、これから様々な問題出てきま

す。それに応じて、適切に処理をしていか

ないと、高齢者のオレオレ詐欺や悪徳商

法による被害者が増えて、家族の負担が

増えたりします。 

 他人事と考えずに、よく学び実際に活用

してほしいと思っています。 

  

 成年後見制度とは、どんなものなので

しょうか？それは、判断能力の不十分な者

を保護するために、一定の場合に本人の

行為能力を制限するとともに本人のため

に法律行為をおこない、または本人による

法律行為を助ける者を選任する制度で、

2000年4月に介護保険がスタートした際

に、同時に設置された制度です。  

 成年後見制度は、裁判所の審判による

「法定後見」と、本人が判断能力が十分

なうちに候補者と契約をしておく「任意後

見」とがあります。 

●法定後見 

 本人の判断能力が不十分になった場合

に、家庭裁判所の審判により、本人の判

断能力の程度に応じて「後見」・「保佐」・

「補助」の3類型が選任されます。 

 メリットとしては、判断能力が低下した人

の財産管理と身上看護をする事ができ

る。後見人の権限の範囲を登記する事が

できるので、成年後見人等の地位が公的

に証明される。成年後見人等には取消権

があるので、本人が詐欺にあっても成年 

る生き方、「人間らしい生活」の実現ができ

ていない場合があります。患者自身がより

尊厳を保つことが出来る生活が出来るよう

患者に援助を与えることが必要と言われる

ようになりました。 

 

●日常生活動作 

ADL（Activities of Daily Living） 

食事・更衣・移動・排泄・整容・入浴など生

活を営む上で不可欠な基本的行動のこ

と。それぞれについて自立／一部介助／

全介助等であるか評価することで障碍者

や高齢者の生活自立度を表現します。 

●QOL クオリティ・オブ・ライフ  

  (Quality of Life, QOL) 

 どれだけ人間らしい生活や自分らしい生

活を送り、人生に幸福を見出しているか生

活の質のこと。QOLの「幸福」とは、身心の

健康、良好な人間関係、やりがいのある仕

事、快適な住環境、十分な教育、レクリ

エーション活動、レジャーなど様々な観点

から計られます。 

 現状、長期療養疾患、消耗の激しい疾

患や進行性の疾患では、いたずらな延命

治療、患者への侵襲が激しい治療を継続

することによって、患者が自らの理想とす

後見制度について学ぼう！ 

QOLとADL 何のこと？ 
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絆ネットワークは 

どんどん 

広がっています！ 

後見人が後から契約を取り消す事ができ

る…等です。 

 デメリットは、選挙権を失う（補佐と補助

はこの限りではない）、会社の取締役や弁

護士・医師などの一定の資格を必要とす

る職業に就く事ができない。（資格制限・

補助は除く）手続きに時間がかかる為、迅

速性に欠ける等です。 

 

◆職業後見人 公益社団法人成年後見

センター・リーガルサポート、社団法人日

本社会福祉士会の成年後見センターぱ

あとなあ…等。 

 

◆市民後見人 今後の活躍が期待されま

す。 

●任意後見 

 将来の後見人の候補者を本人があらか

じめ選任しておく制度。法定後見が裁判

書の審判によるものであるのに対し、任意

後見は後見人候補者（受任者）と本人と

の契約によるものです。この契約は、公正

証書。法定後見では一定の場合を除き、

必ず本人の判断能力に関する鑑定が必

要ですが、任意後見では鑑定は不要で

す。 

 また、任意後見には、本人の行った行為

の取消権はないとされていますが、クーリ

ングオフ等については、取消権を行使しう

るとする意見が出されています。 

 任意後見には、将来、本人の判断能力

が不十分となったときに任意後見契約を 

発効させる「将来型」、本人の判断能力が

十分な間は任意代理契約（又は「見守り

契約」）とし、判断能力が落ちた場合に任

意代理契約を終了させ任意後見契約を

発効させる「移行型」任意後見契約を締

結したあと、すぐに任意後見監督人選任

申立てをして任意後見契約を発効させる

タイプの契約「速効型」の３つがあります。 

自分の将来を考え、どう生きたいか、そし

てどう旅立っていくのかを信頼のおける第

三者に託す為の制度です。 

 

 自分のこと…とはいえ、なかなか決める

ことが難しいですね。少しずつ考え、将来

を安心して過ごす為に、必要な制度にな

ると思います。 



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・不用品の整

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・贈与手続き…

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。 

“あなたは、誰にたくしますか？” 

間の運転に関する経歴を証明するも

ので、これまで安全運転に努めてきた

証明や記念の品となるものです。  

 ＊「運転経歴証明書」は、身分証明

書とはならない場合がありますので、ご

注意ください。 

 ◆高齢者運転免許自主返納サポー

ト協議会の加盟店舗では、「運転経歴

証明書」を提示すると、様々な特典を

受けることができます。 

 

