平成30年度 各都道府県⾏政書⼠会 ⾏政書⼠記念⽇事業⼀覧（予定）
事業

⾏政書⼠会名

■テレビ・ラジオCM

内容
テレビCM・ラジオCMにより、⾏政書⼠記念⽇、⾏政書⼠業務、特定⾏政書⼠制度を紹介。

■新聞等への広告掲載
■広報グッズの作成
■無料相談会、セミナー等の催事実施

各⽀部において、２⽉２２⽇前後１週間での実施を原則としつつ、それぞれの事情に応じて無料相談会等を実施。
(1) 札幌⽀部
①広告
内容︓札幌中央郵便局デジタルサイネージによる広告を掲⽰。
②札幌市奨学基⾦に寄付
内容︓寄付に対する感謝状授与式への出席。札幌市広報に授与式の写真が記載される。（寄付額 ５万円程度）
③札幌市中央図書館・情報館でのセミナー開催
⽇時︓2⽉23⽇（⼟）13︓00〜15︓00
場所︓札幌市中央図書・情報館
内容︓賃貸物件の退去・契約時の注意すべきことについて
④たくまくん文庫の寄贈
内容︓札幌市教育委員会を通して市内幼稚園へ絵本を寄贈。
(2) 函館⽀部
①街頭啓発
⽇程︓2⽉22⽇（⾦）
場所︓五稜郭交差点地下横断歩道
内容︓五稜郭交差点地下横断歩道の利⽤者ヘティッシュを配付。
②ふれあいカフェ
⽇程︓2⽉23⽇（⼟）
場所︓函館市総合福祉センター（あいよる21）
内容︓無料相談会
(3) 小樽⽀部
①PRグッズの作成
内容︓小樽⽀部会員への啓発及びPR活動として、⽀部名⼊りボールペンを作成し配布。
(4) 空知⽀部
①無料相談会
⽇程︓2⽉22⽇（⾦）
場所︓滝川市⺠会館
(5) 旭川⽀部
①旭川冬まつりに合わせた街頭PR活動
⽇程︓2⽉1⽇〜11⽇のいずれかの⽇
場所︓旭川冬まつり会場、もしくは旭川駅構内または周辺
内容︓旭川冬まつり会場に来場した⼈へのティッシュやリーフレット配りなどのPR活動を実施。
(6) 網走⽀部
①無料相談会
⽇程︓2⽉22⽇（⾦）
場所︓未定

北海道
⾏政書⼠会

(7) 室蘭⽀部
①各市町村の広報誌（2⽉発⾏）に広告を掲載
内容︓室蘭市、登別市、伊達市、洞爺湖町、豊浦町、壮瞥町の広報誌を対象に、⾏政書⼠記念⽇及び無料相談会に
関する広告を掲載する。
②無料相談会
・室蘭市
⽇時︓2⽉16⽇（⼟）9︓30〜12︓00
場所︓中小企業センター
・登別市
⽇時︓2⽉23⽇（⼟）9︓30〜12︓00
場所︓鉄南ふれあいセンター
・伊達市
⽇時︓2⽉23⽇（⼟）9︓30〜12︓00
場所︓市⺠活動センター
・洞爺湖町
⽇時︓2⽉16⽇（⼟）9︓30〜12︓00
場所︓洞爺湖町⾚川集会所
・豊浦町
⽇時︓2⽉9⽇（⼟）9︓30〜12︓00
場所︓豊浦町中央公⺠館
(8) 苫小牧⽀部
①無料相談会
⽇時︓2⽉16⽇（⼟）9︓00〜12︓00
会場︓苫小牧市⺠活動センター

(9) ⽇高⽀部
①新聞広告等
内容︓⽇高報知新聞に2⽉15⽇から21⽇までの間に3回広告を掲載。
②町広報のPR欄広告
内容︓２⽉初旬発⾏の町広報のPR欄に広告掲載。（新ひだか町、新冠町、⽇高町、平取町)
③⽀部HPのトップページ広告
内容︓⽀部HPのトップ画⾯で「2⽉22⽇は『⾏政書⼠記念⽇』です」と⼤きくアピールする。

