今後の主要行事日程 【予定】
行

事

名

☆ 【令和３年度 （２０２１年度）】
消防職員初任科第６６期生 入校式
消防団長・消防協会支部長・市町村消防担当
課長・消防本部総務課長会議

熊本県消防協会 （令和３年３月 １２日現在）

日 時

場所

対応者等

※ 以下の行事予定表は、「日本消防協会主要行事予定表」を元にとりまとめ
たものです。県協会行事等についても、現時点での予定であるが、特に問題
なければ、この日程で。
４月７日（水）
11:00～11:50
４月２1日（水）
･会 議
14:30～17:00
・意見交換会 17:15～19:15

県消防学校
熊本テルサ(たい樹）

・会長（来賓祝辞）、事務局
他
*（会議）会長：開会挨拶
*（意見交換会）会長：開会
挨拶、知事：来賓祝辞、県
幹部：乾杯、山口副会長：
万歳
*（出席者）幹部理事、事務
局、各市町村消防団長、
消防長、消防担当課長
他

県消防協会 監事監査

５月７日(金)
10:00～15:00

消防協会事務所

・監事、事務局

県消防協会 第１回幹部理事会
【理事会提出議案審議】
＊２年度事業報告
＊２年度収支決算・監査報告
＊名誉会員の選考
県消防協会 第１回理事会
（第1回幹部理事会と同議案）

５月１２日(水) 13:00～14:45

会議室 ［未定］

*（会議）会長：議長、幹部
理事、幹事、事務局 他

県消防殉職者慰霊祭

５月２８日(金)10:30～11：30 県護国神社
※護国神社は５月２０日
（木）、２７日（木）、６月１日
（火）は×。
５月２６日、２７日は全国消防
長会議が熊本で開催。
県護国神社
５月２８日(金)12:15～

県消防協会 定時評議員会
（＊決算承認、評議員・理事･監事等の選任）
県消防協会 第2回理事会
（＊幹部理事の選任）

*（意見交換会）会長：挨
拶、幹部理事、事務局 他

５月１２日(水)15:15～17:00

会議室 ［未定］

英霊顕彰館

県護国神社
英霊顕彰館

５月２８日(金)
定時評議員会終了後

６月１６日(水)
午後
日本消防協会評議員会・全日本消防人共済会 ６月１７日（木）
総代会
午前
※上記の役員会の翌日
月 日（
日（ ）
９月４日（土）
18:30～20:30

第３３回熊本県消防操法大会

９月５日（日）
8:30～15:20

）～

月

・会長（慰霊の言葉･玉串
拝礼）、幹部理事<山口副
会長：開会の言葉･梅野副
会長：閉会の言葉>、遺
族、各市町村消防団長、
事務局 他
・会長（議長）、幹部理事、
理事、監事、評議員、事務
局 他
・理事、監事、事務局
・会長、山口・山本副会
長、事務局

日本消防協会役員等交流会(未定）

令和３年度消防協会九州ブロック協議会
定例協会長会議(未定）
第３３回熊本県消防操法大会に係る意見交換
会(未定）

・会長（議長）、幹部理事<
山口副会長:開会の辞、山
本副会長:閉会の辞>、理
事、監事、事務局

・会長、山口・山本副会
長、事務局
鹿児島県

・会長、事務局長

玉名市内

・玉名市（市長･課長）、県
課長、玉名市消防団長、
有明広域行政事務組合消
防本部消防長、幹部理
事、事務局 他

玉名市役所駐車場

*（開会式）会長：開会の辞
*（表彰式）会長：表彰状授
与・出場隊の推薦
*（閉会式）副会長：万歳、
閉会の辞
*（参加者）来賓、各市町村
消防団員、幹部理事、事
務局 他

行

事

名

日 時

場所

対応者等
会長、遺族代表、事務局

第４０回全国消防殉職者慰霊祭

９月９日（木）午前

県消防協会 第３回幹部理事会
＊定例表彰審査
＊防火ポスター審査

９月１０日（金）
・幹部理事会15:00～17:00

・会議室（未定)

・会長（議長）、幹部理事、
事務局 他

消防職員初任科第６６期生
学校長査閲及び卒業式 (未定）

県消防学校

会長（来賓祝辞）、事務局
他

県消防学校

・会長：入校式・修了式挨
拶、講義、修了証交付

第２８回全国消防操法大会交流会

９月１７日(金)
･学校長査閲 9:00～10:10
・卒業式
10:30～11:50
１０月１６日(土)
・入校式 8:30～
１７日(日）
・講 義 13:00～
･修了式 16:00～
１０月２８日（木）

第２８回全国消防操法大会

１０月２９日（金）

千葉県消防学校（千葉 会長、事務局、出場消防
県市原市）
団 他

第２６回全国女性消防団員活性化大会（徳島
県）
県消防協会 第４回幹部理事会
＊３年度業務執行状況

１１月９日（火）～１０日（水)

アステイとくしま（徳島
市）

会長、事務局、各市町村
参加団員 他

１２月１７日（金）

・会議室（未定）
・意見交換会（未定）

・会長（議長）、幹部理事、
事務局 他

令和３年度消防団員指導員科研修（未定）

・各市町村受講団員、事務
局
五井グランドホテル（千 会長、事務局、出場消防
葉県市原市）
団 他

・幹部理事会 15:00～
・意見交換会 17:30～

☆ 令和４年【２０２２年】
都道府県消防協会事務局長会議

２月下旬

未 定

事務局長

第１２回熊本県女性消防団活性化セミナー(予
定）

２月１２日（土)

熊本テルサ(未定）

*参加者：幹部理事、事務
局、各市町村女性消防団
員等

・第一部 事例発表、講演
14:00～16:30

* (第１部）県：開会挨拶、
山口副会長：閉会の辞

・第二部 意見交換会
16:45～18:15

日本消防協会役員等交流会
優良消防団表彰受章団との交流会(予定）

* (第２部）山本会長：開
会・乾杯挨拶、山本副会
長：万歳

未 定
３月３日（木）
･役員等交流会
17:30～18:00
・表彰受章団との交流会
18:30～20:30

・会長、副会長、受章消防
団等、事務局

日本消防協会評議員会・全日本消防人共済会総代会 ３月４日(金）

未 定

・会長、副会長、事務局

第７４回日本消防協会定例表彰式（全国消防大会） ３月４日(金）

未 定

・会長、副会長、受章消防
団等、事務局

県消防協会 第５回幹部理事会

３月１１日（金）13:00～14:45

県消防協会 第３回理事会

３月１１日（金）15:15～17:00

会議室（未定)
・会長（議長）、幹部理事、
※終了後、理事会会場 事務局 他
の準備
・会長（議長）、幹部理事<
会議室（未定）
副会長：開会の辞、閉会の
辞>、理事、監事、事務局
他

