各都道府県⾏政書⼠会 ⾏政書⼠制度70周年記念事業⼀覧（予定）
⾏政書⼠会名

北海道
⾏政書⼠会

事業

内容

■70周年記念誌発⾏

未定

■70周年記念講演等

未定

■⾏政書⼠制度70周年記念PR事業

内容︓①無料相談会の開催 ②ラジオCMの放送 ③新聞広告
※詳細は未定。

■記念講演

未定

■令和3年 新年賀詞交歓会
(⾏政書⼠制度70周年記念式典)

⽇程︓1⽉7⽇（⽊）
場所︓京王プラザホテル本館5階｢コンコードホールルーム(ABC)｣
内容︓来賓祝辞、70周年記念式典

■⾏政書⼠記念⽇・⾏政書⼠法制定70周年
記念式典（記念⽇事業と併せて開催）

⽇程︓2⽉2⽇（⽕）
場所︓神奈川県⺠ホール ⼩ホール
内容︓講演会、表彰式

■⾏政書⼠法制定70周年記念式典

⽇程︓1⽉23⽇（⼟）
場所︓アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 東京ベイ幕張ホール2階幕張ホール9番〜11番
内容︓来賓祝辞、70周年記念特別表彰

未定

未定

■⾏政書⼠制度70周年記念
令和３年新春交流会

⽇程︓2⽉27⽇（⼟）
場所︓ホテル東⽇本宇都宮
内容︓来賓祝辞（他の予定は協議中）

■⾏政書⼠法制定70周年・埼玉県⾏政書⼠会
創⽴70周年記念式典

⽇程︓12⽉1⽇（⽕）
場所︓さいたま市⺠会館うらわ
内容︓70周年記念特別表彰・来賓祝辞、記念講演

■⾏政書⼠法制定70周年記念式典

⽇程︓1⽉19⽇（⽕）
場所︓前橋商⼯会議所会館 2階 ローズ
内容︓70周年記念知事表彰授賞式

未定

未定

■⾏政書⼠制度70周年記念式典

⽇程︓1⽉25⽇（⽉）
場所︓ベルクラシック甲府
内容︓来賓祝辞、講演、70周年記念特別表彰

■⾏政書⼠法制定・静岡県⾏政書⼠会
創⽴70周年記念式典・顕彰

⽇程︓1⽉29⽇（⾦）
場所︓ホテルアソシア静岡

■⾏政書⼠法制定・静岡県⾏政書⼠会
創⽴70周年記念式典・講演会

⽇程︓1⽉29⽇（⾦）
場所︓ホテルアソシア静岡
講師︓東国原英夫⽒
内容︓⼀般会員にライブ配信予定、SBSプロモーション㈱と連携し、 新聞・ラジオ・テレビCMを通じて案内予
定。