平成30年度 各都道府県⾏政書⼠会 ⾏政書⼠記念⽇事業⼀覧（予定）
事業

⾏政書⼠会名

内容
(10) 十勝⽀部
①無料相談会
⽇時︓2⽉22⽇（⾦）10︓00〜15︓00
場所︓とかちプラザ１F⼤集会室
②新聞等広告
内容︓十勝毎⽇新聞広告掲載、広報「おびひろ」、広報⾳更・幕別・芽室に広告を掲載。
③FMスポット広告
内容︓地元FM２局にて告知出演、ラジオスポット告知を実施。
④創業⽀援無料相談会
内容︓⽇本政策⾦融公庫帯広⽀店より相談員１名を配置。ミニ講座「遺⾔作成の基礎知識」を同時開催（⼊場無料）。
(11) 釧路⽀部
①無料相談会
⽇程︓2⽉22⽇（⾦）
場所︓釧路市役所防災庁舎
(12) 根室⽀部
①新聞広告等
内容︓釧路新聞・根室新聞へ広告掲載。
②たくまくん文庫の寄贈
内容︓幼稚園・保育園へ絵本を贈る記念事業を実施。

■街頭PR活動

秋⽥県
⾏政書⼠会 ■⾏政書⼠無料相談会

⽇時︓2⽉22⽇（⾦）10:30〜12:00
場所︓秋⽥県⾏政書⼠会事務室
内容︓⾏政書⼠業務全般・⾏政⼿続法等に関する無料相談を実施。

■⾏政書⼠記念⽇ 暮らしと事業の電話無料相談会

⽇程︓2⽉22⽇（⾦）
場所︓岩⼿県⾏政書⼠会事務局
内容 相談員２名での電話無料相談を実施。

■テレビによる「⾏政書⼠の⽇」コマーシャル

⽇程︓2⽉21⽇（⽊）、22⽇（⾦）
内容︓県内テレビ局(RAB、ATV、ABA)にて⻘森県⾏政書⼠会による「⾏政書⼠の⽇」のCMを放映。

■「⼥性⾏政書⼠による⼥性のための無料相談会」

⽇時︓2⽉17⽇（⽇）11:00〜16:00
場所︓福島県⾏政書⼠会会館会議室
内容︓相談者、相談員ともに⼥性限定の無料相談会を開催。
【相談内容】
・離婚・セクハラ・ストーカー・ＤＶ
・遺⾔、相続に関すること
・消費者契約に関すること
・会社経営に関すること
・成年後⾒に関すること 等

■『東北弁』落語で知る⾏政書⼠のしごと

⽇時︓2⽉24⽇(⽇) 13:30〜16:00（開場13:00）
場所︓仙台市シルバーセンター ６Ｆ 第２研修室（⼊場無料）
内容︓・⾏政書⼠業務に関連した東北弁落語 「代書屋」「⽚棒」
内容︓・⾏政書⼠業務の紹介
内容︓・困りごと無料相談会

■無料相談会

⽇時︓2⽉22⽇（⾦）10︓00〜15︓00
場所︓山形県⾏政書⼠会館
内容︓対⾯及び電話による無料相談を実施。

■市⺠公開講座

⽇時︓2⽉22⽇（⾦）
場所︓県⺠共済みらいホール
内容︓講談師 ⽥辺凌鶴他による講演会と無料相談会「講談・相談 フェア」を開催

■平成31年新春交流会

⽇時︓2⽉22⽇（⾦）午後2時22分〜午後5時まで（受付開始 午後1時30分）
場所︓⽔⼾京成ホテル（２階 瑠璃の間）
内容︓第１部【新春講演会】
「茨城と⽇本の未来のために」
〜新時代における⾏政書⼠の役割について〜
講師 上⽉ 良祐 ⽒
第２部【新春交流会】
午後3時40分頃〜

■市⺠公開講座 「相続・遺⾔・終活について」及び
無料相談会

⾃分の⼈⽣の最終章のよりよい準備のために︕
相続・遺⾔・終活に役⽴つ知識や⾝近な問題について、⾏政書⼠がやさしく丁寧に解説。講座終了後、無料相談会も実施。

岩⼿県
⾏政書⼠会

⻘森県
⾏政書⼠会

⽇時︓2⽉22⽇（⾦）10:30〜12:00
場所︓秋⽥駅前
内容︓幟旗を⽴てて、⾏政書⼠制度ＰＲチラシ、広報グッズ等の配布を⾏う。

福島県
⾏政書⼠会

宮城県
⾏政書⼠会

山形県
⾏政書⼠会

神奈川県
⾏政書⼠会

茨城県
⾏政書⼠会

⽇時:2⽉16⽇(⼟) 13:30〜講座、15:00〜無料相談会
場所:総合コミュニティセンター ⼤集会室(宇都宮市)
内容:エンディングノートの書き方
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事業

