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【 眼 】
よねむら眼科クリニック
植木町広住 ☎（275）5211

【 耳鼻咽喉 】
斉藤耳鼻咽喉科医院
神水1丁目 ☎（381）5375

休日在宅医
9月22日［祝・火］

【 産･婦 】
ゆのはら産婦人科医院
南熊本5丁目 ☎（372）1110

【 内 】
水前寺とうや病院
水前寺5丁目 ☎（384）2288

【 肛･外･泌 】
蛇島肛門科外科
出水1丁目 ☎（364）2002

【 胃･内 】
川原胃腸科内科
新町3丁目 ☎（352）0945

【 内 】
くまもと森都総合病院
大江3丁目 ☎（364）6000

【 内 】
仁誠会クリニック新屋敷
新屋敷1丁目 ☎（211）5151

【 整･内 】
橋本整形外科内科
改寄町 ☎（272）0052

【 歯（昼間） 】
伊東歯科口腔病院
子飼本町 ☎（343）0377

【 歯（夜間） 】
栁本歯科医院
花立5丁目 ☎（368）3110

【 眼 】
みやじま眼科
水源2丁目 ☎（331）8228

【 小･内 】
すえふじ医院
出水1丁目 ☎（371）9912

【 泌 】 
熊本泌尿器科病院
新町4丁目 ☎（354）6781

※9月20日（日）、21日（祝・月）は30ページ

0120-339-663電話でのご相談も、専門のスタッフが
365日・24時間対応しております

当社は無理な勧誘や執拗な営業は
一切いたしません。お気軽にどうぞ

＊お式の最中はご見学
いただけないことがあります
ご了承ください

家族葬のファミーユは、東証マザーズ上場
きずなホールディングスのグループ会社です

供養料：1世帯 500 円（税込）

人形供養

＊ガラスケースや箱などは、お引き受けできません
事前の預かり・持ち込みも不可
＊14:30 ～供養の読経がございます。ぜひご参加を

ファミーユ会員は無料！

【 予約不要 】10:00～15:00

●

もはや最高傑作

健軍神社

●

●
県庁通り

東
バ
イ
パ
ス

健軍校前
電停

動植物園
入口電停

神水
交差点

県庁

●
肥後銀行 ファミーユ

神水斎場

陸上自衛隊
健軍駐屯地●

自
衛
隊
通
り

57

●健軍
小学校

3000円コース3000円コース
厳選グルメ452種類から
選べるカタログギフト
厳選グルメ452種類から
選べるカタログギフト

【 予約不要 】10:00～15:00

ファミーユはません

住所／熊本市東区健軍2-21-14（健軍神社近く）

南区出仲間6-12-7
（浜線バイパス沿い）

ご予約不要
10月10日土～31日土まで
オープン記念
キャンペーン開催！

【開催時間】10:00～16:00

テリーヌ・ド
カンパーニュ

和牛ビーフカレー
（銀座4丁目スエヒロ）

有名店のカレーやパスタ、スイーツまで、
厳選した452点のグルメを掲載。
幅広いジャンルからお好みのものを
ご自宅で選んでオーダーできます

粒うに
（やまみ）

ご家族が心ゆくまでお別れできることを考えた、一日一組貸切の
家族葬専用ホールです。ぜひこの機会にご見学ください。

Ｐ30台

小規模家族葬に適したホールです 控室が式場隣接で、夜間も寄り添えます

当日、無料の会員登録された方、
ファミーユ会員の方に進呈いたします。

9月
22日
祝

←MAP

ご来館
プレゼント！

1組につき1個・ファミーユ会員の方は会員証を
ご提示ください。プレゼントはなくなり次第締切

ご家族が心ゆくまでお別れできることを考えた、一日一組貸切の

神水斎場ホール
家族葬のファミーユ

※すべてイメージパース

10月10日 10:00～ タレントの
山内 要さんと一緒にテープカット
セレモニーを開催。ぜひご参加を！


