◆２０１９年

平成 31 年

◎印は一般向けセミナー

セミナー予定（2019

3/21 現在）

青字は行政主催（参加条件あり）

緑字は条件参加ありまたは有料

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◎1/21（月）

午前

主催）イエノコト(株)

会場）福岡・太宰府

有料

jfaa@jf-aa.jp

イエノコトサロン

テーマ）終活について（エンディングノート・空き家関連）
お問い合わせ

福岡県太宰府市通古賀 5-2-3

終了◎1/22（火）9:30-11:30

主催）埼玉県坂戸市

イエノコト

市民生活課

TEL. 0120-200-789

会場）坂戸市

北坂戸公民館予定

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◎1/24

（木）10-12
テーマ）続編

終了◎1/25

主催）座間市広報広聴課

会場）ハーモニーホール座間

亡くなってからでは遅い！今どきのお墓事情

（金）15:10-16:20

主催）埼玉県年金協会

会場）埼玉会館３Ｃ会議室（ＪＲ浦和駅）

テーマ）エンディングノートの役割と書くための知識
終了◎1/31

（木）10：00～11：30

主催）合資会社ときかわ

テーマ）冠婚葬祭互助会の消費者問題
終了◎2/3（日）10:00-11:30

会場）三島商工会議所会議室

～国民生活センター報告を踏まえて～

主催）埼玉県坂戸市

市民生活課

会場）坂戸市

千代田自治会

テーマ）事前に知っておく終活知識と心がまえ
終了◎2/26

（火）14-16

主催）中央区消費生活センター

会場）日本橋社会教育会館

講習室

テーマ）知っておきたいお葬式とお墓のあれこれと生前の心がまえ
終了◎3/12

（火）14-15:30

主催）墨田区消費者センター

会場）すみだ女性センター（押上）

テーマ）知って得するお葬式やお墓の知識と知恵
終了◎3/18

（月）13:00～15:00
テーマ）寺と墓

◎3/25（月）午前・午後

主催）合資会社ときかわ

主催）ＪＡえちご上越

（土）13:30-15:30

会場）各支店

主催）公益財団法人

4 期・5 期

第 1 回目

藤沢市まちづくり協会

モニター参加者募集中
会場）藤沢市大庭台墓園

テーマ）私のエンディングノートを書いてみる
◎3/31（日）9:30-11:30

会議室

～将来的対応と世代間問題～

テーマ）お葬式に関する奥様モニター会議®
◎3/30

会場）三島商工会議所 4 階

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・お墓事情パート②

◎4/10（水）午前・午後

主催）ＪＡえちご上越

会場）各支店

テーマ）お葬式に関する奥様モニター会議®
◎4/14（日）10-12

4 期・5 期

主催）よみうり日本テレビ文化センター

場所）墨田区錦糸町教室

日本葬祭アカデミー教務研究室協賛

3 回目

6/9

修了認定証授与

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

第５０期①～④講座

◆受講予約受付中
◎4/16（火）10-15：30

２日目

◎4/22・23（月・火）午後

第 2 回目

テーマ）葬祭カウンセラー認定特別講座

◆2 回目 5/12
◎4/15（月）10:30-16

モニター参加者募集中

全 3 回（有料）

募集中

全２日講座/受講料 50.000 円

会場）予定ラステル新横浜（新横浜）

早期予約・遠隔地等特待制度有

⑤～⑥＋特別講座

会場都内予定（都内最新ホール見学予定）

主催）ＪＡメモリアルこうち

会場）全農高知県本部（高知市）

テーマ）全職員研修「これからの葬祭ビジネスの展望と布石」
◎5/12（日）10-12

主催）よみうり日本テレビ文化センター

場所）墨田区錦糸町教室
◆3 回目
◎5/14（火）9:30-11:30

日本葬祭アカデミー教務研究室協賛

テーマ）葬祭カウンセラー認定特別講座
6/9

修了認定証授与

主催）埼玉県坂戸市

全 3 回（有料）

募集中

市民生活課

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パート④（遺言相続エンデイングノート）
◎5/15（水）午前・午後

