◆2017 年

平成 29 年

◎印は一般向けセミナー

終了◎1/20（金）10-12

セミナー

日本葬祭アカデミー教務研究室
二村講演・活動予定 9.13

青字は行政主催（参加条件あり） 黒字は企業主催 原則参加無料
緑字は条件参加あり有料 赤字は日本葬祭アカデミー主催・協賛 有料
ご聴講希望のものがあれば、ご連絡ください。メール jfaa@jf-aa.jp

主催）さいたま市消費生活センター 会場）浦和コミセン 10 階
テーマ）知っておきたい事前の葬祭知識と心がまえ

終了◎1/23（月）10-11：30

主催）ときかわ

会場）三島商工会議所（静岡） テーマ）日本人の死生観

終了◎1/27（金）14-16 主催）茅ヶ崎市消費者センター会場）市役所４階
テーマ）これだけは聞いておきたいお葬式とお墓の基礎知識
終了 2/7（火）16：30-18：30

主催）茅ヶ崎市消費者センター 消費生活相談員研修①葬儀
共に市役所２階会議室
終了 2/14（火）16：00-18：00 主催）茅ヶ崎市消費者センター 所費生活相談員研修②お墓
終了◎2/15(水)10-12 主催）茅ヶ崎市消費生活センター出張講座
テーマ）私のエンディングノート

会場）サニータウン茅ヶ崎

終了◎2/19（日）10-12 主催）ＪＡえちご上越 会場）虹のホールおおがた（上越市）
テーマ）これだけは知っておきたい！人生の終わり方
終了◎2/24（金）10-12 主催)平塚市消費生活センター 会場）ひらつか市民活動センター
テーマ）事前にしておおきたい！葬祭知識と心がまえ
終了◎2/25（土）13:30-15:30 主催）公益財団法人 藤沢市まちづくり協会
テーマ）お墓のいろは 実務と文化（仮題）

会場）藤沢市大庭台霊園

終了◎2/26（日）午前午後 主催）ＪＡなんかんサービス 会場）新潟県見附市 虹のホール今町本館
テーマ）知っておきたい人生の終わり方
終了 3/10（金）14-15 主催）日蓮宗静岡中部布教師会・社協会 会場）フジホワイトホテル（富士市）
テーマ）供養承継を心配している消費者から見た葬祭の今と将来
終了◎3/14（火）13:30‐15:30 主催）目黒区消費生活センター 会場）同 3 階研修室
テーマ）今聞いておきたい！お葬式とお墓の話 全 2 回①お葬式編
終了◎3/15（水）14-16 主催）台東区社会福祉協議会 会場）社協２階会議室
テーマ）これだけ知っておけば安心！いまどきのお葬式・お墓事情
終了◎3/21（火）13:30‐15:30 主催）目黒区消費生活センター 会場）同 3 階研修室
テーマ）今聞いておきたい！お葬式とお墓の話 全 2 回②お墓編
終了◎3/29（水）午後 主催）墨田区どすこい倶楽部 会場）墨田区女性センター
テーマ）これだけは知っておこう お墓、これからの供養実務
終了◎4/7（金）10-11：30 主催）ときかわ 会場）三島商工会議所（静岡）
テーマ）正しい供養と戒名を考える
終了 4/19（水）18-19 主催）東武協友会

会場）東天紅 総会研修

テーマ）質疑応答懇談会

終了◎4/28（金）13：30-16：30 主催）一般社団法人 日本葬祭情報管理協議会 会場）ＦＢＯ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・オンブズマン講習
終了◎4/29（土）葬祭カウンセラー認定

正規講座 第４６期

①～④講座

施設見学

募集中

終了◎4/30（日）葬祭カウンセラー認定

正規講座 第４６期

⑤～⑥

特別講座

募集中

終了◎5/9（火）9:40-11:30 主催）埼玉県坂戸市 市民生活課 会場）坂戸市三芳野公民館
テーマ）知っておきたい！お墓と供養の知識（三芳野大学 2 回目）
終了

5/9（火）13-13：30

主催）ロータリー所沢支部

会場）所沢

テーマ）卓話会

日本の儀礼

終了◎5/13（土）14:30-17 主催）（社）コスモス成年後見サポートセンター・宮城県行政書士会
会場)仙台市福祉プラザ
テーマ）終活・豊括・葬活 すばらしきエンディングのために
終了◎5/14（日）午後 主催）安瀬行政事務所 会場）ハーネル仙台
テーマ）消費者から見たこれからの寺壇関係と葬祭対応の展望◆有料
終了◎5/15（月）10-11：30 主催）安瀬行政書士事務所 会場）仙台市行政書士会館 ◆有料
テーマ）士業、福祉者のための葬祭基礎講座 ～相談を受ける側の知識としての『葬祭学』～
終了◎5/19（金）主催）日本葬祭アカデミー教務研究室 テーマ）エンディングの施設見学と街中散策
②5/19 赤坂陵苑
③6/16 青山 梅窓院
終了◎5/25（木）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）お葬式・お墓の基礎知識 ～聞いて安心、直面する個積むとお布施や供養の文化を知る
終了◎6/4（日）10:30～12 主催）ＪＡひすい 会場）新潟県糸魚川市ｾﾚﾓﾆｰﾎｰﾙフローリア
テーマ）これだけは知っておきたい人生の終わり方 ～いまどきのお葬式事情安心のための生前準備～
終了◎6/6（火）18-20 主催）ＦＢＯ講座