⾏政書⼠会名

内容
⽇時:2⽉16⽇(⼟) 13:30〜講座、15:00〜無料相談会
場所:佐野市役所１階 市⺠活動スペース(佐野市)
内容:①わたしの終活ノート
②相続と遺⾔について
⽇時:2⽉17⽇(⽇) 13:30〜講座、14:40〜無料相談会
場所:元気あっぷむら 多目的ホール(高根沢町)
内容:新しくなった相続・遺⾔

栃⽊県
⾏政書⼠会

⽇時:2⽉23⽇(⼟) 13:30〜講座、14:30〜無料相談会
場所:⾜利市⺠プラザ(⾜利市)
内容:①相続・遺⾔ ②成年後⾒および信託
⽇時:2⽉23⽇(⼟) 13:30〜講座、15:00〜無料相談会
場所:いきいきふれあいセンター ⼤会議室(那須塩原市)
内容:成年後⾒制度・エンディングノートなど
⽇時:2⽉24⽇(⽇) 13:30〜講座、15:00〜無料相談会
場所:栃⽊市⼤平健康福祉センター ゆうゆうプラザ(栃⽊市)
内容:終活を学ぶ 〜概要・デジタル終活・エンディングノート〜
■⾏政書⼠の⽇ふれあいイベント(仮称)

埼⽟県
⾏政書⼠会 ■中小企業⽀援セミナー

⽇時:2⽉17⽇(⽇) 10:00〜16:30
場所:浦和コルソ通り通路
内容:⾏政書⼠制度・仕事内容等展⽰、クイズやキッズコーナー、ユキマサくんとの撮影会、無料相談等を実施。

⽇時:2⽉18⽇(⽉) 14:00〜16:00
場所:新都⼼ビジネス交流プラザ
内容:中小企業に関するセミナー、埼⽟県によるＩＣＴ活⽤事例セミナーを開催。

■落語公演

⽇程︓2⽉23⽇（⼟）
場所︓イオンモール高崎
内容︓イベント会場において、落語家２名による⾏政書⼠を題材とした落語及び成年後⾒サポートセンター群馬県⽀部の
協⼒により寸劇を実施。集客⽤にパンフレット、ティッシュを配布。

■⻑野県⾏政書⼠会 無料相談会

⽇時︓2⽉22⽇（⾦）10:30〜15:00
場所︓⻑野県⾏政書⼠会館２階会議室 他
内容︓県会法務部員が県⺠を対象に、遺⾔書の作成、遺産相続⼿続、成年後⾒制度の利⽤、空き家問題などについ
て、電話２台による電話相談及び対⾯相談を⾏う。

■⾏政書⼠記念⽇無料相談会（各⽀部にて実施）

(1)佐久⽀部
⽇時︓2⽉22⽇(⾦) 13:00〜16:00
場所︓御代⽥町役場

群馬県
⾏政書⼠会

(2)上⽥⽀部
⽇時︓2⽉16⽇(⼟) 9:00〜12:00
場所︓上⽥市⻄部公⺠館

(3)諏訪⽀部
⽇時︓2⽉16⽇(⼟) 10:00〜16:00
場所︓諏訪市公⺠館
※会場が変更になる場合があります。

(4)伊那⽀部
⽇時︓2⽉13⽇(⽔) 13:00〜16:00
場所︓⻑野県⾏政書⼠会伊那⽀部事務所

⻑野県
⾏政書⼠会

(5)飯⽥⽀部
⽇時︓2⽉17⽇(⽇) 10:00〜15:00
場所︓南信州・飯⽥産業センター（新施設）

(6)松本⽀部
⽇時︓2⽉14⽇(⽊) 10:00〜15:00
場所︓安曇野市役所211･212･213･214号室
⽇時︓2⽉16⽇(⼟) 10:00〜15:00
場所︓松本市勤労者福祉センター
⽇時︓2⽉17⽇(⽇) 10:00〜15:00
場所︓えんぱーく（塩尻市市⺠交流センター）304･305
⽇時︓2⽉17⽇(⽇) 10:00〜15:00
場所︓⽊曽町文化交流センター3階和室
(7)⻑野⽀部
⽇時︓2⽉ 6⽇(⽔) 13:00〜16:00
場所︓もんぜんぷら座
⽇時︓2⽉12⽇(⽕) 9:30〜12:00
場所︓東⻑野いこいの家
⽇時︓2⽉25⽇(⽉) 13:30〜16:00
場所︓須坂商⼯会議所

