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リビングカルチャーセンターはません校　熊本市南区田井島1-2-1（ゆめタウンはません 本館2階）
営業時間／10:00～19:30（日曜～16:30、祝日は通常営業）　※単発講座につき入会金不要 ☎096-370-1112

●2月17日（月）…年金の内容を知ろう！自分の年金を増やすノウハウ
●3月2日（月）…老後に備えよう！要介護の仕組みと医療制度を知ろう
●3月16日（月）…投資or積立で賢く節税！ iDeCoとNISA

講　師／守屋順子（トータル・ライフ・コンサルタント）
時　間／各回10:30～12:10　受講料／各回2200円（税込）　

お申込み
お問い合わせ

老後のライフプラン
人生100年時代を生きる知恵。選んで学べる

0120-339-663365日
24時間対応

専門スタッフが

エンディング
ノート

エンディング
ノート

価格も内容もシンプルでわかりやすい！　ファミーユの家族葬プラン

安心サポート
パック

お葬儀の
プラン集

～記入式オリジナルBOOK～～記入式オリジナルBOOK～

お葬式の
事前準備がわかる！
お葬式の
事前準備がわかる！

ご見学の方全員にプレゼント！

＋

ゆめタウン
はません

江津湖

熊本城

坪井川公園
立田山

至植木

至熊本空港

至宇土

至熊本新港
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健軍駐屯地

第二
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線
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　　　　　ご見学・ご相談は
お近くのファミーユホールまで

54万円

お葬式に必要なもの
を揃えたシンプルな

プラン

プラン
（税抜）

31.5万円
費用を抑えた
お見送りプラン

プラン
（税抜）

通夜・告別式を行わない
火葬のみのプラン 
16万円（税抜）

72万円

2つの祭壇から選べる
家族葬におすすめの

プラン

（税抜）

プラン

お葬式の「不安」を「安心」に。

2月の限定特典