会場）立教大学大学院

終了◎6/9（金）9：30-11:30 主催）我孫子市公民館熟年備学
テーマ）お墓と供養を学ぶ ①

テーマ）海外の食文化メモリアル

会場）我孫子市公民館

終了◎6/10（土）9:30-11:30 主催）ＪＡえちご上越 会場）虹のホールあらい（上越市）
テーマ）人生たな卸し！お葬式とお墓の大切さ
終了◎6/15（木）13:30-15:30 主催）埼玉県坂戸市 市民生活課 会場）坂戸市三芳野公民館
テーマ）これだけは知っておきたいお墓と供養の現代事情（入西ゆうゆう大学 2 回目）
終了◎6/16（金）主催）日本葬祭アカデミー教務研究室 テーマ）エンディングの施設見学と街中散策
③6/16 青山「梅窓院」と 懐石「光石」
終了◎6/22（木）10-12 主催）板橋区消費者センター
テーマ）葬儀・お墓全 2 回講座

会場）消費者センター研修室

終了◎6/24（土）14-17 主催）余暇ツーリズム学会関東大会 会場）東洋大学
テーマ）余暇観光の新機軸「経験価値」シンポジウムパネラー
終了◎6/26（月）10-15 主催）ときかわ 協賛日本葬祭アカデミー教務研究室 三島フェア第 5 回
会場）三島商工会議所 テーマ）手作り作品展示と各種講演会 （三島一日大学）

終了◎6/27（火）10-12

主催）（株）金華堂

会場）富士市

終了◎6/29（木）10-12 主催）板橋区消費者センター
テーマ）葬儀・お墓全 2 回講座

テーマ）スタッフ研修

会場）消費者センター研修室

終了◎7/4（火） 13:30-15:30 主催）葛飾区消費生活センター 会場）消費生活センター３階会議室
テーマ）寺や親族ともめない上手な墓じまい～最新のお墓/永代供養問題/実務と文化について～
終了◎7/6（木）14-16 主催）台東区社会福祉協議会 会場）社協２階会議室
テーマ）～私の「もしも」を考える～ 第一回 エンディングノートの活用術
終了

7/8（土）15-17
主催）ＪＡえちご上越 会場）虹のホールいなだ（上越市）
テーマ）消費者から見た葬祭供養の今と将来（専門職・関係者者研修）

終了◎7/9（日）9:30-11:30 主催）ＪＡえちご上越 会場）虹のホールいなだ（上越市）
テーマ）これだけは知っておきたい！お葬式とお墓の知識
終了◎7/13（木）14-16

主催）
（株）イエノコト 会場）太宰府市イエノコト
テーマ）
「母の終えん日記」自身の体験から

終了 7/14（金）17-19 主催）吉田葬祭
終了◎7/15（土）11-12

終了◎7/21（金）13-15

会場）鹿児島市吉田葬祭新館

ホーム

テーマ）スタッフ研修

主催）
（株）吉田葬祭 会場）鹿児島市吉田葬祭新館
テーマ）新盆慰霊式典記念講演 テーマお葬式とお赤飯
主催）生活哲学学会 会場）浅草文化観光センター
テーマ）とことんお葬式の話をしよう

終了◎7/26（水）13-15 主催）よみうりカルチャー金町 会場）ヴィナシス金町２階
テーマ）私のための葬祭学入門①～葬祭カウンセラー認定講座全３回～ 有料 ②8/23 ③9/27
終了◎7/30（日）10-11：30 主催）ときかわ 会場）三島商工会議所 4 階会議室（静岡）
テーマ）ウソ！ホント？エンディングノートセミナー
終了◎8/23（水）13-15 主催）よみうりカルチャー金町 会場）ヴィナシス金町２階
テーマ）私のための葬祭学入門②～葬祭カウンセラー認定講座全３回～ 有料 ③9/27
終了◎9/6（水）9:30-11:30 主催）坂戸市 市民生活課 会場）坂戸市千代田公民館
テーマ）これだけは知っておきたい葬祭知識（千代田大学 1 回目）
終了◎9/7（水）19-20 主催）さつま上方ビジネス交流会・リサイクルジャパングループ（株）
会場）大阪ル･クロ･ド･マリアージュ テーマ メモリアルビジネスの急展開
終了◎9/7（木）13:30-15：30 主催）坂戸市 市民生活課 会場）坂戸市千代田公民館
テーマ）お墓と供養の基礎知識（千代田セミナー2 回目）代講
終了◎９/１１（月）10-12 共催）アカデミー・リサイクルジャパン
会場）中央会計セミナールーム（中央区備後町、御堂筋線本町駅すぐ）
テーマ）これからのメモリアルビジネス対談
終了◎9/12（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
テーマ）お葬式を考える事前知識（仮題）

