
令和元年度　各都道府県⾏政書⼠会　記念⽇事業⼀覧（予定）

⾏政書⼠会名 事業 内容
■テレビ・ラジオCM 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する。

(1) 十勝支部
内容︓地元FM局の番組に告知出演
         他のFM局にて毎週1回番組に出演してPRする。

■新聞等への広告掲載 (1) ⽇高支部
①新聞広告
内容︓⽇高報知新聞に2/15〜21までの間に3回広告を掲載する。
②町広報のPR欄広告
内容︓2⽉初旬発⾏の関係町広報誌のPR欄に広告掲載する（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。

(2) 十勝支部
①新聞広告（相談会告知を兼ねてPR）
内容︓十勝毎⽇新聞、「広報おびひろ」、広報⾳更・幕別・芽室に広告を掲載する。

(3) 釧路支部
①釧路市広報への広告掲載

(4) 根室支部
①新聞広告
内容︓根室新聞、釧路新聞への広告掲載
②幼稚園児等にたくまくん文庫を寄贈

■無料相談会、セミナー等 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
施する。

(1) 札幌支部
①札幌市⺠交流プラザ、札幌市図書・情報館でのセミナー開催
⽇程︓2⽉22⽇（⼟）
場所︓札幌市⺠交流プラザ1階　SCARTSコート
内容︓親の「もしも」のときに備える
②札幌市奨学⾦への寄付

(2) 函館支部
①ふれあいカフェ
⽇程︓2⽉23⽇（⽇）
場所︓函館市総合福祉センター
内容︓無料相談会

(3) 小樽支部
①無料相談会
⽇程︓2⽉19⽇（⽔）10︓00〜15︓00
場所︓小樽市稲穂 ⻑崎屋1階 多⽬的ホール

(4) 空知支部
①セミナー、無料相談会
⽇程︓2⽉22⽇（⼟）10︓00〜11︓00 セミナー、11︓00〜12︓00 無料相談会
場所︓緑が丘連合会館

(5) 旭川支部
①街頭PR、無料相談会
⽇程︓2⽉9⽇（⽇）
場所︓旭川駅前広場

(6) 網走支部
①無料相談会
⽇程︓2⽉22⽇（⼟）
場所︓4会場で実施（北⾒地区、網走地区、遠軽地区、紋別地区）

(7) 室蘭支部
①無料相談会
⽇程︓2⽉22⽇（⼟）
場所︓モルエ中島、イオン伊達

(8) 苫小牧支部
①無料相談会
⽇程︓2⽉15⽇（⼟）9︓00〜12︓00
場所︓市⺠活動センター

北海道
⾏政書⼠会



令和元年度　各都道府県⾏政書⼠会　記念⽇事業⼀覧（予定）

⾏政書⼠会名 事業 内容
(9) 十勝支部
①⾏政書⼠記念⽇無料相談会
⽇程︓2⽉22⽇（⼟）　10︓00〜16︓00
場所︓十勝プラザ1階 ⼤集会室
②創業支援無料相談会
内容︓⽇本政策⾦融公庫帯広支店から相談員１名を配置する。

(10) 釧路支部
①無料相談会
⽇程︓2⽉21⽇（⾦）
場所︓釧路市役所

(11) 根室支部
①無料相談会
⽇程︓2⽉22⽇（⼟）
場所︓未定

■広報グッズの配布 (1) 函館支部
①広報グッズ配布
⽇程︓2⽉22⽇（⼟）
内容︓五稜郭交差点地下横断歩道の利⽤者へ無料相談会チラシ及び広報関連グッズを配布する。

■無料相談会 ⽇程︓2⽉21⽇（⾦）
場所︓秋⽥県⾏政書⼠会事務局
内容︓対⾯及び電話による無料相談

■街頭PR活動 ⽇程︓2⽉22⽇（⼟）
場所︓秋⽥駅ポポロード
内容︓幟旗を⽴てて、⾏政書⼠制度PRチラシ・広報グッズの配布を⾏う。

■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2１⽇(⾦)
場所︓岩⼿県⾏政書⼠会事務局
内容︓電話による無料相談（相談員２名）