(8)北信⽀部
⽇時︓2⽉22⽇(⾦) 13:00〜16:00
場所︓山ノ内町文化センター
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事業

⾏政書⼠会名

内容
※詳細につきましては、各⽀部にお問い合わせください。

山梨
⾏政書⼠会

静岡県
⾏政書⼠会

■⾏政書⼠記念⽇の無料相談会

⽇時︓2⽉22⽇（⾦）13︓00〜16︓00
場所︓山梨市地域交流センター「街の駅やまなし」会議室Ｂ
内容︓相続、遺⾔、成年後⾒、農地の売買・貸借、会社設⽴、営業許可等

■電話無料相談会

⽇程︓2⽉22⽇（⾦）
場所︓静岡県⾏政書⼠会館
内容︓電話無料相談会を実施。

■相続セミナー

⽇程︓2⽉22⽇（⾦）
場所︓アートホテル新潟駅前
内容︓相続について、⾏政書⼠、弁護⼠、フリーアナウンサー伊勢みずほ⽒によるリレートークを開催。

新潟県
⾏政書⼠会 ■相続川柳募集

■中⽇新聞広告

愛知県
■愛知県内公証⼈と⾏政書⼠による遺⾔・相続無料相談会
⾏政書⼠会

岐阜県
⾏政書⼠会

相続に関する川柳を募集し、⼊賞者には豪華賞品をプレゼントする。⾏政書⼠記念⽇である平成31年2⽉22⽇（⾦）に表彰
式を予定。新潟⽇報社、BSN新潟放送（ラジオ）にてPR、県内外から400句を超える応募あり。
⽇程︓2⽉22⽇（⾦）
内容︓⾏政書⼠制度のPR及び県⺠の⽣活向上に寄与するため、「⾏政書⼠記念⽇」に会員有志を募り中⽇新聞へ⾒開
き広告を掲載。
⽇時︓3⽉3⽇（⽇）13:30〜16:30
場所︓栄ガスビル5階 キングルーム
内容︓公証⼈と⾏政書⼠が市⺠向けの無料相談会を開催し、⼀般市⺠の法的ニーズを満たす社会的意義のある活動と、
公証役場と⾏政書⼠会それぞれの認知度を高める広報活動を⾏う。

■中⽇新聞 名刺広告

⽇程︓2⽉22⽇（⾦）
内容︓会員に希望者を募り、中⽇新聞岐阜県版に名刺広告を掲載。

■無料相談会などイベントの実施

⽀部による無料相談会やグッズの配布等を各地域で実施。

■新聞への⼀⾯広告掲載

フルカラー刷りの記事広告を中⽇新聞に⼀⾯掲載し、広告の下半分は掲載希望者の個⼈⽒名の広告を掲載。

■平成31年「⾏政書⼠の業務」説明会の開催

新規⼊会の申込みが増えるきっかけとなった、「⾏政書⼠有資格者」及び「⾏政書⼠を目指す方」を対象とした⾏政書⼠業務説明
会を開催。

■無料相談会

⽇程︓2⽉22⽇（⾦）
場所︓福井市役所
内容︓相続等の相談

三重県
⾏政書⼠会

福井県
⾏政書⼠会

⽇程︓未定
場所︓鯖江市嚮陽会館
内容︓相続等の相談
■無料相談会

⽇程:2⽉22⽇(⾦)
場所:富山県⾏政書⼠会事務所
場所:高岡⽀部事務所
内容:渉外広報部・国際部の共催にて、富山市、高岡市の2か所で無料相談会を⾏う。
内容:無料相談会の実施前⽇には、富山新聞及び北⽇本新聞朝刊に広告を掲載。また、事前に新聞社等を訪問し、記
内容:事を掲載してもらう働きかけも⾏う。

