
5月・6月・7月　行事予定 株式会社 2018年5月7日

№ 都道府県 都市名 月日 曜日 名　　　称　  【主催販売店】 会　　　場
開始
時刻

講師 対象

1 新潟県 新潟市 5/12 土 玄米酵素研修会＆ランチ会 in 新潟　（要予約　参加費：1,000円） 梅の花～新潟店～「古伊万里」 12:00 鹿内　正孝 会員以上

2 新潟県 上越市 5/13 日 玄米酵素研修会＆ランチ会 in 上越　（要予約　参加費：1,000円） ホテルセンチュリー・イカヤ　「天平の間」 10:30 鹿内　正孝 会員以上

3 新潟県 小千谷市 6/9 土 食と健康セミナー in 小千谷　【㈱角幸（特）】 旧小千谷総合病院施設　「４階・大会議室」 13:30 井上　明 一般

4 新潟県 長岡市 6/17 日 玄米酵素研修会＆ランチ会　in 長岡　※要予約 アトリウム長岡　「１階・オリオン」 10:30 鹿内　正孝 会員以上

5 新潟県 新潟市 7/23 月 食と健康セミナー in 新潟 新潟ユニゾンプラザ　「５階・特別会議室」 13:30 岩田　芳之 一般

6 新潟県 上越市 7/24 火 食と健康セミナー in 上越 上越市市民プラザ　「２階・第２会議室」 10:00 岩田　芳之 一般

7 長野県 上田市 5/16 水 食と健康セミナー in 上田　 上田創造館　「第２会議室」 10:00 井上　明 一般

8 長野県 松本市 5/19 土 食と健康セミナー in 松本　【㈱大将印（特）】 ＪＡ松本市会館　「５Ｆ大会議室」 13:30 真山　政文 一般

9 長野県 岡谷市 6/23 土 食と健康セミナー in 岡谷 諏訪湖ハイツ　「１階・工作室」 13:30 岩田　芳之 一般

10 長野県 千曲市 6/29 金 食と健康セミナー in 千曲 稲荷山公民館 13:30 川越　牧子 一般

11 長野県 佐久市 7/14 土 食と健康セミナー in 佐久 野沢会館　「２階・２０５号室」 13:30 川越　牧子 一般

12 長野県 長野市 7/26 木 食と健康セミナー in 長野 若里市民文化ホール　「特別会議室」 13:30 加藤　初美 一般

13 群馬県 伊勢崎市 5/12 土 食と健康セミナー in 伊勢崎　【㈲ユースメイト（代）】 伊勢崎市民プラザ 第1・2研修室 13:30 岩田　芳之 一般

14 群馬県 高崎市 5/14 月 食と健康セミナー in 高崎 ニューサンピア高崎　赤城 13:30 加藤　初美 一般

15 群馬県 桐生市 6/16 土 食と健康セミナー in 桐生　【須藤秀子(特)】 桐生市民文化会館 ４階 第一会議研究室 13:30 真山　政文 一般

16 群馬県 高崎市 7/10 火 特別コラボセミナー in 高崎（要予約　参加費500円） ニューサンピア高崎　赤城 13:30 山口康三先生、岩田芳之 一般

17 群馬県 富岡市 7/21 土 食と健康セミナー in 富岡 ホテルアミューズ富岡　金洞 13:30 真山　政文 一般

18 群馬県 伊勢崎市 7/28 土 特別コラボセミナー in 伊勢崎（要予約　参加費500円） 伊勢崎プリオパレス　ヴァンロゼ 13:30 真野わか先生、加藤初美 一般

