◆限定公開（限られた人だけに URL をお知らせするもの）で、各種研修の動画があります。１
No

タイトル

１

仏教会公開講座セミナー研修
「現代葬送の問題点」
供養とお寺
2020. 12
一般向け約 60 分

２

ミニセミナー
「私のエンディング」
終活の意味
2021.1
一般向け約 12 分

３

ミニセミナー
「お葬式を学ぶ」
葬祭とは何か？
2021.2
一般向け約 15 分

４

ミニセミナー
「お葬式の解明」
葬儀とは何か？
2021.2 一般向け 約 13 分

５

葬祭カウンセラー講座
ダイジェスト版
第1講
2021.4 一般業界向け約 15 分

６

葬祭カウンセラー講座
ダイジェスト版
第２講
2021.4 一般業界向け約 16 分

７

葬祭カウンセラー講座
ダイジェスト版
第３講
2021.4 一般業界向け約 14 分

８

葬祭カウンセラー講座
ダイジェスト版
第４講
2021.4 一般業界向け約 16 分

９

プロモーションとして
リモートでの葬祭セミナー
開催のご提案
2020.2 行政業界向け約 4 分

10

◆業界研修「コロナ時代で変
わるお葬式とメモリアルビジ
ネス」葬祭事業の転換に迫る
2021.6
業界向け約 60 分

11

◆業界研修 1/2「新しい生活
様式と葬祭業務の変化」納骨
堂ビジネスなど
前半
2021.7
業界向け約 30 分

12

◆業界研修 2/2「新しい生活
様式と葬祭業務の変化」納骨
堂ビジネスなど
後半
2021.7
業界向け約 30 分

◆印は有料コンテンツになります。

内容
真宗大谷派高田別院（新潟県上越市）主催。現代葬送の問題やお寺との
関係性をもとに供養の習俗的な理解と消費者の心構えを伝える。檀家や
同宗派の僧侶参加でセミナー後オンラインミーティング実施（非公開）
URL・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
葬祭の意味を知る。意味のある終活をすべきという啓発を語る。
エンディングを考えるはどういうことなのか？それには何が必要かを知
る事が大切ということを伝える。
URL ・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
お葬式を学ぶということはどういうことなのか？全国各地で極めて関心
の高いセミナーとして紹介。あわせて包括的な意味の「葬祭」の考え方
を述べ、
「学び」の意味と意義を示す。
URL・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
葬儀とは何か？お葬式の成り立ちや告別式などとの区別をしっかりと学
び、最小限しなければならないことを理解する。あわせて言葉の定義と
して、葬祭、葬式、葬儀、告別式の意味を共有する。
URL・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
日本葬祭アカデミー教務研究室が認定する「葬祭カウンセラー」講座の
ダイジェスト版。第 1～4 講まであり、正規カウンセラー講座（有料
版）のお試し講座。1 講ではお葬式とは何か？を解説。
URL・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
第２講では「葬祭」の原理的な根本である人の死について学ぶ。遺体と
魂への対応から葬（ほうむる）と弔（とむらう）ことの習俗を解説。
「お葬式」を複合語としてその内容について考える。
URL・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
第 3 講では「供養」とは何かを学ぶ。死者霊魂の養育プロセスを習俗で
解説する。またお葬式対応の告別式の実務的展開を学ぶ。その人らしい
施行とは何か？この実現のためにはどうするか。
URL・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
第 4 講では、
「お墓」をとおして見る日本人の死生観に触れる。あわせ
て実務として墓地埋葬法を踏まえ、お墓の種別や権利などを学ぶ。また
多様化する墓の形態を学習する。「マイ・エンディングノート」紹介。
URL・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
コロナに負けない、新しい形でのセミナー開催についてのご提案。
リモートセミナーを開催するためのプレゼンとして利用できるコンテン
ツを示す。オンラインセミナーのプロモーション。
URL・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
主催（株）アークインターネット。葬祭関係者向けオンラインセミナー
営業の実例や広報手段、顧客接点の構築などについて語る。現代葬儀の
縮小化傾向を社会的現実として葬祭業務の転換点を探る。
URL・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
葬祭業界スタッフのための研修動画。前後半 2 本で 60 分の講義。コロ
ナ禍による葬祭業務の変化で生活様式の意識転換を迫られ、価値観や施
行目的がどのように変容したか、供養環境の時代的変化も理解する。
URL ・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
葬祭業界スタッフのための研修動画。後半約 30 分の講義。消費者から
求められる施行価値とは何か？葬儀と告別式の意味と意義。不確実性時
代のマネジメント。供養習俗の理解を促し業務プライドを確立する。
URL ・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp

