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 ハーティライフ絆ネットワークステーショ

ンは、10月4日(月）に“第2回絆 セミナー”

に引き続き、平成22年11月8日に“第3
回絆セミナー”が開催されました。 

 “第1回 絆セミナー”“相続・遺言 事例

と考え方～今なぜ高齢者の行方不明が増

えているのか？～”に続いて、“第2回 絆

セミナー”、“遺言書の具体的な書き方～

自分のこと・親のこと”を絆カウンセラーの

〔勝司法書士法人 代表 勝 猛一先生〕

にご講演を頂きました。 

 相続・遺言の考え方と遺言書の書き方を

学習した後は、“誰に託しますか？～～成

年後見・任意後見制度～～”へと続きま

す。誰も平等に加齢は進みます。いつまで

も自分らしく生き生き人生を送る為に、知っ

ておく必要のある制度です。 

 後見制度は、介護保険の開始と同時期

にスタートしましたが、その複雑さと難しさ

から、なかなか活用される人達が少ないと

聞いています。 

 しかしながら、親のことと同時に自分自身

の将来のを考える時に、確実に尊厳が守

られることに繋がることです。一度ではな

かなか理解できないかもしれませんが、勝

先生が分かり易くお話くださいました。 

 2010年度の“絆セミナー”を無事に開催

することができ、延べ82名の方に受講いた

だきました。2011年度は、『相続税』につい

ても見識を深める為に更にバージョンアッ

プして“絆セミナー”を開催していきたいと

考えています。ご期待ください！ 

 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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㈱トランスフォーマー 坂田 いくこ社長 

ごあいさつ 

“第３回 絆セミナー”が開催されました。 



 ハーティライフ 地域ステーション第1号

は、恵比寿ステーション。渋谷区恵比寿

にて、11月24日14時～16時に第1回恵

比寿ステーションを開催しました。 

 恵比寿ステーションは、プラチナ会員の

大野京子さんが経営している(有)モンセ

ラートで、季節ごとに開催します。 

 第1回は、“クリスマースリースをつくろ

う！”と言うテーマで、6名の会員さんたち

が集まり、大野先生に指導していただき

ながら、楽しく作品にチャレンジしました。 

 アメリカ直輸入の可愛いボタンを使用し

ながら、ボタン付けの要領で作ります。基

本セットの他にお好きなボタン（別売）を

選び、各々が自分の個性ある作品に仕

上げていきました。 

 制作にかかった時間は、ほぼ1時間半く

らい。その後は、美味しい紅茶とお菓子を

いただきながら、それぞれの作品を見せ

合いながら、楽しくおしゃべりをしながら

のティータイムでした。 

 始めは、自分にできるかどうか不安

だった方もいらっしゃったようですが、ど

なたも素敵な“クリスマスリース”を作るこ

とができました。次回は、春のイースター

の頃に開催する予定ですので、どうぞお

気軽にご参加ください。 

 (有)モンセラートでは、刺繍をメインとし

た手芸教室を開催しています。ご興味の

ある方は、事務局までお問い合わせくだ

さい。 

恵比寿ステーションがオープンしました。 

域ステーション”は、ハーティライフ プラチナクラブ会員の中

から厳選されたハーティライフの活動に共感して参加をしてく

ださる企業やサークルや店舗の皆さまです。   

“地域ステーション”の場を借りて、地域での交流を目的に、

楽しいイベントやセミナーを開催していきます。会員それぞれ

が持っているサービスや商品、知識・経験等の情報交換を通

じて、地域の皆さまと楽しい“絆つくり”を考えています。  

 また、会員になると全ての“地域ステーション”のイベントや

セミナーに参加することができます。 

 ハーティライフでは、“地域ステーション”として活動してくだ

さる会員を大歓迎します。 開催できるスペースや定期的に

開催できる内容等、条件はございますが、活動してみたいと

思う方は事務局までご連絡ください。 

“ハーティライフ”ってなに？ 

“ハーティライフ”とは、“生き生き人生”と言う意味です。 

皆さんにとっての“ハーティライフ”はどんなものでしょうか？ 

定年を迎えられ、これからの人生をどれだけ充実して暮らせ

るか、自分としての生き方を探してみるのも良いものです。そ

れぞれが自分らしく“生き生き人生”をおくれることが一番の

幸せではないでしょうか？ 

 ハーティライフでは、生き生き人生をサポートする為に“地

域ステーション”を設けていきたいと考えています。 

 “無縁社会”と言われる昨今ですが、“遠い親戚より近くの他

人”。同じ地域に暮らす人々が、お互いを気遣い合うことがで

きれば、安心して生き生きと人生をおくれると思いませんか?
干渉されるのはちょっと・・・と思う人も多いはずですが、ご自

分のペースでご参加いただける仕組みになっています。 “地
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絆ネットワークステーション 
募集中！ 



