2021年

葬儀

妊活・不妊治療を知る
第28回
「40代から始める、
終活」 その1stステップに…

当会館の 新・生活様式対応

●館内は消毒や換気を定期的に行います
●スタッフはマスク着用で対応
●通夜ぶるまいや精進上げ、お斎等の
持ち帰りサービスも行っています

ふれ愛葬
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次回は…

1月24日 日
13:30 〜

生殖医療指導医（不妊治療の
専門医）として、不妊症の原因
や今日の治療法などをわかり
やすく教えてくれます。

ソフィアレディース
クリニック水道町院長
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申し込み・お問い合わせ

岩政

水道町交差点

■参加費無料
■事前に電話で申し込みを【10組限定】
■当日受付／ 12:30 ～
ソフィアレディースクリニック水道町
■会場／パレア会議室

下通り

参列者の席や焼香時などの間隔を
広く空けるようにしています。
広さや雰囲気等、
ＨＰの会館情報へ→

１月６日（水）～、水回りリフォームが来店者限定でお得

リフォーム

不妊治療教室

毎月1回行われている
「不妊治療教室」で
は、妊娠成立のメカニズムから検査方法、
新型コロナウイルスとの付き合い方など
もお話いたします。今回も、ソーシャル
ディスタンスを守りつつ多くの方にご参
加いただけるよう、少し広めの会場で開
催いたします。ご希望者には、セミナー
後にカウンセリングも実施。ご夫婦でも
お一人でも参加いただけます。

検索←

＜28＞

健康情報

上通り

1 0120・115・969

「玉泉院は年末年始・ 時間対応します」

すぐ対応してもらえるの？
●休みで手続き等が大変なのでは

カタチを提案。まずは左

記までお電話を。

●事前相談をしていないけれど

玉泉院では、年末年始・ して希望に合った葬儀の
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時間対応で葬儀やその

後やるべきこと等、丁寧

にサポートしています。

家族に万が一のことが

あった時、遠くの親戚な

どにも連絡がしづらい

今、家族だけで抱え込ん

でしまうことも少なくな

い と か。“ 故 人 と の 最 期

の時間を大切にしたい”