■ラジオCM

⽇程︓2⽉1⽇（⾦）〜22⽇（⾦）
内容︓ABCラジオにて20秒のラジオCM41本及びパブリシティ読みを実施。

■無料相談会

⽇時︓2⽉22⽇（⾦）10:30〜16:00
場所︓ゼスト御池 河原町広場
内容︓京都市と共催で無料相談会を開催。

富山県
⾏政書⼠会

⼤阪府
⾏政書⼠会

京都府
⾏政書⼠会 ■新聞広告（京都新聞）

奈良県
⾏政書⼠会

⽇程︓未定
内容︓上記無料相談会に連動して、京都新聞に公告を掲⽰。

■PRグッズの配布

⽇時︓2⽉23⽇（⼟）10:00〜11:00
場所︓近鉄⼋⽊駅周辺

■無料相談会

⽇時︓2⽉22⽇（⾦）13:00〜16:00
場所︓未定
内容︓⾏政書⼠業務に関する相談

■地域FM『声の年賀状』で、「⾏政書⼠記念⽇企画
公開セミナー紹介」（阪神⽀部主催）

⽇程︓1⽉1⽇(⽕)〜3⽇（⽊）（各局3回／1⽇）
内容︓FMあまがさき、さくらFM（⻄宮）、エフエム宝塚、ハッピーエフエムいたみ各放送局にて紹介する。

■ラジオ関⻄ 10秒スポットCM（本会広報部主催）

⽇程︓1⽉15⽇（⽕）〜2⽉25⽇（⽉）
内容︓10秒スポットCM

■ラジオ関⻄ ⾏政書⼠記念⽇紹介（本会広報部主催）

⽇程︓２⽉６⽇(⽔) 15︓30〜15︓40
内容︓「時間です︕林編集⻑」番組内で、村山会⻑と⼤⼝副会⻑が⽣出演。

和歌山県
⾏政書⼠会

平成30年度 各都道府県⾏政書⼠会 ⾏政書⼠記念⽇事業⼀覧（予定）
⾏政書⼠会名

事業
■神⼾新聞全⾯広告（本会企画部主催）

内容
⽇程︓2⽉上旬
内容︓
・イベント案内（市⺠公開講座IN姫路/ユニバーサル社会づくり推進公開セミナー/阪神⽀部事業承継公開セミナー）
・専⾨部会紹介/特定⾏政書⼠制度紹介
・各⽀部概要ならびに無料相談会の紹介
・⾏政書⼠ＡＤＲセンターの紹介
・会員協賛広告 等

■サンケイリビング広報掲載（本会企画部主催）

⽇程︓2⽉
内容︓本会イベント案内

■サンケイリビング広報掲載（阪神⽀部主催）
兵庫県
⾏政書⼠会

⽇程︓2⽉
内容︓公開セミナー案内

■ユニバーサル社会づくり推進公開セミナー
（本会企画部主催、神⼾⽀部連携）

⽇程︓2⽉16⽇（⼟）
場所︓兵庫県私学会館
内容︓・特定⾏政書⼠紹介劇「えっ、保育園に⼊れないの〜申請から解決まで」
・新たな住宅セーフティネット制度紹介
・講演︓「ユニバーサル社会 その実現に向けて」

■⾏政書⼠記念⽇企画 市⺠公開講座 IN 姫路
〜⾏政書⼠による⼤規模災害の備えと⽀援を考える〜
（本会企画部主催、姫路⽀部連携）

⽇時︓2⽉22⽇(⾦) 13︓00〜16︓30
場所︓姫路キャスパホール
内容︓・講演「熊本地震における⾏政書⼠の⽀援活動について」
・講演「広域防災の取組について（予定）」
・基調講演『災害から「いのち」と「⽣活財」を守るために』 〜⽇々の「教訓化」を通じて〜
・報告「兵庫県⾏政書⼠会の取組について」

■⾏政書⼠記念⽇公開セミナー
「ビジネスを１００年楽しく続ける方法」
〜⾏政書⼠による事業の承継と中小企業⽀援〜
（阪神⽀部主催）

⽇程︓2⽉24⽇（⽇）
場所︓夙川公⺠館講堂
内容︓・講演『儲かりまっか︖の経営道』
ＭＢＳアナウンサー 上泉 雄⼀ ⽒
・⾏政書⼠の業務紹介、中小企業⽀援及び事業承継