■⾏政書⼠制度70周年記念式典

⽇程︓2⽉14⽇（⽇）
場所︓ホテル⽇航新潟
内容︓来賓祝辞、講演、70周年記念特別表彰

■⾏政書⼠制度70周年記念誌

内容︓⾏政書⼠制度70周年を記念し、これまでのあゆみに加え、未来への提⾔書を作成。

■⾏政書⼠制度70周年記念式典

⽇程︓1⽉12⽇（⽕） (ライブ配信）
内容︓来賓祝辞、感謝状贈呈 等

■⾏政書⼠制度70周年記念講演会

⽇程︓2⽉22⽇（⽉）
場所︓じゅうろくぷらざ⼤ホール
内容︓東海ラジオパーソナリティのタクマ⽒による講演会（会員100名、⼀般150名）

■70周年記念誌作成

内容︓活動記録誌の作成、70名の会員による記念コラム等

岩手県
⾏政書⼠会

福島県
⾏政書⼠会

東京都
⾏政書⼠会

神奈川県
⾏政書⼠会

千葉県
⾏政書⼠会

茨城県
⾏政書⼠会

栃⽊県
⾏政書⼠会

埼玉県
⾏政書⼠会

群馬県
⾏政書⼠会

⻑野県
⾏政書⼠会

⼭梨県
⾏政書⼠会

静岡県
⾏政書⼠会

新潟県
⾏政書⼠会

愛知県
⾏政書⼠会

岐阜県
⾏政書⼠会

各都道府県⾏政書⼠会 ⾏政書⼠制度70周年記念事業⼀覧（予定）
⾏政書⼠会名

三重県
⾏政書⼠会

石川県
⾏政書⼠会

富⼭県
⾏政書⼠会

滋賀県
⾏政書⼠会

事業
■⾏政書⼠制度70周年記念式典

内容
⽇程︓2⽉15⽇（⽉） 14︓00〜15︓30
場所︓アスト津4階ホール
内容︓三重県知事祝辞、三重県知事表彰、三重県⾏政書⼠会会⻑表彰、感謝状贈呈、優秀俳句
の表彰・講評(動画)

■頼れる街の法律家でもある⾏政書⼠をもっと⾝
近に－。「記念⽇を詠む俳句コンクール」

募集期間︓令和2年9⽉20⽇（⽇）〜令和2年12⽉10⽇（⽊）

■70周年記念誌の発⾏

⽇程︓5⽉頃（予定）
内容︓石川県⾏政書⼠会のビジョン、⾏政書⼠の魅⼒の発信、祝辞等

■⽇本⾏政書⼠会連合会会⻑と富⼭県知事と
の対談

⽇程︓2⽉10⽇（⽔）
場所︓ホテルグランテラス富⼭
内容︓対談

■⾏政書⼠制度70周年記念式典及び、祝賀
会

⽇程︓2⽉10⽇（⽔）
場所︓ホテルグランテラス富⼭
内容︓来賓祝辞、70周年記念特別表彰

■マスメディアを利⽤した広報活動

⽇程︓1⽉〜2⽉⼣⽅の時間帯で１回放送（予定）
媒体︓びわこ放送株式会社
内容︓⾏政書⼠制度の紹介等

■⾏政書⼠法制定70周年記念式典

未定

⼤阪府
⾏政書⼠会
■⾏政書⼠によるリモート（テレビ電話）でつなぐ
無料相談会

⽇時︓令和3年2⽉22⽇(⽉)
場所︓⼤阪府⾏政書⼠会館及び⼤阪府下の特設サテライト会場（14箇所）
①能勢町会場（能勢町社会福祉協議会）
豊能郡能勢町宿野114
②島本町会場（島本町社会福祉協議会）
島本町桜井3-4-1 島本町ふれあいセンター3階第3学習
③枚⽅市会場（枚⽅市社会福祉協議会）
枚⽅市新町2-1-35 ラポール3階会議室
④豊中市会場（全⽇本不動産協会 北⼤阪⽀部）
豊中市新千⾥東町1-4-1 阪急千⾥中央ビル8階
⑤守⼝市会場（全⽇本不動産協会 ⼤阪東⽀部）
守⼝市寺内町2-7-27 富⼠⽕災守⼝ビル4階
⑥⼤阪市北区会場（全⽇本不動産協会 北⽀部）
⼤阪市北区本庄東1-1-10 ライズ88ビル8階
⑦⼤阪市中央区会場（全⽇本不動産協会 中央⽀部）
⼤阪市中央区谷町1-3-26 全⽇⼤阪会館6階
⑧⼤阪市阿倍野区会場（全⽇本不動産協会 なにわ南⽀部）
⼤阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアス10階
⑨⼤阪市⻄成区会場（⼤阪市⻄成区社会福祉協議会）
⼤阪市⻄成区岸⾥1-5-20 ⻄成区合同庁舎8階
⑩松原市会場（松原市役所）
松原市阿保1-1-1
⑪太子町会場（太子町社会福祉協議会）
南河内郡太子町⼤字春⽇963-1 太子町⽴総合福祉センター内
⑫堺市会場（全⽇本不動産協会 ⼤阪南⽀部）
堺市⻄区鳳北町6-320
⑬和泉市会場（和泉市社会福祉協議会 幸事務所）
和泉市幸2-5-16 北部総合福祉会館内
⑭泉佐野市会場（泉佐野市社会福祉協議会）
泉佐野市中庄1102
内容︓リモート（テレビ電話）でつなぐ無料相談
１.相談者の通信端末（電話・スマートフォン・パソコン等）によるリモート接続
２.特設サテライト会場にてリモート接続（会場の通信端末で現地の⾏政書⼠が接続操作を⾏います）
※相談は手話・外国語（英語・中国語・韓国語など）にも対応（要予約）
※相談者が⼥性の場合、ご要望により⼥性の相談員が対応します
【ご予約・お問い合わせ】⼤阪府⾏政書⼠会事務局 06-6943-7501

