◆２０１８年

平成 30 年

◎印は一般向けセミナー

セミナー予定（7/6 現在）
青字は行政主催（参加条件あり）
緑字は条件参加あり有料

黒字は企業主催

原則参加無料

赤字は日本葬祭アカデミー主催・協賛

ご聴講希望のものがあれば、ご連絡ください。メール
終了◎1/10（水）9:30-11:30

主催）埼玉県坂戸市

市民生活課

会場）坂戸市

jfaa@jf-aa.jp
中央公民館

テーマ）事前に知っておく葬祭知識と生前の心がまえ（坂戸にこにこ大学
終了◎1/28（日）13-15

主催）よみうりカルチャー金町

テーマ）私のエンディングノート講座
終了◎2/20（火）10：15-12：15

有料

1 回目）

会場）ヴィナシス金町 2 階

受講料 1.080 円+教材費 2.000 円+施設費 129 円

主催）埼玉県坂戸市

市民生活課

会場）坂戸市

北坂戸公民館

テーマ）事前に知っておきたい葬祭知識と生前の心がまえ Part②お墓と供養（北坂戸寿大学 2 回目）
終了◎2/21（水）13：30-15

主催）船橋市

終了◎2/22（月）10-11：30

主催）ときかわ

会場）飯山満公民館

会場）三島商工会議所 4 階会議室Ｃ（静岡）

テーマ）葬祭の「衣」
終了◎2/22（木）14-16

テーマ）いまどきの葬祭事情

～死装束、死化粧の変化と現代～

主催）北区消費生活センター

会場）北とぴあ 7 階（王子）

テーマ）知って安心！最近のお葬式お墓事情
終了◎2/24（土）13:30-15:30

主催）藤沢市

会場）藤沢市大庭台墓園

テーマ）いまどきのお葬式・お墓事情
終了◎2/27（火）10-12

主催）船橋市

会場）新高根公民館

管理事務所

第3回
テーマ）いまどきのエンディング事情

終了◎3/7 （水）14-16 主催）さいたま市消費生活総合センター

会場）大宮区役所

テーマ）エンディングノートといまどきのお墓事情
終了◎3/17（土）9:30-11:30

主催）ＪＡ碓氷安中

会場）群馬県安中市ＪＡアシスト碓氷安中

テーマ）いまどきのお葬式・お墓事情
終了◎3/22（木）9:30-11:30

主催）埼玉県消費者センター

会場）坂戸市文化会館

テーマ）事前に知っておく葬祭知識と生前の心がまえ
終了◎3/29（木）

13:30～16:30 主催）日本葬祭アカデミー/オリオン税務事務所

会場）ＦＢＯセミナールーム（小石川 1-15-17

ＴＮ小石川ビル

春日駅 3 分）

テーマ『メモリアルビジネス展望とビジネスチャンス』（仮題）営業拡充セミナー
終了◎4/8（日）10-16

主催）日本葬祭アカデミー教務研究室

葬祭カウンセラー認定正規講座
会場）ラステル新横浜

全２日講座/受講料 50.000 円

第４８期①～④講座

10：30～16：30

◆受講予約受付中

有料

終了◎4/9（月）10-15：30

２日目

早期予約・遠隔地等特待制度有

葬祭カウンセラー認定正規講座

第４８期⑤～⑥＋特別講座

会場）スペース・アデュー（台東区下谷）
終了◎4/27（金）10-12

主催）ＪＡえちご上越

10 時～16 時

会場）上越市

虹のホールおおがた

テーマ）お葬式に関する『奥様モニター会議』第 1 期
終了◎5/8（火）9:30-11:30

主催）埼玉県坂戸市

市民生活課

第 1 回目

会場）坂戸市三芳野公民館

テーマ）事前に知っておく葬祭知識と生前の心がまえ（３回目）
終了 5/18（金）13-15

主催）ウィズネットＪＡ栃木ユニオン

会場）栃木

テーマ）ＪＡ管理職研修これからの葬祭ビジネス展望とその具体的な拡充例報告
終了◎5/24（木）14-15：30

主催：川越市消費生活センター

会場）ウェスタ川越２階会議室 1

テーマ「お葬式とお墓の基礎知識」～これだけは知っておくとと安心～
終了◎5/25（金）10-12

主催）ＪＡえちご上越

会場）上越市

虹のホールおおがた

テーマ）お葬式に関する『奥様モニター会議』第 1 期
終了◎5/30（水）10-11：30

主催）ときかわ

会場）三島商工会議所 4 階Ｃ会議室（静岡）

テーマ）お葬式の「住」
終了◎5/31（木）10-12

第 2 回目

～あの世の住み家としてのお墓～

主催）マルキメモリアル 21

会場）スペース・アデュー

台東区

テーマ）全３回①生活講座『これだけは聞いておきたい！葬祭の意味と意義』（仮題）
毎回、モニター懇談会（あなたのご意見を）と最終日には『修了証』の授与
終了◎6/6（水）午後