第1巻 第5号 

 平成22年11月10日・11日・12日の3日

間、東京都お台場の東京ビッグサイト東

ホールにて、東京都主催の『東京都産業

交流展』が開催されました。 

 ハーティライフは、関東NBCブースに出

展をいたしました。昨年に引き続き、第2
回目のPR活動です。今年は、2000枚の

チラシとパンフレットを用意しましたが、社

員・スタッフの協力で完全に配布完了。多

くの方に興味を持って頂けたのではない

かと考えています。 

 又、今年のチャレンジは、サブステージ

で行なわれる15分間プレゼンテーション

に参加、勝先生に“相続・遺言のチャー

ト”を元に、相続・遺言は親が子供に残す

最後の愛情であることを説いていただき

ました。100名近くの人達が、足を止めて

真剣にスピーチを聴いてくれました。 

 午後からは、勝先生の無料相談コー

ナーを設け、ブース内で様々な質問やご

相談に応じる時間も設けました。ここでは

ご相談者の実際のお話の中から、切実

な問題点が見つかり、勉強になったとの

声も聞かれました。一人15分程度の予

ろんのこと、アラカルトもお試しあれ！特

に、店内で焼き上げている自家製パン

は、絶品！！社長ご自慢のパン屋焼き

器もご覧いただけます。販売して欲しい

とのリクエストがあるそうです。 

 

    

“フェリーチェ”とは“幸せ”という意味。大

切な人と“幸せな食事”のひと時を過して

みませんか？ 

 今回の“お気に入り紹介コーナー”は、

さいたま新都心駅から徒歩2分のところに

ある“フェリーチェ・ダイニング”をご紹介し

ます。 

 “フェリーチェ・ダイニング”は、株式会社

K＆Dレストランズの経営するレストランの

一つです。今年の10月に、店内リニュー

アルをされ、名前も新たにてオープンしま

した。 

 洞窟を思わせるエントランスを抜けると

明るくシンプルな木のぬくもりのあるお洒

落な店内が広がります。大きな窓から

は、今なら素敵なイルイネーションが見え

るはず。ご家族でも恋人でもビジネス

ユースでも、大切な人を連れてきたいと

思える素敵なお店です。 お料理は、カ

ジュアルイタリアン。ピザやパスタはもち

トピックス 『東京都産業交流展』に出展しました！ 

ま新都心で“絆セミナー”を開催する予定

です。また5月～7月にかけて新宿ステー

ションでも“絆セミナー”を開催していきま

すので、皆さまお誘い合わせの上、ご参

加ください。 

相続・遺言は親が子供に残せる最後の愛情です！ 
 知識として正しく知っておくのと知らな

いのでは、大きな違いがあります。 

 ハーティライフは、これからも色々な機

会に“絆セミナー”として啓蒙活動を行

なっていきます。新春は、埼玉県さいた
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定が、1時間くらい話し込まれる方もい

らっしゃいました。それだけ関心の高いこ

とだと感じています。 

 特に多かったのが、「ちゃんとした遺言

書ではないけれど、ちゃんと自分の遺志

は書いているから大丈夫。」という人と、

ご自宅が持ち家なのに「うちは相続財産

なんてないからね。ははは。」と話される

人でした。“絆セミナー”で勉強された

方々は、お分かりになると思います。 

お気に入り紹介コーナー 

 平成23年ハーティライフ

の“第4回絆セミナー”は、

ここさいたま新都心“フェ

リーチェダイニング”にて開催いたしま

す。絆カウンセラー勝先生・若林先生に

ご講演いただきます。 都心から約40分

でさいたま新都心。ぜひご来場ください。 

埼玉県さいたま市中央区新都心１０番地 

けやきひろば森のパビリオン３F     

電話  050-5816-2487   

上   ご自慢のパン焼き器 

左   店内風景        

中央 エントランス風景 



 “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！ 

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 

 〒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 
http://www.heartylife.jp 

お問い合わせは・・・ よしな   いらないくろう 

０１２０－４７－１７９６ 

事務局 蔵本 眞一 

事務局より 

 くまです。 

早いもので年末ですね。
冬でも冬眠せずに、お待
ちしております。何でも
お気軽にお問い合わせ
ください！ 

風邪等、引かぬようにご
自愛ください。 

株式会社トランスフォーマー 

 ２０１０年も残りあと1ヶ月。あっと

言う間に除夜の鐘・・・になってしま

いそうな勢いです。でも、今からで

も大丈夫！今年の年末を迎えるま

でにお部屋の掃除や要らない物を

捨ててスッキリとさせませんか？ 

 ハーティライフでは、“快適ライフ

プラン”として、お片づけサービス

も承っております。キッチン・押入

れ・クローゼット・下駄箱・本棚・パ

ントリー等々、思い切ってスッキリ  

生き生き“快適ライフ”のご案内 

ハーティライフ・プラチナくらぶ 会員募集中！！              

と整理整頓しませんか？ 

 また、ご両親へのプレゼントとし

てもご利用いただけます。年末は

集中しますので、お早めにご予約

ください。 

お試しパック３時間 9800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 
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はーてぃ豆知識 

 お正月飾りを31日に飾るのはは「一夜飾り」といって葬儀など突発的で一夜準備にな

ることが多く、それに通じるということで嫌われます。 ちなみに、29日は「苦立て」で苦が

つき、これも嫌われます。スッキリお方付けして、お正月を迎えたいですね！ 

一夜飾りはどうして縁起が悪いの？ 

お片づけ前 

お片づけ後 

お買物代行も

承ります！ 

まだ間に合う大掃除！ご予約ください！ 