京都府
⾏政書⼠会

■記念式典

⽇程︓2⽉19⽇（⾦）
場所︓ウェスティン都ホテル京都
内容︓来賓祝辞、70周年記念特別表彰、
シンポジウム「これからの⾏政書⼠の役割(仮題)」、
市⺠向けオンラインセミナー「終活について(仮題)」

■記念論⽂集発⾏

内容︓京都府⾏政書⼠会⾏政書⼠制度研究会による論⽂10本をまとめて論⽂集として発⾏する。

■記念DVD作成

内容︓京都府⾏政書⼠会会員による終活に関するセミナーを4本収録し、会員に頒布する。

各都道府県⾏政書⼠会 ⾏政書⼠制度70周年記念事業⼀覧（予定）
⾏政書⼠会名
和歌⼭県
⾏政書⼠会

事業
■⾏政書⼠制度70周年記念式典

内容
内容︓令和3年度定時総会後の懇親会を記念式典に兼ねたものにする予定で検討中。

■神⼾新聞1⾯広告

⽇程︓2⽉1⽇（⽉）
媒体︓神⼾新聞
内容︓兵庫県⾏政書⼠会会⻑による70周年記念あいさつ⾏政書⼠記念⽇の案内、
2⽉の公開セミナーの紹介

兵庫県
⾏政書⼠会

鳥取県
⾏政書⼠会

島根県
⾏政書⼠会

未定

未定

未定
岡⼭県
⾏政書⼠会

⼭⼝県
⾏政書⼠会

香川県
⾏政書⼠会

■⾏政書⼠制度70周年記念⾏事

⽇程︓6⽉頃（予定）
場所︓未定
内容︓県内有名⼈との制度PRのトークショー、無料相談会、販促グッズ、資料の配布

■⾏政書⼠制度70周年記念式典

⽇程︓2⽉11⽇（祝・⽊）
場所︓JRホテルクレメント⾼松
内容︓来賓祝辞、講演、70周年記念特別表彰、祝賀会

■⾏政書⼠制度創設70周年記念式典

⽇程︓3⽉13⽇（⼟）
場所︓⼟佐御苑
内容︓記念式典・記念講演・懇親会
※コロナの感染状況により中止の場合あり。

⾼知県
⾏政書⼠会

福岡県
⾏政書⼠会

⻑崎県
⾏政書⼠会

未定

■⾏政書⼠制度70周年記念公開講演会

⽇程︓2⽉14⽇（⽇）
場所︓ミライon図書館多⽬的ホール
内容︓講演、個別相談会

■市⺠公開講座
⾏政書⼠制度70周年記念事業

⽇程︓2⽉20⽇（⼟）
場所︓熊本城ホール シビックホール
内容︓第⼀部 公証⼈よる講話 演題︓「未定」
第二部 タレント 村上美香様による講話
演題「⾃分の⼈⽣をもっと楽しむ︕ライフデザイン」（予定）
第三部 無料相談会

■⾏政書⼠制度70周年記念式典

⽇程︓2⽉21⽇（⽇） 11時〜（1時間程度）
場所︓⼤分センチュリーホテル 桜の間
内容︓来賓挨拶等

熊本県
⾏政書⼠会

⼤分県
⾏政書⼠会