主催）ＪＡえちご上越

会場）各支店

テーマ）お葬式に関する奥様モニター会議®
◎5/20

（月）10：00～11：30

主催）合資会社ときかわ

テーマ）あの世とこの世
◎5/31（金）14-16

4 期・5 期

モニター参加者募集中
第 3 回目修了式

懇親会

会場）三島商工会議所 4 階

会議室

～お葬式やお墓の意味と意義～

主催）川崎市消費行政センター

会場）てくのかわさき

テーマ）知って安心、終えんの覚悟と準備～エンディングノートの書き方と遺言について～
◎6/6（木）午後

主催）ＪＡえちご上越

会場）各支店

テーマ）お葬式に関する奥様モニター会議®
◎6/9（日）10-12

第 1 回目

（水）10-12

日本葬祭アカデミー教務研究室協賛

テーマ）葬祭カウンセラー認定特別講座

修了考査・認定証授与

主催）ＪＡえちご上越

全 3 回（有料）

募集中

主催）板橋区消費生活センター

テーマ）全 2 回葬祭セミナー予定
◎6/24（月）午後

6期

主催）よみうり日本テレビ文化センター

場所）墨田区錦糸町教室

◎6/19

モニター参加者募集中

会場）板橋区消費者センター会議室

第 1 回目葬儀

会場）各支店

テーマ）お葬式に関する奥様モニター会議®

6期

2 回目は 6/26
モニター参加者募集中

第 2 回目

◎6/26

（水）10-12

主催）板橋区消費生活センター

テーマ）全 2 回葬祭セミナー予定
◎6/29（土）10-15:30

主催）ときかわ

テーマ）第７回
◎7/9（火）13:30‐15:30

三島フェア

会場）板橋区消費者センター会議室

第 2 回目お墓

会場）三島商工会議所ＴＭＯホール
手作り創作展＆安心セミナー

主催）四街道市産業振興課

会場）四街道市商工会館

消費生活講座

テーマ）第 1 回目

お葬式を考える事前知識

7/16（火）16-17

主催）吉田葬祭

会場）鹿児島市

◎7/17（水）11-12

主催）吉田葬祭

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
◎7/23（火）時間未定

会場）各支店

テーマ）お葬式に関する奥様モニター会議®

6期

テーマ）ほんとうに聞きたかった！葬祭の話
◎9/14（土）13:30-15:30

主催）江東区消費者センター

テーマ）ほんとうに聞きたかった！葬祭の話

修了式・懇親会

消費生活講座

テーマ）第 2 回目

主催）江東区消費者センター

モニター参加者募集中

第 3 回目

主催）四街道市産業振興課

会場）四街道市商工会館
◎9/11（水）13:30-15:30

テーマ）社員研修

「次世代に伝える供養観」

主催）ＪＡえちご上越

◎8/20（火）13:30‐15:30

全2回

全2回

お墓を考える事前知識

会場）パルティ江東（扇橋）
第 1 回目

お葬式について

会場）パルティ江東（扇橋）
第 2 回目

お墓について

◎9/11（水）13:30-15:30 主催）江東区消費者センター
◎9/19（木）10-12

主催）我孫子市長寿大学

9/24 から 2020 年 1/21

まで毎火曜日

◎9/25（水）日時確保のみ
◎12/13（金）10-12
◎12/18（水）未定
◎12/20（金）10-12

14-16

会場）天王台湖北公民館

3 回目

14：45-16：15【葬祭ビジネス論】東洋大学講義予定

主催）関係者紹介団体
主催）船橋市民大学

主催）奈良県消費生活センター
14-16

テーマ）未定

主催）船橋市民大学

会場）晴海トリトンスクエア
会場）船橋市
会場）未定
会場）船橋市

テーマ）未定

テーマ）市民講座

お葬式

テーマ）未定
テーマ）市民講座

お墓と供養