という家族の想いに寄り

添い、コロナ対策を徹底

年末年始・24時間対応

玉泉院

ふれ愛葬 玉泉院

新春号

家族の集まりに。お風呂・食事・くつろぎ空間…お任せ！

新春初売りセール、衝撃価格が多数！ 年末年始も24時間、通常料金で営業中
（株）九州トータルハウジング

温かいお風呂が
て、快適な館内でゆった

しょう！

をすっきりスタートしま

のあかを落として、新年

をはじめ、バラエティ豊

人気の月替わりメニュー

完 備。 レ ス ト ラ ン で は、

マドレーヌ ●

りくつろぎの時間を過ご

扌

●
●
●
東バイパス
●
味千
ダイハツ
ラーメン

しませんか。

マクドナルド

館内ではコロナ対策を

●

通常500円→

サンピアン

かな料理がそろいます。

徹底。詳しくはＨＰへ。

ピースフル
優祐悠

いつでも利用できる

レストランは食事
だけの利用もＯＫ

セブン
供 合 線 イレブン
●

多彩なお風呂やサウナ

ラックスルームなど利用

親戚との食事会や、新

【入浴・タオル持参コース】

プレゼントが当た
るアンケートも！

リ ビ ン グ 熊 本 に

ＬINE＠アカウントが

できました。友だち登録

をすると、フロント特集

のお知らせやイベント告

知などの情報配信や急な

病気に役立つ、休日在宅

医のチェックもできてと

っても便利。あなたも今

すぐ友だち登録を。
↑友だち登録は
QRコードから

年会にもぴったりのコー

ピースフル優祐悠

※１枚で４人まで同時入館利用可、
税別
R2.12.27～Ｒ3.1.31まで

スの予約も受付中。

JR光の森駅

リビングく～ぽん

400円

トクトクコースや会席

316

至東バイパス

扌

※１枚で４人まで同時入館利用可、
税別
R2.12.27～Ｒ3.1.31まで

など２５００円～プラン

住／合志市幾久富1758-263
※駐車場あり
営／ 9:30 ～ 18:00、無休
※12月29日～ 1月5日休

大人1人800円→600円

子ども1人600円→300円

があります。最大１００

1 0120・83・7789

● 鮮ど市場

ピースフル優祐悠

【入浴・館内着付コース】

北バイパス

焼肉
● なべしま

リビングく～ぽん

至東海大

至市街

〒

九州トータルハウジング
光の森ショールーム

エステで心も体もすっきり

右記以外にもセール品多
数、詳細は店舗で確認を

※写真はすべてイメージ

ゆめタウン
光の森

プレミアム付商品券

※新型コロナの影響で変更になる場合があります

※排水位置により追加工事費用がかかる
場合があります

熊本北 GU
郵便局 ●

To トラベルキャンペーン

● 託麻商工会

特別価格8万6000円（工事費込み）

●スタッフは常に手指消毒や検温など健康
管理を徹底しています

● Go

● 地域共通クーポン

※既存浴室がタイル張りの場合
など、別途費用がかかります

●
カメラの中野

To Eatキャンペーン

レストランで「プレミアム付食事券」
が利用ＯＫ

通常103万9170円
→69万8000円（工事費込み）

九州トータル 至菊池
ハウジング
ショールーム ● ● CoCo壱番屋

● Go

人収容の洋室宴会場や少

・滑りにくく乾きやすいフラッグ
ストーンフロア
・幅の広い“魔法びん浴槽”

人数向けの和室宴会場を

ほか、リクシルのトイ

レ「アメージュＺフチレ

⚫Panasonic
「ユニットバスUWⅡ1216」
（浴室暖房乾燥機付き）

時間、いつで

※工事費別途、排水位置により追
加費用がかかる場合があります

ピ ー ス フ ル 優 祐 悠 は、 のほか、マッサージやリ

通常35万2000円
→18万1500円

LIXIL製温水洗浄便座付きなら

●店内は定期的に換気・消毒を行っています

ステ」もあるので、１年

・温水洗浄便座付き
・オゾンウォーター自動除菌
・ナノイーX脱臭機能

年末年始

⚫Panasonic
「アラウーノ」Ｌ150 タイプ2

1台
限定

24

ＯＫ。また「あかすりエ

【台数限定 大幅値引】お得商品を一部紹介!

特別価格5万7000円（工事費込み）

●お客様には、マスク着用や入店時の手指
消毒をお願いいたします

検索 ←

ピースフル優祐悠

新春初売りセール

⚫LIXIL「アメージュ Z フチレス」

わが社の 新・生活様式対応

ピースフル優祐悠

も利用ができます。初詣

2021年

検索 ←

帰りに冷えた体を温め

ＴＯＴＯ・パナソニック・リクシル
の水回り商品、現調や見積は無料
ス」をはじめ、目玉商品

イレ本体、温水洗浄便座

がずらり。ＴＯＴＯのト

などのリフォーム住宅設

ルが始まります！

パナソニックのアラウ

50

住まいのことは“トー

タル”で。不動産売買か

ラも大特価で販売。この

備品や浄水器、防犯カメ

チャンス、ぜひお見逃し

日に光の森

ーノは１台限定で、通常

なく。

らリフォーム、修繕まで

リアフリーリフォームに

州トータルハウジング」。 たり寛げる広々浴槽でバ

※価格はすべて税込

％オフ。ゆっ

も最適な、高機能ユニッ

価格の約

トバス「ＵＷⅡ」も割引。

まとめて任せられる「九

ショールームで、とって

１月６日～

もお得な新春初売りセー

10

九州トータル

住／東区下南部3-11-136
営／ 24時間（お風呂は6:00 ～
24:30までの営業）
、
年中無休
無料駐車場250台あり

☎096
（388）
1188

LINE友だち募集中
熊本リビング新聞社

“熊本から世界へ”をテーマにお客様に優位性のある“ICTソリューション”を提供

KIS冬期インターンシップ募集
実施期間

令和3年

2月8日（月）～10日（水）／2月17日（水）～19日（金）

プログラ
ミング
なし

文系・理系
不問！

私服での
参加OK

オンライン
参加OK

∞

～テーマはKISの 新 事 業 創出～

ICT×あなた＝
【問い合わせ】経営管理部 人事G 096-379-2231
（園田/渡邊）

詳しくはリクナビへ→

株式会社KIS（NEC情報サービス事業グループ） 熊本市南区幸田1-6-27

