
初春のお慶びを申し上げます。 

絆ネットワークステーションinさいたま新都心 
 前回のハーティライフ通信でもお伝えしまし

たが、“第4回・第５回 絆セミナー”がさいたま

新都心にて開催されます。 

●あなたは誰に託しますか？ 
～相続・遺言・成年後見・任意後見制度 

●開催日 

  第４回 2011年1月17日＇月（18：00～ 

  第５回 2011年2月17日＇月（18：00～ 

●開催場所 

 FALICE DININGフェリーチェダイニン

グ 
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３ 

      F電話 050-5816-2487 

   

●講師 

  絆カウンセラー 勝 猛一 先生 

●会費  ディナーセミナー1回につき 

  会員 4000円   非会員 5000円 

●お問い合わせ 

  ０１２０－４７－１７９６ 事務局 蔵本まで 

 

 さいたま新都心から絆ネットワークス

テーションが拡がります。地域ステーショ

ンにご協力いただける方も大募集!! 

ご参加お待ちしております。 

 
 

 新年あけましておめでとうございます。2011

年幕開けです。今年はどのような年になるで

しょうか？年頭にあたりまして皆様方のご健康

とご多幸をご祈願申し上げます。 

 昨年は、高齢者生活支援・お片付け・各種

サービス代行・遺品整理事業を行なう会社と

してハーティライフ事業を立ち上げて営業開

始することができました。 

 昨年は、“無縁社会”・“高齢者の行方不明

問題”・“年金搾取疑惑”など、高齢者に係るく

らい話題が多かったように思います。この背景

には、核家族化の問題や個人の趣向の変化

など色々な事があると言われておりますが、

“救済すべきは生前の孤独”と位置づけさせ

て頂き、地域での孤立化をしない仕組みつく

りを模索しております。そのような中、皆様方

に支えられながら絆ネットワークステーション

をスタートすることができました。定期開催の

“絆セミナー”に加えて、手芸教室の恵比寿ス

テーション・男の料理教室の六本木ステーショ

ン＇23年2月スタート（美容セミナーの人形町ス

テーション＇23年3月スタート（等々、地域ス

テーションを充実させて参ります。 

 どうぞ皆さま、これからも末永くご支援賜りま

すよう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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 平成22年12月7日＇火（銀座プランタンの7

回にあるビストロ３２１において会員交流の為

の忘年会＆クリスマスをかねた第1回絆パー

ティーが開催されました。 

 今回は、ゲストの皆さまが多くご参加下さり、

楽しく時間を過ごすことができました。このお

店は銀座スエヒロの系列で、スエヒロの  社

長がわざわざ顔を出してくだり、絆パーティー

に華を添えてくださいました。 

 平成23年度の税制改正で大きく変更になる

といわれているのが『相続税』。今までとはどこ

が違うのか教えて欲しいとの声も多く、絆カウ 

ンセラー 公認会計士・税理士 若林和子先

生に簡単にご講演頂きました。 

 絆カウンセラーの勝先生は、ご多用中という

ことでしたので、勝司法書士法人東京でサ

ポートセンターを担当されている前川先生に

ご挨拶を頂き、乾杯のご発声で宴がス

タートとなりました。 

 ゲスト参加の皆さまには、簡単に自己

紹介をして頂いたこともあり、各テーブル

でもお話が弾み、新しい絆が繋がったよ

うに思います。感謝！感謝！感謝！ 

ワインの説明をするワインアドバ

イザー 船橋 いねさん 

第１回 絆パーティが開催されました。 

若林先生から、相続税のショート・レクチャー！ 
しい内容にあるそうです。現行では法定相続

人1人当たりの受取相当額が3億円を超すと

50％の税率がかかりますが、新たに6億円を

超す部分に55％の税率をかけるようになると

のこと。 

 3月の絆セミナーは、亡くなる前の準備とし

ての相続税対策を勉強したいと思います。日

程が決まり次第、ご案内いたします。 

 「税制改正は、相続税だけを取り上げて理

解できるという事でありません。」と若林先生。 

 現在の相続税は定額部分の5000万円に、

法定相続人1人当たり1000万円を加えた金額

を、遺産額から控除。遺産総額が基礎控除額

に達しなければ、相続税はかからないのです

が、政府税調はこの定額部分を3000万円、法

定相続人一人当たりの金額を600万円に下げ

る方針とのこと。また、改正案は最高税率を

50％から55％に引き上げるなど、富裕層に厳
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絆ネットワークは 