■ポスターの作成 ⾏政書⼠制度のＰＲ⽤ポスター（カレンダータイプ）の作成

■ラジオＣＭ等 電話無料相談会を告知するラジオＣＭ（ＩＢＣ岩⼿放送）等の実施

⻘森県
⾏政書⼠会

■テレビCM ⽇程︓2⽉22⽇（⼟）
内容︓⻘森放送・⻘森テレビ・⻘森朝⽇放送にて「⾏政書⼠記念⽇」のCMを放送する。

福島県
⾏政書⼠会

■⼥性⾏政書⼠による⼥性のための無料相談会 ⽇程︓2⽉22⽇（⼟）11︓00〜16︓00
場所︓福島県⾏政書⼠会館会議室
内容︓対⾯による無料相談を実施する。相談者、相談員ともに⼥性限定
　　　　 【相談例】
　　　　・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
　　　　・成年後⾒に関すること 等

宮城県
⾏政書⼠会

■「東北弁落語」で知る⾏政書⼠の仕事 ⽇程︓2⽉16⽇(⽇) 13︓30〜16︓00（開場13︓00）
場所︓仙台市戦災復興記念館
内容︓⾏政書⼠業務に関連した東北弁落語、⾏政書⼠業務の紹介、対⾯による困りごと無料相談
　　　　 会を実施する。

山形県
⾏政書⼠会

■無料相談会 ⽇程︓2⽉21⽇（⾦）10︓00〜16︓00
場所︓山形県⾏政書⼠会館
内容︓対⾯及び電話による相談

神奈川県
⾏政書⼠会

■電⼦紙芝居上映会&無料相談会など ⽇程︓2⽉〜3⽉頃
場所︓県内各地域
内容︓神奈川会作成の電⼦紙芝居（遺言・相続・成年後⾒等のお話）の上映&無料相談会など

岩⼿県
⾏政書⼠会

秋⽥県
⾏政書⼠会

北海道
⾏政書⼠会
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⾏政書⼠会名 事業 内容

千葉県
⾏政書⼠会

■ラジオCM ⽇程︓2⽉22⽇（⼟）
内容︓bayfm78で⾏政書⼠記念⽇及び制度PR等のCM（スポット20秒放送×15本）を実施する。

茨城県
⾏政書⼠会

■新春交流会 ⽇程︓2⽉22⽇（⼟）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】
　　　　 第２部【新春交流会】 午後3時40分頃〜

■市⺠公開講座「相続・遺言について」及び無料
相談会

⽇程︓2⽉15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）

⽇程︓2⽉15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ＡＢＣ

⽇程︓2⽉16⽇（⽇）13︓30〜講座、15︓00〜無料相談会
場所︓⽮板市⽣涯学習館２階 研修室１

⽇程︓2⽉22⽇（⼟）13︓30〜講座、14︓45〜無料相談会
場所︓⾜利市⺠プラザ 101号室

⽇程︓2⽉22⽇（⼟）13︓30〜講座、15︓00〜無料相談会
場所︓小山城南市⺠交流センターゆめまち

⽇程︓2⽉22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 ⿊磯公⺠館

■⾏政書⼠記念⽇事業 ⽇程︓2⽉16⽇（⽇）
場所︓浦和コルソ１階コルソ通り
内容︓クイズや輪投げ、ユキマサくんとの記念撮影等

■中小企業フォーラム ⽇程︓2⽉12⽇（⽔）
場所︓新都⼼ビジネス交流プラザ
内容︓対⾯による無料相談、セミナー、パネルディスカッション

群馬県
⾏政書⼠会

■相続・遺言・成年後⾒講談 ⽇程︓2⽉22⽇（⼟）
場所︓けやきウォーク前橋２階 けやきホール
内容︓ショッピングセンター内ホールにおいて、⼀般客へ向け、プロの講談師による相続・遺言・成年後⾒
　　　　 を題材にした講談を実施する。