■「今だからこそ親子で考える相続遺⾔」セミナー

⽇時︓2⽉23⽇（⼟）13︓30~15︓30
場所︓鳥取市さざんか会館
内容︓親と子の⽴場の両方の視点で⾒た、近年話題の相続事例を盛り込んだ、⼀般の方を対象としたセミナーを開催。

■⾏政書⼠による「相続・遺⾔」セミナー

⽇時︓２⽉24⽇（⽇）13:30 〜 16:00
場所︓島根県⽴図書館１F集会室
内容︓「相続・遺⾔」セミナー等

■無料相談会

(1)松江⽀部
⽇時︓２⽉７⽇（⽊）13:00 〜 15:00
場所︓松江市城⻄公⺠館、松江市乃⽊公⺠館

鳥取県
⾏政書⼠会

(2)川本⽀部
⽇程︓２⽉15⽇（⾦）
場所︓未定
(3)浜⽥⽀部
⽇時︓２⽉22⽇（⾦）9:00〜12:00
場所︓パレットごうつ 第２小会議室
■市⻑との意⾒交換会
島根県
⾏政書⼠会
■⾏政書⼠ＰＲ活動

(1)安来⽀部
⽇程︓未定
場所︓島根県安来市役所
(1)松江⽀部
⽇時︓２⽉５⽇（⽕）10:00 〜 11:30
場所︓松江市役所前、JR松江前
内容︓ポケットティッシュとコスモスの種を配付。
(2)出雲⽀部
⽇程︓２⽉
場所︓いずもケーブルTV、FMいずも
内容︓各放送局にて⾏政書⼠のPRを⾏う。
(3)⼤⽥⽀部
⽇程︓1⽉19⽇（⼟）
場所︓⼤⽥市内⾃治会を通じて⼾別配布、スーパー等に配布
内容︓「広報おおだ／２⽉号」に⾏政書⼠記念⽇ＰＲ及び⽀部会員の情報を掲載。

■終活のひろば「最後まで⾃分らしく」のお⼿伝い

岡山県
⾏政書⼠会

⽇時︓2⽉23⽇（⼟）13:00〜16:00
場所︓⻄⼤寺ふれあいセンター ふれあいホール
内容︓将来の相続で争いを予防するため、お墓に関する知識や、遺⾔書について⾝近に感じてもらうことを目的とし、お墓の
内容︓基本知識とトラブルの紹介や遺⾔書作成の基本事項などの講演を中⼼として、終活に関するパネル展⽰と遺⾔相続
内容︓や⼟地に関する許認可について無料相談会を開催。
内容︓岡山市並びに岡山県社会福祉協議会及び岡山市社会福祉協議会（後援）

平成30年度 各都道府県⾏政書⼠会 ⾏政書⼠記念⽇事業⼀覧（予定）
事業

⾏政書⼠会名

■無料相談会の実施

■無料相談会

⽇程︓2⽉17⽇（⽇）
場所︓イオンモール綾川
内容︓無料相談会を実施。

■バックパネルの制作

⾃治体の⾸⻑等がマスコミから取材を受ける際に背景に設置されている⾃治体名が印刷されたパネルの⾏政書⼠会版を作成。
「徳島県⾏政書⼠会」の文字を⼤きく印刷し、記者会⾒に限らず業務提携調印式や無料相談会等様々な機会・場所で使⽤で
きるよう持ち運び可能なものを制作して名称をPRする。

■⾏政書⼠・ゆうちょ銀⾏合同無料相談会

⽇程︓2⽉22⽇（⾦）
場所︓ゆうちょ銀⾏ 北九州⽀店・博多店・福岡東店・久留⽶店
内容︓無料相談会

■無料相談会

⽇程︓2⽉22⽇（⾦）
場所︓ゆうちょ銀⾏佐賀店（佐賀中央郵便局）
内容︓遺⾔・相続

■ノベルティ配布

パンフレット及びマグネット配布

■広報活動

NBCラジオコピーグランプリ、各⽀部にてノベルティ配布、佐賀新聞「ﬁt」（情報誌）広告

■⽀部無料相談

⽇程︓2⽉22⽇（⾦）
場所︓会員各事務所
※地区内、各市広報誌に告知依頼
⽇程︓2⽉18⽇（⽉）〜2⽉22⽇（⾦）
場所︓会員各事務所
⽇程︓2⽉16⽇（⼟）
場所︓夢彩都 １階正⾯⼊⼝
※各放送局、新聞社等への広報依頼