会場）四街道商工会館

◎9/17（日）

主催）星槎大学特別課程 履修証明プログラム「生活哲学」会場）星槎大学
テーマ）人生儀礼における生活哲学とは（おしゃべりサロン 1 回目）

◎9/19（火）10:15-11:45 主催）埼玉県坂戸市 市民生活課 会場）坂戸市松栄コーポラス
テーマ）事前に知っておく葬祭知識と生前の心がまえ
◎9/25（月）10-11：30

主催）ときかわ 会場）三島商工会議所 4 階会議室（静岡）
テーマ）母の終えん日記 ～プロが戸惑う逝去から相続まで～

◎9/27（水）13-15 主催）よみうりカルチャー金町 会場）ヴィナシス金町２階
テーマ）私のための葬祭学入門③～葬祭カウンセラー認定講座全３回～ 有料 修了証授与
◎9/30（土）14-16

主催）葛飾区 会場）鎌倉図書館
テーマ）人生たな卸しお墓・お布施・供養について

◎10/3（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）お墓を考える事前知識（仮題）
◎10/8（日）10-12

主催）ＪＡえちご上越
会場）虹のホールなおえつ（直江津）
テーマ）事前の心がまえ！葬祭供養とは何か？

◎10/13（金）13:30-15:30 主催）江東区消費生活センター 会場）パルシティ江東（扇橋）
テーマ）全２回講座「人生の総括！私のエンディング」～お葬式・お墓・供養の知識と知恵～
◎10/14（土）10-12 主催）（株）金華堂 会場）富士市
テーマ）テーマ）「母の終えん日記」葬祭の実務で戸惑う事
◎10/19（木）午後

主催）埼玉県坂戸市 市民生活課 会場）坂戸市柳町
テーマ）これだけは知っておきたい！お葬式とお墓の知識（初回）

◎10/22～27 スリランカ生活の中の仏教

視察予定 募集中

◎10/28（土）葬祭カウンセラー認定

正規講座 第４７期

①～④講座

施設見学

募集中

◎10/29（日）葬祭カウンセラー認定

正規講座 第４７期

⑤～⑥

特別講座

募集中

◎10/30（月）13：30～16：00 主催）一般社団法人 日本葬祭情報管理協議会
ＰＩＰ認証認定講習・市民オンブズマン講習

募集中

◎11/10（金）13:30-15:30 主催）江東区消費生活センター 会場）パルシティ江東（扇橋）
テーマ）全２回講座「人生の総括！私のエンディング」～お葬式・お墓・供養の知識と知恵～
◎11/15（水）13:30-15:30 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）事前に知っておきたい葬祭知識と心がまえ（かるかや大学 1 回目）
◎11/16（木）10：30-12 主催）埼玉県坂戸市 市民生活課 会場）坂戸市 泉小学校
テーマ）事前に知っておきたい葬祭知識と心がまえｐａｒｔ2
◎11/22（水）9:30-11:30

主催）北本市消費生活センター

会場）北本市 テーマ）未定

◎11/24 （金）10-12 主催）我孫子市長寿大学 会場）天王台湖北
テーマ）事前に知っておきたい葬祭知識と心がまえ

（仮題）

◎11/27（月）未定

主催）秦野市市民相談人権課

会場）秦野市（未定）テーマ）未定

◎11/28（火）10-12

主催）座間市広報広聴課 会場）ハーモニーホール座間
テーマ）亡くなってからでは遅い～今どきのお葬式・お墓事情～

◎12/3（日）

主催）ＪＡえちご上越

◎12/15 （金）9：30-11:30

会場）未定

テーマ）未定 日時確保のみ

主催）我孫子市公民館熟年備学 会場）我孫子市公民館
テーマ）お墓と供養を学ぶ 第 2 回目②

◆２０１８年 平成 30 年
◎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 中央公民館
テーマ）未定（坂戸にこにこ大学 1 回目）

◎2/20（火）10：15-12：15

◎2/21（水）13：30-15
◎2/22（木）14-16
◎2/27（火）10-12

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）未定（北坂戸寿大学 2 回目）

主催）船橋市

会場）船橋飯山満公民館

主催）北区消費生活センター
主催）船橋市

会場）北とぴあ

会場）新高根公民館

テーマ）未定
北区王子 内容）未定

テーマ）未定

◎6/16（土）10-15:30 主催）ときかわ 会場）三島商工会議所ＴＭＯホール
テーマ）第６回 三島フェア 手作り創作展＆安心セミナー
◎7/15（日）11-12

主催）
（株）吉田葬祭 会場）鹿児島市吉田葬祭新館
テーマ）新盆慰霊式典記念講演