■無料相談会 ⽇程︓2⽉21⽇（⾦）10︓30〜15︓00
場所︓⻑野県⾏政書⼠会館 2階小会議室
内容︓対⾯及び電話による無料相談

■⾏政書⼠記念⽇無料相談会
 （各支部にて実施）

(1) 佐久支部
⽇程︓2⽉20⽇（⽊）13︓00〜15︓00
場所︓南牧村公⺠館

(2) 上⽥支部
⽇程︓2⽉15⽇（⼟）9︓00〜12︓00
場所︓上⽥市中央公⺠館

(3) 諏訪支部
⽇程︓2⽉22⽇（⼟）10︓00〜16︓00
場所︓諏訪市交流テラス「すわっチャオ」第3会議室

(4) 伊那支部
⽇程︓2⽉12⽇（⽔）13︓00〜16︓00
場所︓⻑野県⾏政書⼠会伊那支部事務所

(5) 飯⽥支部
⽇程︓2⽉23⽇（⽇）10︓00〜15︓00
場所︓エス・バード

(6) 松本支部
⽇程︓2⽉15⽇（⼟）10︓00〜15︓00
場所︓松本市勤労者福祉センター3-3会議室

栃⽊県
⾏政書⼠会

⻑野県
⾏政書⼠会

埼玉県
⾏政書⼠会



令和元年度　各都道府県⾏政書⼠会　記念⽇事業⼀覧（予定）

⾏政書⼠会名 事業 内容
⽇程︓2⽉20⽇（⽊）10︓00〜15︓00
場所︓安曇野市役所211･212･213･214号室

⽇程︓2⽉23⽇（⽇）10︓00〜15︓00
場所︓⼤町市総合福祉センター第1･第2会議室

⽇程︓2⽉23⽇（⽇）10︓00〜15︓00
場所︓⽊曽町文化交流センター3階和室

⽇程︓2⽉24⽇（⽉）10︓00〜15︓00
場所︓塩尻市市⺠交流センター（えんぱーく）301･304･305号室

(7) ⻑野支部
⽇程︓2⽉ 5⽇（⽔）13︓00〜16︓00
場所︓もんぜんぷら座

⽇程︓2⽉20⽇（⽊）13︓30〜16︓00
場所︓かがやきひろば湯福

⽇程︓2⽉25⽇（⽕）13︓30〜16︓00
場所︓須坂商⼯会議所

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

山梨県
⾏政書⼠会

■無料相談会 ⽇程︓2⽉22⽇（⼟）13︓00〜17︓00
場所︓街の駅やまなし
内容︓対⾯による無料相談

■無料相談会 ⽇程︓2⽉22⽇(⼟)
場所︓静岡県⾏政書⼠会館
内容︓電話による無料相談

■CM放映 ⽇程︓2⽉15⽇（⼟）〜2⽉22⽇（⼟）
内容︓SBS（静岡放送局）、SDT（静岡第⼀テレビ）

■新聞広告 ⽇程︓2⽉22⽇（⼟）他
内容︓静岡新聞（朝刊）の題字下広告に2回掲載

新潟県
⾏政書⼠会

■⾏政書⼠による遺言セミナー ⽇程︓2⽉22⽇（⼟）
場所︓アートホテル新潟駅前
内容︓第１部︓⾏政書⼠、公証⼈による遺言に関する講演
　　　　 第２部︓⾏政書⼠による無料相談会

■新聞広告 ⽇程︓2⽉22⽇（⼟）
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（2⽉22⽇）に
　　　　 会員有志を募り中⽇新聞へ⾒開き広告を掲載する。

■愛知県内公証⼈と⾏政書⼠による遺言・相続無
料相談会

⽇程︓3⽉1⽇（⽇）13︓30〜16︓30
会場︓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がそれぞれの認知度を高める広報活動を⾏う。

