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2021 年 10 月 19 日 

News Release 

故人を見送る葬祭ホールが、赤ちゃん・子どもの人形劇場に！ 

東証マザーズ上場きずなグループの「家族葬のファミーユ」、在熊 NPOを支援 

株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループ CEO：中道 康

彰、東証マザーズ：証券コード 7086）傘下の株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取

締役：中道 康彰）は、NPO 法人 熊本県子ども劇場連絡会が主管する乳幼児親子向け人形劇に会場提

供として協力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＜地域活動の取り組みがコロナ禍で活動の場が制限されるなか、家族葬のファミーユを会場として提供＞ 

地域でのつながりや様々な課題の解決に向けて地域活動に取り組む方々がいるなか、新型コロナによ

って多くの活動が制限されてしまいました。そこで家族葬のファミーユは、“コロナ禍で活躍の場が制限

されている地域の皆さんを応援したい”、“当社の志でもある『家族の絆を深める』機会を拡げたい”とい

う思いから、今年 7 月・8 月に NPO 法人 熊本県子ども劇場連絡会による乳幼児親子向けイベントの会

場として、熊本市内の直営ホール「家族葬のファミーユ」を無償提供しました。参加された方からは、

子どもたちが楽しめるイベントを今後も望む声などをいただきました。 

そこで今回、熊本市内 2 か所の「家族葬のファミーユ」を会場として無償提供し、10 月 23 日（土）・

25 日（月）に乳幼児親子向けの人形劇「うたのにんぎょうげき」を開催します。“どんぐりころころ”や

“たまごたまご”など、いろんな歌に合わせて様々な可愛らしい動物が出てくる人形劇は、小さなお子様

もご一緒にご家族でお楽しみいただけます。 

「家族葬のファミーユ」とは… 

日本で初めて家族葬をブランド化した家族葬のパイオニア。2001 年の「家族葬のファミーユ 大塚ホ

ール」（宮崎市）以降、展開地域を拡大し、熊本市内 17 店舗をはじめ全国でグループ累計 100 店舗を

超える直営ホールを展開しています。「お葬式を家族のものに。」のブランドコンセプトのもと、1 日 1

組完全貸切で故人様をお見送りする家族葬専用ホールと、儀礼儀式に偏重しない家族主導のお葬式が

特徴です。生活者の皆様にとって気軽に足を運んでもらえる身近な存在を目指し、地域に寄り添いな

がら様々なイベントも開催しています。 詳細はこちら： https://www.famille-kazokusou.com/ 

家族葬のファミーユ 麻生田ホール 人形劇イメージ 

https://www.famille-kazokusou.com/
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■「NPO 法人 熊本県子ども劇場連絡会」について 

演劇、音楽、伝統芸能など、子どもの年齢に応じた作品を選んでの

舞台観賞活動やキャンプ、川遊びなどの地域・体験活動を通して子ど

もの豊かな心を育む空間や時間を提供する特定非営利活動法人です。 

地域の中で地域の友だちや地域の大人たちと身体を寄せ合い、ワク

ワクドキドキを共感することを目指して活動。2016 年の熊本地震の際

には、避難所や被災後の子どもたちに「もっとあそび隊」活動として

遊びを届けるなど、地域の福祉に貢献されています。 

URL： http://www.kumageki.jp/ 

 

イベント開催概要 

イベント名： 乳幼児のための「うたのにんぎょうげき」 

開催日時・会場： 

① 2021 年 10 月 23 日（土）10：30～11：30 

家族葬のファミーユ 麻生田ホール 

（熊本県熊本市北区清水新地 4-5-48）※駐車場 50 台 

② 2021 年 10 月 25 日（月）10：30～11：30 

家族葬のファミーユ 長嶺西ホール 

（熊本県熊本市東区長嶺西 1-6-2）※駐車場 30 台 

対象：乳幼児親子（要予約） 

定員：麻生田ホール 先着 15 組様 

長嶺西ホール 先着 10 組様 

料金：1 組 500 円（保険料込み） 

＜イベントご予約・お問い合わせ＞ 

熊本市子ども劇場 

TEL：096-356-9282 / E-mail： info@kumageki.jp 

主管：特定非営利活動法人熊本県子ども劇場連絡会 

主催：熊本市子ども劇場 

協力：家族葬のファミーユ 

[ご留意ください]  