香川県
⾏政書⼠会

徳島県
⾏政書⼠会

福岡県
⾏政書⼠会

佐賀県
⾏政書⼠会

内容
⽇時︓2⽉13⽇（⽔）13:00〜16:00
場所︓岡山市⺠会館
⽇時︓2⽉18⽇（⽉）13:00〜16:00
場所︓倉敷市役所
⽇時︓2⽉27⽇（⽔）13:00〜16:00
場所︓岡山市役所
内容︓著作権、外国⼈の出⼊国関係、遺⾔相続、グループ補助⾦ほか

⻑崎県
■PR活動
⾏政書⼠会

・タウン誌「ナイス いさはや」2⽉号に広告掲載
・⻑崎市ふれあい掲⽰板（⻑崎市内10箇所）へのポスター掲⽰

■公⺠館講座への協⼒

⽇程︓2⽉22⽇（⾦）
場所︓⻑崎市茂⽊地区公⺠館
内容︓「終活と遺⾔」というテーマに基づき、講師・相談員に係る協⼒を⾏う。

■⽀部電話無料相談

⽇程︓2⽉6⽇（⽔）・13⽇（⽔）・20⽇（⽔）・27⽇（⽔）
場所︓⻑崎県⾏政書⼠会⻑崎⽀部

■無料相談会

⽇時︓2⽉22⽇（⾦）10:00〜16︓00
場所︓ゆうちょ銀⾏熊本⽀店、ゆうちょ銀⾏⼋代店、熊本中央郵便局、熊本上通郵便局、小山⼾島郵便局
内容︓各会場相談員2名、受付1名体制で無料相談会を実施。

■⾏政書⼠記念⽇無料セミナー＆相談会

⽇時︓２⽉22⽇（⾦）10:30〜12:00 相続・遺⾔無料セミナー
12:00〜15:00 無料相談会（相続、遺⾔、成年後⾒｟任意後⾒等｠等）
場所︓⼤分中央郵便局 別府郵便局
内容︓ゆうちょ銀⾏⼤分店、ゆうちょ銀⾏別府店と共催で「⾏政書⼠記念⽇無料セミナー＆相談会」を開催。

■ゆうちょ銀⾏無料相談会

⽇程︓2⽉22⽇（⾦）
場所︓ゆうちょ銀⾏宮崎店
内容︓無料相談会

■無料相談会

⽇時︓2⽉21⽇（⽊）９:00〜16:00
場所︓山形屋社交室
内容︓対⾯相談４ブース 相談員（会員）8名

熊本県
⾏政書⼠会

⼤分県
⾏政書⼠会

宮崎県
⾏政書⼠会

⿅児島県
⾏政書⼠会 ■ゆうちょ銀⾏との合同無料相談会

⽇時︓2⽉2７⽇（⽔）9:00〜16:00
場所︓ゆうちょ銀⾏⿅児島店（⿅児島東郵便局）
内容︓対⾯相談２ブース 相談員（会員）４名

■無料相談会

⽇程:2⽉22⽇(⾦)
場所:県庁ロビー
内容:相続関連業務に特化

■ゆうちょ銀⾏主催無料相談会・セミナー

⽇程︓未定
場所︓ゆうちょ銀⾏沖縄⽀店
内容︓相続関連業務に特化

平成30年度 各都道府県⾏政書⼠会 ⾏政書⼠記念⽇事業⼀覧（予定）
事業

⾏政書⼠会名

内容

■⽀部主催無料相談会

⽇時︓未定
場所︓未定
内容︓相続関連業務に特化

■記念⽇講演会

⽇程︓2⽉21⽇(⽊)
場所︓沖縄県⽴図書館
内容︓改正⺠法について
講師 沖縄弁護⼠会所属 竹下勇夫⽒

■⾏政書⼠業務パネル展

⽇程︓未定
場所︓県庁１Ｆ県⺠広場
内容︓業務紹介チラシ・ポスター等掲⽰

■マスコミ訪問

⽇程︓未定
場所︓県庁記者クラブ・NHK沖縄放送局等
内容︓記念⽇・無料相談会の告知

■図書館共催法教育展

⽇程︓未定
場所︓未定
内容:法教育関連図書・資料の展⽰

沖縄県
⾏政書⼠会