岐阜県
⾏政書⼠会

■名刺広告 ⽇程︓2⽉22⽇（⼟）
内容︓中⽇新聞岐阜県版（全⾯）に名刺広告を⾏う。

三重県
⾏政書⼠会

■無料相談会 ⽇程︓2⽉22⽇（⼟）
場所︓三重県⾏政書⼠会事務局
内容︓対⾯及び電話による無料相談

福井県
⾏政書⼠会

■無料相談会 ⽇程︓2⽉25⽇(⽕)
場所︓福井市役所 市⺠ホール
内容︓対⾯による無料相談

静岡県
⾏政書⼠会

⻑野県
⾏政書⼠会

愛知県
⾏政書⼠会
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⾏政書⼠会名 事業 内容

石川県
⾏政書⼠会

■開業セミナー ⽇程︓2⽉22⽇(⼟)
場所︓地場産業振興センター 第３研修室
内容︓⾏政書⼠の業務及び事務所開業体験談をセミナー形式で実施する。参加者は限定しない。

■無料相談会 ⽇程︓2⽉19⽇（⽔）10︓00〜15︓00
場所︓富山県⾏政書⼠会
内容︓対⾯及び電話による無料相談

⽇程︓2⽉19⽇（⽔）10︓00〜15︓00
場所︓富山県⾏政書⼠会高岡支部事務センター
内容︓対⾯による無料相談

滋賀県
⾏政書⼠会

■講演会 ⽇程︓2⽉22⽇（⼟）14︓00〜16︓30
場所︓滋賀県教育会館　⼤会議室（定員90名）
内容︓“暮らしの安全と⾏政書⼠”をテーマに4部構成の講演会を実施する。来場者には「ユキマサくん
　　　　 学習帳」を配布する。

■無料相談会 ⽇程︓2⽉22⽇（⼟)　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、対⾯による無料相談を実施する。