◆限定公開（限られた人だけに URL をお知らせするもの）で、各種研修の動画があります。２
No

タイトル

13

◆葬祭カウンセラー認定
オンライン正規講座
第１講
2021.7 一般業界向け約 35 分

14

◆葬祭カウンセラー認定
オンライン正規講座
第２講
2021.7 一般業界向け約 46 分

15

◆葬祭カウンセラー認定
オンライン正規講座
第３講
2021.7 一般業界向け約 40 分

16

◆葬祭カウンセラー認定
オンライン正規講座
第４講
2021.7 一般業界向け約 50 分

17

対談シリーズ１
エンパラ・フェア
高崎円福寺 大谷眞円さん
2020.12
一般向け約 23 分

18

対談シリーズ２
エンパラ・フェア
安瀬久美子行政書士事務所
2020.12
一般向け約 31 分

19

対談シリーズ３
エンパラ・フェア
デザイナー高橋美江さん
2021.7
一般向け約 31 分

20

対談シリーズ４
エンパラ・フェア
作家 正覚寺 鵜飼秀徳さん
2020.12
一般向け約 25 分

21

対談シリーズ５
エンパラ・フェア
イエノコト 淀川洋子さん
2020.12
一般向け約 24 分

22

対談シリーズ６
エンパラ・フェア
フラワーアーティスト平野栄子さん
2020.12
一般向け約 15 分

23

対談シリーズ７
エンパラ・フェア
供養のカタチ 石原千晶さん
2020.12
一般向け約 23 分

公
開
中

大好評 YouTube 番組
エンディングパラダイス
葬祭 3 分動画
わかりやすくて役立つ動画

◆印は有料コンテンツになります。

内容
認定オンライン正規講座第 1 講。
「葬祭」の意味。現代葬儀の問題点、
家族葬や直葬・小規模葬の現状。消費者が戸惑う三つの不安から葬送儀
礼の意味や葬儀施行を解説。
URL・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
オンライン正規講座第２講。
「死」とは何か？死者を「完成」させ臨終と
殯柩の儀礼を解説。葬儀の俯瞰的図式で遺体と魂への対応を学ぶ。葬の
意味と弔の行いを独自の論説で展開する。
URL・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
オンライン正規講座第３講。葬祭カウンセラーとして「供養」の意味を
知る。人生儀礼の中での葬祭の位置づけや生と死の対応対比を明解に語
る。神道や仏教の生活上の役割も学ぶ。告別式の現代的多様化を紹介。
URL・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
オンライン正規講座の第 4 講。両墓制の紹介から「お墓」の伝統や意識
を考察。法律的な施政を知識として理解し、お墓の種別や権利を把握す
る。墓じまいや改葬、永代供養の意味などを学ぶ。最終講。
URL・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
出演 群馬県高崎市の真言宗円福寺副住職の尼僧さん大谷眞円さん。夫
の住職隆舜と夫婦僧侶さんです。美大出身で感性を活かしたはがき絵は
大変好評でファンも多い。実父良海師は最近うどん作りも有名。
URL・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
仙台市で行政書士事務所を営む安瀬さん。社労士で高齢社会の終えん事
情にも精通した「葬祭カウンセラー」
。女性の目線で「家」や「家族」
、
そこから介護や後見、遺言、相続などの実務のインタビュー録画。
URL・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
絵地図師・散歩屋を自称。全国各地の観光地などのイラストマップ制作
で有名。
『東京下町散歩』
『お散歩写真概論』など著作も多数。街歩きと
の中にも葬祭を意識してくれているユニークな人物！
URL・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
作家で京都嵯峨の正覚寺の住職。著書『寺院消滅』のルポは宗教界にも
大きな波紋を投げかけた。葬祭や宗教界にいろいろな警鐘を発してい
る。最新刊『仏具とノーベル賞・京都島津製作所創業伝』面白い。
URL・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
家事セラピスト。イエノコトでは、字のごとくその実務に対応だけでは
なく空き家対策や古民家再生などなど幅広く活躍。生前整理やリフォー
ム、世代間のコミュニケーションも課題に。葬祭カウンセラー。
URL・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
プリザーブドフラワー作家で、大手化粧品会社の企画などを担当したキ
ャリアウーマン。プリザーブドフラワー技法でメモリアルにも挑戦。実
家の守り方などにも言及して世代の問題を都市在住の目線で語る。
URL・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
大阪で「供養のカタチ」起業する。もとサッカー選手の異色「葬祭カウ
ンセラー」
。見送る世代の若手として次世代の供養観を知ることができ
た。葬祭の心配事を娘や孫の立場で気軽に相談にのってくれる。
URL ・・お申し出によりＵＲＬをお送りします。jfaa@jf-aa.jp
どんどんコンテンツ増加中！ぜひチャンネル登録をお願いします。
URL
https://www.youtube.com/channel/UC1gFa7YN6tdgAPuKQ2mjf7Q
スマホでもご笑覧ください。