免許を返納する勇気 — いつまで運転できますか？ 
 都内では、65歳以上の高齢運転者

に原因がある交通人身事故の割合が

増加しています。 

 運転に自信が無くなったと感じた方、

家族から「運転が心配」と言われるよう

になった方、運転免許自主返納をお

考えになりませんか？ 

 ◆運転免許うを返納した方は、「運

転経歴証明書」を申請することができ

ます。「運転経歴証明書」は、運転免

許を返納した日からさかのぼって5年

ハーティライフは、明日への絆を育てます！ 
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●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 ）  

親のこと・自分のこと…。 

◆申請先 都内各試験場、免許更新

センター、各警察署で受け付けてくれ

ます。 

◆運転免許証、写真（3×2.4cm）、交

付手数料1,000円 

 高齢者運転免許 

 自主返納ロゴマーク 

 運転免許を自主返納されたからって、安

心してはいけません。 

自転車や歩行にも交通ルールがあります

ので、歩行中の安全も確認しましょう。 

 

◆歩行者横断禁止の場所では、絶対に

横断しないこと。急がば回れ！横断歩道

や歩道橋を渡りましょう。 

◆信号が変わりそうな時は、無理をしない 

で、次の青信号を待ちましょう。 

◆夜間歩く時は、目立つ服装を身につけ

る。反射板を付ける等の工夫をしてくださ

い。 

◆自転車での走行も、無理をしないで 

車や人が来たら、自ら降りて手で押してそ

の場を離れることが大事です。 

交通ルールを守って生き生き人生を楽し

みましょう。 

免許証 

返す勇気も 

長寿法！ 



くまです。 
  

 三寒四温。3月は、ぽかぽかする

と思ったら、への逆戻りするような

気候です。春かと思って冬眠から

目覚めましたが、まだまだ寒い日も

あります。こんな時は、体調管理に

注意しましょう！ 

 

 体調が悪いと良い考えも浮かび

ません。風邪は万病の元。 

お互いに気を付けましょう！ 
 

第17回・第１８回絆セミナー 
あなたは誰に託しますか？ 

  

～～その時ノート～～ 

エンディングノートの書き方 

リビングウィルの捉え方 

 

5月～6月の２回連続で 

ご自身の今からこれからを考える 

ことの大切さについて学びます。 

日程が決まりましたら 

ご案内いたします！ 
  

会場：東京ウィメンズプラザ 
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-67 

事務局からのご案内 

ハーティライフは日本の森と水と空気を守ります！ 

株式会社トランスフォーマー 

ハーティライフ・プラチナくらぶ 会員募集中！！              

事務局 蔵本 眞一 

お問い合わせは・・・    よしな いらないくろう 

０１２０－４７－１７９６ 

子を食すことで自然のエネルギーを授かり、健

やかに成長できるという意味があります。 

室町時代、紙で作った人形〔ひとがた〕で体を

なでて穢れを移し、川海に流すことで無病息

災を祈った「流し雛」という風習と、ひいな遊び

（人形遊び）とが結びつき、貴族の間で人形を

飾り、祀るようになったと考えられています。 

江戸時代に入り、二代将軍秀忠の娘徳子が後

水尾天皇のお妃様として宮廷に入る際、京都

の御所で盛大な雛祭りが行われたのをきっかけ

に、幕府や大奥でも雛祭りを行うようにりまし

た。やがて武士階級から町人へと広まり、江戸

幕府が3月3日を祝日に設定したことで大衆も

盛んにお祝いするようになりました 

はーてぃ豆知識 

●雛祭り 

女の子が産まれて始めての節句を「初節句」と

いい、嫁方の親が子供の身代わりとなって災い

が降りかからない様に、という思いが込められた

雛人形を贈ります。雛人形には、厄除けとなる

「桃の花」体から邪気を祓う為の「お白酒」よも

ぎの香気が邪気を祓うといわれる「草もち」人の

心臓をかたどり子供の健康を祈る親の気持ち

の現れの「ひし餅」自分のかたわれでなければ

絶対に合わないことから、女性の貞節を教えた

「蛤〔はまぐり〕」などが供えられます。 

また、ひし餅や雛あられに見られる白・青・桃の

3色はそれぞれ、雪の大地（白）・木々の芽吹き

（青）・生命（桃）を表しており、この3色のお菓

はーてぃ豆知識 

 

電話: ０３（６４５０）４０９２ 

FAX:  ０３（６４５０）４０９３ 

電子メール: info@heartylife.jp 

株式会社トランスフォーマー 

〒１０８－００７２ 

東京都港区白金1-10-10-101 

パークリュクス白金MONO 

http://www.heartylife.jp 

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！ 

お買物代行も承ります！ 

http://iroha-japan.net/iroha/B04_play/index.html
http://iroha-japan.net/iroha/B05_initiation/06_hatsuseck.html
http://iroha-japan.net/iroha/B02_food/17_sake.html
http://iroha-japan.net/iroha/B02_food/02_mochi.html
http://iroha-japan.net/iroha/B02_food/02_mochi.html
http://iroha-japan.net/iroha/B02_food/02_mochi.html