どんどん広がって 

います！ 

初めて参加してくれた猪爪 久雄

さん  

有限会社K-2オフィス 取締役 

遠藤 裕久さん  

初めて参加してくれた蝶野芳江

さん母娘と佐々木ご夫妻 

ＩＴ会社と幼稚園の経営をされて

いる市川博子さん 

オーエフピー＇有（ファイナンシャ

ルプランナーの奥寺 邦俊さん 



 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。 

今回、ご協力いただけるのは、Salon de Loge 

(サロン ドゥ ロージュ) 山田 陽子さんで

す。＇写真 右（ 

 お薦めは、その日の仕入れにあわせてのス

ペシャルメニューを聞いてみるが一番！定番

メニューからは、“トマト鍋”がお進めです。  

 運が良ければ食せるモグラの“いちご大

福”。これがまた最高に美味しい！！絶品！

ダイエットを忘れてしまいました。＇笑（ 

 

 ハーティライフでは、来年に高倉シェフにお

願いして“男の料理教室”を開催して頂くこと

になりました！乞うご期待！ 

お料理の得意な方もそうでない方も、女性の

方もf大歓迎！ご参加ください。 

 

 六本木通りを西麻布に向かって行ったとこ

ろにある独創鍋料理・酒楽和食『土龍＇もぐ

ら（』の高倉君を紹介します。 福岡県の陶器

「小石原焼」をそろえ、山口県から直送される

新鮮な魚料理と鍋料理のお店です。 

 水揚げされてから6時間で届く新鮮な魚！

築地よりも早い！のが自慢。山口県萩の魚

“金太郎・平太郎・ウチワエビ”等、他では味わ

えない絶品です。 昨日も友人とお邪魔して、

お腹いっぱい食べて飲んできました。 

グルナビにも載ってます。ぜひ一度は足を運

んでみてください。若いイケメン料理人が、楽

しい会話とともにお料理を出してくれます。 

美しく歳をとる秘訣！ 

しら･･･。色々と相談してみたいけど、エステサ

ロンに行くのは恥ずかしい･･･なんで思ってい

ませんか？山田先生なら優しく相談に乗って

くれるはず。 

 これを機会に“美と若さ”を取り戻しましょう！

美容セミナーは３月頃を予定しています。皆さ

ま、どうぞご期待ください。 

 

Salon de Loge (サロン ドゥ ロージュ)  

〒103-0016東京都中央区日本橋小網町１

８－１６ 日本橋ｻﾏﾘﾔｼﾃｨﾊｲﾂ１０２ 

TEL ＆FAX     ０３－６８０８－７３６０ 

日本エステティック協会認定サロン 

 

  『あなたの「今・・・」に応えるメニュー作りも

できるセレクトサロンを目指している』という山

田陽子さんに人形町ステーションとして美容

セミナーをお願いしました。 

 

 “アンチエイジング”と言う言葉はあるけれ

ど、そうは昔に戻ることはできません。それな

らば、いっその事“美しく歳をとる秘訣”を相談

したいと思います!! 

 

 冬場の手荒れや乾燥肌は、女性だけの悩

みではありません。冬だからと言って、紫外線

対策もおろそかにしてはしみの原因になりま

す。しみが増えると老けちゃいそう・・・。春が

来て薄着になる前に、何とか解消できないか
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Salon de Loge (サロン ドゥ ロージュ) 

山田 陽子さん 

 

 

 土龍＇もぐら（ 

 東京都港区西麻布１－２－１３  

デュオスカーラ西麻布タワーセントラルB101 

電話番号 ０３－６８０４－１２０５ 
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お気に入り紹介コーナー 

絶品！いちご大福 

金太郎・平太郎が 

お待ちしております！ 



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 

成人の日ってどんな日？ 
  

 1948年に「1月15日はおとなになったことを自覚

し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます日」

と法律で定められました。現在は、2000年に制定

されたハッピーマンデー法に基づき1月の第2月曜

日に改正されました。 

 成人を祝う風習は古来から存在していました。

男子は、髪を結い冠または烏帽子をつけ、服装を

改め成人したことを周囲に示しました。また、幼

名から烏帽子名に改名する風習も盛んでした（元

服・烏帽子〔えぼし〕式）。女子の場合は"裳"とい

う腰から下にまとう衣服を身に付ける裳着〔も

ぎ〕、髪を結い上げる髪上〔かみあげ〕、歯を黒く

染める鉄漿〔かね〕（お歯黒）付けを成人の儀礼と

したそうです。 

 昔から成人を祝う気持ちは変わりません。皆様

方のお子さんやお孫さんの成人をお祝いする日が

近いかもしれませんね。 

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 

“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。 

あけましておめでとうご
ざいます。 
 
 今年はウサギ年ですか
ら、皆さまの為にくまも
ぴょんぴょん跳ねるくら
い頑張ります！（少しダ
イエットしないとぴょん
ぴょんと言うわけには行
かないかも･･･。） 

はー
てぃ
豆知

識 

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。月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 

生き生き“快適ライフ”のご案内 