19 群馬県 前橋市 7/29 日 食と健康セミナー in 前橋　【小淵正也(特)】 レンドルフ前橋 2F セミナールーム 13:30 石井　尚美 一般

20 茨城県 水戸市 6/17 日 食と健康セミナー in 水戸 京成百貨店　9F　バンケットルーム 13:30 真山　政文 一般

21 栃木県 さくら市 5/20 日 食と健康セミナー in さくら　【粕谷明美（代）】 道の駅　喜連川　本館　2F 13:30 真山　政文 一般

22 栃木県 日光市 6/26 火 食と健康セミナー in 日光 須弥 13:30 川越　牧子 一般

23 栃木県 真岡市 7/1 日 食と健康セミナー in 真岡 井頭温泉チャットパレス 研修室 13:30 加藤　初美 一般

24 埼玉県 北本市 5/31 木 食と健康セミナー in 北本市　【岡田康子（特）】 北本市文化センター　第2会議室 14:00 加藤　初美 一般

25 埼玉県 深谷市 6/9 土 食と健康セミナー in 深谷市　【自然食品専門店いなか家（代）】 アリオイトーヨーカ堂 3F　キララ上柴  ハナミズキ 13:30 赤川　誠 一般

26 埼玉県 入間市 7/8 日 食と健康セミナー in 入間　【㈱メリーナ（代）】 入間市産業文化センターB棟２階研修室 13:30 岩田　芳之 一般

27 埼玉県 さいたま市 7/13 金 食と健康セミナー in さいたま市 大宮ソニックシティ901 14:00 鹿内　正孝 一般

28 東京都 両国 5/8 火 ｴｺﾛｸｯｷﾝｸﾞｽｸｰﾙ初級毎週クラス①回目(要予約　入会金、受講料が必要となります） エコロクッキングスクール 10:30 加藤　初美 一般

29 東京都 両国 5/11 金 食と健康セミナー in 両国（要予約　食事付：500円） エコロホール 11:00 川越　牧子 一般

30 東京都 両国 5/10 木 ｴｺﾛｸｯｷﾝｸﾞｽｸｰﾙ中級月一回クラス①回目(要予約　受講料が必要となります） エコロクッキングスクール 10:30 柴崎　富子 スクール会員

31 東京都 両国 5/12 土 ｴｺﾛｸｯｷﾝｸﾞｽｸｰﾙ中級月一回クラス①回目(要予約　受講料が必要となります） エコロクッキングスクール 10:30 柴崎　富子 スクール会員

32 東京都 両国 5/14 月 玄米酵素商品勉強会 in 両国 エコロホール 10:30 千葉　俊広 一般

33 東京都 両国 5/14 月 イブニングセミナー in 両国（要予約　食事付：500円） エコロホール 18:00 千葉　俊広 一般

34 東京都 両国 5/17 木 ｴｺﾛｸｯｷﾝｸﾞｽｸｰﾙ初級月一回クラス①回目(要予約　入会金、受講料が必要となります） エコロクッキングスクール 10:30 石井　尚美 一般

35 東京都 両国 5/19 土 ｴｺﾛｸｯｷﾝｸﾞｽｸｰﾙ初級月一回クラス①回目(要予約　入会金、受講料が必要となります） エコロクッキングスクール 10:30 柴崎　富子 一般

36 東京都 両国 5/22 火 食と健康セミナー in 両国（要予約　食事付：500円） エコロホール 11:00 道見　重信 一般

37 東京都 西東京市 5/23 水 食と健康セミナー in 西東京　【濱野智恵子（特）】（定員50名） 西東京市市民会館 3階 第1、第2会議室 13:30 黒澤　博 一般

38 東京都 両国 5/24 木 ｴｺﾛｸｯｷﾝｸﾞｽｸｰﾙ上級月一回コース①回目(要予約　受講料が必要となります） エコロクッキングスクール 10:30 加藤　初美 スクール会員

39 東京都 両国 5/25 金 玄米酵素研修会 in 両国 エコロホール 13:30 黒澤　博 会員以上

40 東京都 両国 5/26 土 ｴｺﾛｸｯｷﾝｸﾞｽｸｰﾙ上級月一回クラス①回目(要予約　受講料が必要となります） エコロクッキングスクール 10:30 石井　尚美 スクール会員
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41 東京都 両国 5/30 水 エコロ特別コラボセミナー（要予約　参加費500円） エコロホール 13:30 池田和子先生、岩田芳之 一般