■新聞広告 ⽇程︓2⽉17⽇（⽉）
内容︓上記無料相談会に連動して、京都新聞に広告を掲⽰する。

■⾏政書⼠による小学⽣のための法教育 ⽇程︓2⽉22⽇(⼟)
場所︓奈良県⾏政書⼠会会議室
内容︓小学校中・高学年向けに法律や著作権についての講義を⾏う。

■広報グッズの配布 ⽇程︓2⽉22⽇(⼟)
場所︓近鉄奈良駅前
内容︓⾏政書⼠PRのため広報物の配布を⾏う。

和歌山県
⾏政書⼠会

■街頭無料相談会 ⽇程︓2⽉22⽇（⼟）
場所︓和歌山県JAビル 1Fアグリテラス
内容︓対⾯による無料相談

■新聞広告 ⽇程︓2⽉1⽇（⼟）
内容︓神⼾新聞1⾯広告、兵庫会の案内とイベントのお知らせを掲載する。

■ラジオ放送（⽣出演） ⽇時︓2⽉13⽇（⽊）12︓09〜
内容︓ラジオ関⻄（558KHｚ）「⽻川英樹ハッスル︕」に出演する（⼤⼝会⻑、上辻企画部部⻑）。

■ラジオ放送（スポットCM） ⽇程︓1⽉15⽇（⽔）〜2⽉25⽇（⽕）
内容︓ラジオ関⻄（558KHｚ）スポット10秒CM

■記念⽇公開セミナー①（三⽥市） ⽇程︓2⽉3⽇（⽉）
内容︓「外国⼈材受⼊と新たな在留資格の活⽤」

■記念⽇公開セミナー②（神⼾市） ⽇程︓2⽉6⽇（⽊）
内容︓「ICTを活⽤した持続可能な社会推進〜中小企業のSDGｓチャレンジ」

■記念⽇公開セミナー③（神⼾市） ⽇程︓2⽉21⽇（⾦）
内容︓「ユニバーサル社会づくり〜外国⼈の受け⼊れ課題」

■記念⽇公開セミナー④（⻄宮市） ⽇程︓2⽉22⽇（⼟）
内容︓在留外国⼈をとりまく環境、文化の違いの理解を深め、外国⼈との共⽣・共存を⽬指す。

鳥取県
⾏政書⼠会

■「相続や遺言のこと改めて考えてみよう〜⺠法改
正最新版〜」セミナー

⽇程︓2⽉22⽇(⼟)
場所︓⽶⼦コンベンションセンター
内容︓⼀般の⽅を対象としたセミナーを開催

富山県
⾏政書⼠会

奈良県
⾏政書⼠会

京都府
⾏政書⼠会

兵庫県
⾏政書⼠会



令和元年度　各都道府県⾏政書⼠会　記念⽇事業⼀覧（予定）

⾏政書⼠会名 事業 内容
■テレビ出演、ラジオCM ⽇程︓1⽉30⽇（⽊）

内容︓出雲ケーブルテレビ　「いずもキャッチアイ情報コーナー」にて⾏政書⼠記念⽇並びに無料電話相談の
PR
　　　　 を⾏う。

⽇程︓2⽉1⽇〜29⽇
内容︓FMいずもにてラジオコマーシャルを放映する。（コント形式により「相続」「農地法」「建設業」「出
　　　　 雲ナンバー登録」の困り事相談のやり取りなど）

(1)安来支部
内容︓支部会員名簿掲載封筒を作成し、安来市役所窓⼝に設置する。

(2)⼤⽥支部
内容︓⼤⽥市役所の広報誌　「広報おおだ2⽉号」に会員名簿を掲載する。

■広報グッズの配布 (1)雲南支部
内容︓会員・市町の窓⼝に対してPR資材（文具）を配布する。

(2)松江支部
⽇程︓2⽉22⽇（⼟）
場所︓ＪＲ松江・松江市役所
内容︓ポケットティッシュ・花の種を配布する。

(1)出雲支部
⽇程︓2⽉毎週⽉曜⽇　10︓00〜16︓00
場所︓出雲支部携帯電話
内容︓暮らしの困り事相談

(2)川本支部
⽇程︓2⽉21⽇（⾦）
場所︓⾢南町出⽻公⺠館
内容︓対⾯による無料相談

(3)益⽥支部（⾏政書⼠・司法書⼠合同）
⽇時︓2⽉2⽇（⽇）10:00〜12:00
場所︓六⽇市基幹集落センター
内容︓対⾯による無料相談

⽇時︓2⽉20⽇（⽊）13:00〜17:00
場所︓益⽥市⼈権センター
内容︓対⾯による無料相談

■相続・終活の広場「最後まで自分らしく」のお⼿
伝い

⽇程︓2⽉23⽇（⽇）13︓00〜16︓30
場所︓南ふれあいセンター ふれあいホール
内容︓将来の相続での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
　　　　 とを⽬的として、お墓の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、終活に関するパネル展⽰と遺言相続や⼟地に関する許認可についての無料相談会を開催
　　　　 する。（後援︓岡山市、岡山県と岡山市の社会福祉協議会、おかやま成年後⾒サポートセン
　　　　 ター）

■無料相談会 ⽇程︓2⽉17⽇（⽉）13︓00〜16︓00
場所︓倉敷市役所
内容︓著作権、外国⼈の出⼊国関係、遺言相続ほか

⽇程︓2⽉26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、遺言相続ほか

広島県
⾏政書⼠会

■RCC終活博覧会への出展 ⽇程︓3⽉21⽇（⼟）、22⽇（⽇）
場所︓県⽴産業会館 ⻄展⽰館
内容︓対⾯による無料相談、ラジオによるイベント告知

香川県
⾏政書⼠会

■無料相談会 ⽇程︓2⽉22⽇(⼟)
場所︓イオンモール綾川
内容︓対⾯による無料相談

徳島県
⾏政書⼠会

■セミナー ⽇程︓2⽉25⽇（⽕）14︓00〜16︓00
場所︓アミコビル２F　アミコミーティングルーム
内容︓①改正⺠法ー遺言を中⼼にー
　　　　 ②公証役場が扱う家族信託、遺言、任意後⾒