主催）一般社団法人

日本葬祭情報管理協議会

会場）ＦＢＯセミナールーム

ＰＩＰ認証（ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ ﾌﾟﾛﾃｸﾄ）新規・更新講習
終了◎6/11（月）14-16

主催）足立区消費生活センター

会場）エルソフィア（梅島）

テーマ）全２回葬祭講座「知って安心！お葬式の実務と生前の覚書き①」
終了◎6/12（火）10-12

主催）マルキメモリアル 21

会場）スペース・アデュー

台東区

テーマ）全３回②生活講座『これだけは聞いておきたい！葬祭の意味と意義』（仮題）
毎回、モニター懇談会（あなたのご意見を）と最終日には『修了証』の授与
終了◎6/16（土）10-15:30

主催）ときかわ

テーマ）第６回
終了◎6/20（水）

会場）三島商工会議所ＴＭＯホール

三島フェア

主催）板橋区消費者センター

手作り創作展＆安心セミナー
会場）板橋区

テーマ「葬祭講座①お葬式の基礎知識」～これだけは知っておくと安心～仮題
終了◎6/22（金）

主催）我孫子市

会場）アビスタ

テーマ）熟年備学

未定

終了◎6/27（水）

主催）板橋区消費者センター

会場）板橋区

テーマ「葬祭講座②お墓のの基礎知識」～これだけは知っておくと安心～仮題
終了◎6/29（金）10-12

主催）ＪＡえちご上越

会場）上越市

テーマ）お葬式に関する『奥様モニター会議』第 1 期
終了◎7/3

（火）10-12

主催）目黒区消費生活センター

（木）13:30～15:30

主催）坂戸市

第 3 回目

会場）同所会議室

テーマ）知れば知るほど納得！今どきのお墓事情
終了◎7/5

虹のホールおおがた

市民生活課

全２回

①

会場）坂戸市千代田公民館

テーマ）事前に知っておきたい葬祭知識と心がまえ③（ちよだ女性セミナー）
◎7/10

（火）10-12

主催）目黒区消費生活センター

会場）同所会議室

テーマ）知れば知るほど納得！今どきのお墓事情
◎7/11（水）14-16

主催）足立区消費生活センター

全２回

②

会場）エルソフィア（梅島）

テーマ）全２回葬祭講座「お墓と供養の聞いておきたい事前の心づもり②」
◎7/12（木）13：30-15：30

主催）イエノコト(株)

会場）太宰府イエノコトホーム

ツキイチセミナー「一度は考えておく！親の葬儀とお墓こと」（仮題）
または「メモリアルの民俗学
お問い合わせ
◎7/15（日）11-12

葬祭供養とは何か？」（仮題）

福岡県太宰府市通古賀 5-2-3

主催）吉田葬祭

イエノコト

TEL. 0120-200-789

会場）鹿児島市吉田葬祭ホール

テーマ）新盆慰霊式典記念講演

「ご先祖様とは何か？」

◎7/20（金）10-12

主催）我孫子市長寿大学

◎7/24（火）14-16

主催）葛飾区

会場）天王台湖北公民館

テーマ）未定

2 回目

会場）鎌倉図書館

テーマ）全２回連続生活講座「お葬式・お墓・お布施・供養について」お葬式編
◎7/25（水）14-16

主催）葛飾区

会場）鎌倉図書館

テーマ）全２回連続生活講座「お葬式・お墓・お布施・供養について」お墓編
◎7/26（木）10-11：30

主催）合資会社ときかわ

テーマ）親の遺品整理と写真の遺し方
◎7/27（金）10-12

主催）マルキメモリアル 21

会場）三島商工会議所会議室
ちいさな伝記®でアルバム作り
会場）スペース・アデュー

台東区

テーマ）全３回③生活講座『これだけは聞いておきたい！葬祭の意味と意義』（仮題）
毎回、モニター懇談会（あなたのご意見を）と『修了証』の授与
◎7/29（日）10-12