42 東京都 両国 5/31 木 1dayお手軽クッキング（要予約　参加費2,000円　定員24名） エコロクッキングスクール 10:30 小高　輝美 一般

43 東京都 両国 6/8 金 食養生セミナー　（要予約　参加費1,000円　定員60名） エコロホール 10:30 真山　政文 一般

44 東京都 町田市 6/9 土 食と健康セミナー in 町田　【㈲たんぽぽ（代）】 町田市商工会議所　2F　会議室 13:30 加藤　初美 一般

45 東京都 品川区 6/11 月 食と健康セミナー in 品川 パドム レンタルセミナールームB 10:30 岩田　芳之 一般

46 東京都 両国 6/14 木 食と健康セミナー in 両国（要予約　食事付：500円） エコロホール 11:00 井上　明 一般

47 東京都 両国 6/20 水
1dayお手軽クッキング（要予約　参加費2,000円　定員24
名

エコロクッキングスクール 10:30 八橋　紀子 一般

48 東京都 両国 6/21 木 食と健康セミナー in 両国（要予約　食事付：500円） エコロホール 11:00 鹿内　正孝 一般

49 東京都 両国 6/25 月 勉強と実践の研修会　エコロワークショップ エコロホール 10:30 岩田　芳之 会員以上

50 東京都 両国 6/25 月 玄米酵素研修会 in 両国 エコロホール 13:30 岩田　芳之 会員以上

51 東京都 両国 7/4 水 食と健康セミナー in 両国（要予約　食事付：500円） エコロホール 11:00 加藤　初美 一般

52 東京都 両国 7/18 水
1dayお手軽クッキング（要予約　参加費2,000円　定員24
名

エコロクッキングスクール 10:30 梶山　敦子 一般

53 東京都 両国 7/20 金 イブニングセミナー in 両国（要予約　食事付：500円） エコロホール 18:00 黒澤　博 一般

54 東京都 両国 7/24 火 玄米酵素研修会 in 両国 エコロホール 13:30 千葉　俊広 会員以上

55 東京都 両国 7/26 木 エコロ特別コラボセミナー（要予約　参加費500円） エコロホール 13:30 真野わか先生、岩田芳之 一般

56 千葉県 柏市 6/15 金 食と健康セミナー＆玄米酵素商品勉強会 in 柏（定員30名） 柏駅前 貸会議室スカイルーム『小会議室』 13:30 岩田芳之、臼井太平 一般

57 千葉県 船橋市 7/7 土 食と健康セミナー in 船橋（定員30名） 船橋ツインビルRental 会議室（イトーヨーカドー船橋店内） 13:30 川越　牧子 一般

58 千葉県 成田市 7/22 日 食と健康セミナー in 成田（定員40名） 成田商工会議所 1F 大会議室 13:30 真山　政文 一般

59 神奈川県 横浜市 5/10 木 食と健康セミナー in あざみ野 アートフォーラムあざみ野 セミナールーム1・2 14:00 井上　明 一般

60 神奈川県 川崎市 5/19 土 食と健康セミナー in 川崎 アソシエCHACO　レンタルフロア 14:00 岩田　芳之 一般

61 神奈川県 藤沢市 6/18 月 食と健康セミナー in 藤沢 藤沢商工会館ミナパーク   5F  503会議室 13:30 加藤　初美 一般

62 神奈川県 横浜市 7/9 月 食と健康セミナー in 横浜 AP横浜駅西口　4階 B 13:30 川越　牧子 一般

63 神奈川県 平塚市 7/25 水 食と健康セミナー in 平塚 平塚プレジール  5階　千寿 13:30 岩田　芳之 一般

64 静岡県 下田市 5/21 月 食と健康セミナー in 下田 下田東急ホテル　小宴会場　ココティエ 13:30 川越　牧子 一般

※行事は変更になる場合がございます。事前にご確認願います。