島根県
⾏政書⼠会

岡山県
⾏政書⼠会

■会員名簿の掲載

■無料電話相談



令和元年度　各都道府県⾏政書⼠会　記念⽇事業⼀覧（予定）

⾏政書⼠会名 事業 内容

福岡県
⾏政書⼠会

■広報グッズの配布 内容︓⾏政書⼠業務等を紹介するクリアファイルを作成する。2⽉に支部を通して会員に配布し、その
　　　　 活⽤により広報活動を⾏う。

■広報グッズの配布 ⽇程︓2⽉22⽇（⼟）
場所︓県下主要駅及びショッピング施設
内容︓⾏政書⼠パンフレット及びノベルティの配布

■無料相談会 ⽇程︓2⽉22⽇（⼟）（※郵便局の都合により開催⽇が前後する可能性あり）
場所︓佐賀中央郵便局
内容︓対⾯による相談

■無料相談会 ⽇程︓2⽉22⽇（⼟）
場所︓ゆうちょ銀⾏⻑崎店・佐世保店
内容︓対⾯による無料相談

⽇程︓2⽉22⽇（⼟）
場所︓各支部（９支部）
内容︓対⾯及び電話無料相談

熊本県
⾏政書⼠会

■ＴＶ・ラジオ出演 内容︓⾏政書⼠制度のPR

⽇程︓2⽉22⽇(⼟)
場所︓⼤分中央郵便局
内容︓11︓00〜　相続・遺言無料セミナー
　　　　 12︓00〜15︓00　対⾯無料相談会
　　　　 ※ゆうちょ銀⾏⼤分店共催

⽇程︓2⽉21⽇(⾦)
場所︓別府郵便局
内容︓11︓00〜　相続・遺言無料セミナー
　　　　 12︓00〜15︓00　　対⾯無料相談会
　　　　 ※ゆうちょ銀⾏別府店共催

宮崎県
⾏政書⼠会

■無料相談会 ⽇程︓2⽉22⽇(⼟)
場所︓ゆうちょ銀⾏宮崎店
内容︓対⾯による無料相談

■無料相談会 ⽇程︓2⽉20⽇(⽊)　10︓30〜16︓00
場所︓山形屋（百貨店）社交室
内容︓対⾯による無料相談

■ゆうちょ銀⾏との合同無料相談会 ⽇程︓2⽉21⽇(⾦)　10︓30〜16︓00
場所︓⿅児島東郵便局
内容︓対⾯による無料相談

■無料相談会（沖縄会主催） ⽇程︓2⽉21⽇（⾦）
場所︓沖縄県庁ロビー
内容︓相続関連業務について

■無料相談会（各支部主催） ⽇程︓2⽉22⽇（⼟）
場所︓イオン2店舗（本島内）、宮古会場、石垣会場
内容︓相続関連業務について

■無料相談会（⾦融機関主催） 内容︓ゆうちょ銀⾏主催無料相談会・セミナーの実施

■記念⽇講演会 ⽇程︓2⽉26⽇（⽔）
場所︓沖縄県⽴博物館
内容︓相続・贈与・事業承継税制の基礎について

■⾏政書⼠業務パネル展 ⽇程︓2⽉17⽇（⽉）〜21⽇（⾦）
場所︓県庁１Ｆ県⺠広場
内容︓業務紹介チラシ・ポスター等の掲⽰

■マスコミ訪問 ⽇程︓未定
場所︓沖縄タイムス、琉球新報、ＮＨＫ沖縄放送局等
内容︓記念⽇・無料相談会の告知

沖縄県
⾏政書⼠会

⻑崎県
⾏政書⼠会

佐賀県
⾏政書⼠会

⿅児島県
⾏政書⼠会

⼤分県
⾏政書⼠会

■⾏政書⼠記念⽇無料セミナー＆相談会