主催）よみうりカルチャー金町

会場）金町

有料

テキスト

テーマ）エンディングノート
マイ・エンディングノート

◎8/1（水）13-17

主催）オオタパブリケーションズ
テーマ）メモリアルパーティ

◆8/9-12

◆8/23-26

◆8/30-9/2

◎8/28（火）9:30-11:30

13-15

会場）目黒雅叙園

パネルディスカッション

大学スクーリング

主催）ＪＡえちご上越

会場）上越市

テーマ）お葬式に関する『奥様モニター会議』第 2 期
◎9/5（水）9:30～15:30

主催）坂戸市

テーマ）高齢者大学
◆9/6/-9/9

市民生活課

第3期

1 回目

会場）坂戸市千代田公民館

遺言・相続！私の生前の覚書き

◆9/22-9/23

◆9/29-9/30

大学スクーリング

◎9/11（火）13:30‐15:30 主催）四街道市産業振興課

消費生活講座全 2 回

会場）四街道商工会館

テーマ）お葬式を考える事前知識（仮題）
◎9/12-17

海外研修

◎9/21（金）予定

モンゴル文化交流視察

主催）農協流通研究所

◎9/26（水）14-16

同行者募集中

ＪＡ全農

主催）江東区消費者センター

ご希望の方はアカデミーまでメール

会場）未定

会場）パルティ江東（扇橋）

テーマ）ほんとうに聞きたかった！葬祭の話
◎9/28（金）9:30-11:30

13-15

テーマ）未定

主催）ＪＡえちご上越

第 1 回目

会場）上越市

テーマ）お葬式に関する『奥様モニター会議』第 2 期
◎10/2（火）13:30‐15:30 主催）四街道市産業振興課

お葬式について

第3期

2 回目

消費生活講座全 2 回

会場）四街道商工会館

テーマ）お墓を考える事前知識（仮題）
◎10/3（水）13:30～16:30 主催）日本葬祭アカデミー/オリオン税務事務所
会場）ＦＢＯセミナールーム（小石川 1-15-17

ＴＮ小石川ビル

春日駅 3 分）

テーマ『メモリアルビジネス展望とビジネスチャンス』（仮題）営業拡充セミナー

有料

終了後、名刺交換会交流懇親会有
◆10/12-14

大学スクーリング

◎10/15（月）13：30～18:00

主催）日本葬祭アカデミー

会場）大阪中央会計セミナールーム
◎10/19（金）10-16

テーマ）「魂の画家」対談（予定）

主催）日本葬祭アカデミー教務研究室

葬祭カウンセラー認定正規講座
◎10/20（土）10-15：30

リサイクルジャパングループ

２日目

葬祭カウンセラー認定正規講座

全２日講座/受講料 50.000 円

第４９期①～④講座

会場未定

◆受講予約受付中

早期予約・遠隔地等特待制度有
第４９期⑤～⑥＋特別講座

会場未定

◎10/24（水）14-16

主催）江東区消費者センター

会場）パルティ江東（扇橋）

テーマ）ほんとうに聞きたかった！葬祭の話
◎10/26（金）9:30-13:00

合同

第 2 回目

主催）ＪＡえちご上越

会場）上越市

テーマ）お葬式に関する『奥様モニター会議』第 2 期
◎11/8（木）14-15：30

お墓について

第3期

主催）さいたま市消費生活総合センター

3 回目

会場）岩槻区役所会議室

テーマ）エンディングノートといまどきのお墓事情
◎11/19（月）13:30-15:30
◎11/29（木）10-12

主催）秦野市広報広聴課

会場）秦野市

主催）さいたま市消費生活総合センター

テーマ）未定

会場）上尾市

原市公民館

テーマ）知っておきたい葬祭知識と生前の心構え
◎12/12（水）9:30-11:30

主催）埼玉県坂戸市

市民生活課

会場）坂戸市

テーマ）事前に知っておく葬祭知識と生前の心がまえ
◎12/12（水）午後

主催）ＦＢＯ

中央公民館

２回目お墓（坂戸にこにこ大学）

会場）東洋大学

テーマ）未定
◎12/19（水）9:30-11:30

主催）埼玉県坂戸市

市民生活課

会場）坂戸市

浅羽野公民館

テーマ）事前に知っておく葬祭知識と生前の心がまえ２回目お墓
平成３１年

２０１９年

◎1/22（火）9:30-11:30

主催）埼玉県坂戸市

市民生活課

会場）坂戸市

テーマ）事前に知っておく葬祭知識と生前の心がまえ（仮題）

北坂戸公民館予定