新型コロナウイルスの感染拡大や政府・自治体による自粛勧告等で、イベントは中止する場合があります。 

 

■「家族葬のファミーユ」が推進する地域支援活動 

㈱家族葬のファミーユでは、熊本市内で展開する 17 店舗のネットワークを

活用し、地域で求められる取り組みを継続的に行っています。 

地域支援活動の一例 

・くまなんホール(南区)のオープニングセレモニーにコロナ禍で活動の

場が減少した地元ダンススクールを招待 

・くまなんホール(南区)などにて「NPO 法人 熊本県子ども劇場連絡会」

開催の乳幼児親子向けイベントに会場を無償提供 

・タレント 山内 要さんによる出張終活セミナーを熊本市内 30 か所で開

催し約 1,500 名が参加  
出張終活セミナー 

http://www.kumageki.jp/
mailto:info@kumageki.jp
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■会社概要 
株式会社家族葬のファミーユ 

【設立】  2000 年 7 月 

【代表】  代表取締役 中道 康彰 

【住所】  東京都港区芝 4-5-10 EDGE 芝四丁目ビル 7 階 

【連絡先】 TEL：03-5427-6431 

【従業員】 471 名(2021 年 8 月 31 日現在、臨時雇用者含む) 

【資本金】 100 百万円 

【売上高】 8,057 百万円（2021 年 5 月期 日本基準） 

【事業内容】・葬儀葬祭に関する一切の業務・葬儀葬祭に関する一切の業務 

・フランチャイズシステムによる葬儀葬祭事業の展開 

・「お葬式を家族のものに。」のスローガンのもと、1 日 1 組限定の「家族葬のファミーユ」

及び邸宅型家族葬の「弔家の灯」を提供 

・これまでの葬儀の価値観にない「家族の意向を汲んだ、家族のための家族葬」を提供 

【URL】  https://www.famille-kazokusou.com/ 

 

＜熊本エリアにおける店舗展開(オープン順)＞ 
 

2006 年 ・家族葬のファミーユ 花立ホール 

2008 年 ・家族葬のファミーユ 島町ホール 

  ・家族葬のファミーユ 横手ホール 

  ・家族葬のファミーユ 長嶺東ホール 

2009 年 ・家族葬のファミーユ 龍田ホール 

  ・家族葬のファミーユ 麻生田ホール 

  ・家族葬のファミーユ 清水ホール 

2010 年 ・家族葬のファミーユ 尾ノ上ホール 

  ・家族葬のファミーユ 光の森ホール 

  ・家族葬のファミーユ 保田窪ホール 

2014 年  ・家族葬のファミーユ 長嶺西ホール 

  ・家族葬のファミーユ 世安ホール 

2015 年 ・家族葬のファミーユ 上水前寺 

  ・家族葬のファミーユ はませんホール 

2020 年 ・家族葬のファミーユ とろくホール 

  ・家族葬のファミーユ 神水斎場 

2021 年 ・家族葬のファミーユ くまなんホール 

 

 

 

株式会社きずなホールディングス 

【設立】  2017 年 6 月 

【代表】  代表取締役社長 兼 グループ CEO 中道 康彰 

【住所】  東京都港区芝 4-5-10 EDGE 芝四丁目ビル 7 階 

【連絡先】 TEL：03-5427-6432 

【従業員】 583 名（グループ連結、2021 年 8 月 31 日現在、臨時雇用者含む） 

【証券コード】東京証券取引所マザーズ市場 7086 

【資本金】 153,360 千円 

【売上高】 8,030 百万円（グループ連結、2021 年 5 月期 IFRS 基準） 

【事業内容】・グループ全体の経営戦略に関する立案、推進ならびに管理 

・葬儀葬祭に関する一切の業務 

【URL】  https://www.kizuna-hd.co.jp/ 

＜報道関係者お問い合わせ先＞ 

株式会社きずなホールディングス 広報部（グループ広報窓口） 

E-mail：pr@kizuna-hd.co.jp  FAX：03-5427-6433  

担当：北村、小林 Mobile：070-7601-5550（受付時間 平日 9：00～17：00） 

https://www.famille-kazokusou.com/
https://www.kizuna-hd.co.jp/

