
高齢になって財産管理

が心配… 

不動産の名義を変えた

い… 

会社・法人をつくりた

い… 

相続・遺言 不動産登記 商業・法人登記 成年後見 

遺産分割ってどうする？

遺言書を書きたい… 

  

２０１９年度 司法書士による無料相談会 
     法律や相続登記，成年後見等に関する御相談に，司法書士がお答えします。 

     相談会場によって，日時が異なりますので，御注意ください。 

 

 

 

 

相 談 日 

２０１９年８月２８日（水） ２０２０年２月２６日（水） 

相談時間 午後３時～午後５時（１組当たり２０分程度） 

受付時間 午後２時４５分～午後４時３０分（先着２４組） 

 

※ その他，セミナーと併せて下記の日程でも実施（詳細は後日お知らせします。） 

２０１９年６月２６日（水） ２０１９年１０月２３日（水） ２０１９年１２月２５日（水） 

相談時間 午後３時～午後５時（１組当たり２０分程度） 

受付時間 午後１時～午後１時３０分，午後３時～午後４時３０分 

 

       京都市中京区烏丸御池東南角 アーバネックス御池ビル西館４階  

     （地下鉄烏丸御池駅下車３－１，３－２出口すぐ） 

      ※ 駐輪場，駐車場はありません。 公共交通機関を御利用ください。 

 

申込みは不要です。当日，直接会場へお越しください。 

 

 消費生活総合センター （ＴＥＬ：２５６－１１１０） 

                                   

 各区役所・支所で実施する無料相談会日程は，裏面を御覧ください。 

京都司法書士会   



この印刷物が不要になれば 

「雑がみ」として古紙回収等へ！ 

２０１９年度 司法書士による無料相談会      

 
予約先 京都司法書士会事務局（電話 075－255－2566） 

    予約受付時間は，（平日）午前9時～午後５時，（土曜日）午前9時～正午                     

京都市消費生活総合センター 

                           平成3１年３月発行 

                                                              京都市印刷物第３０５２４１号 

2019年5月9日 （木） 2019年11月14日 （木） 2019年5月10日 （金） 2019年11月1日 （金）
2019年7月11日 （木） 2020年1月9日 （木） 2019年7月5日 （金） 2020年1月10日 （金）
2019年9月12日 （木） 2020年3月12日 （木） 2019年9月6日 （金） 2020年3月6日 （金）

時間 時間

予約 予約

2019年4月4日 （木） 2019年10月3日 （木） 2019年5月16日 （木） 2019年11月21日 （木）
2019年5月9日 （木） 2019年11月7日 （木） 2019年7月18日 （木） 2020年1月16日 （木）
2019年6月6日 （木） 2019年12月5日 （木） 2019年9月19日 （木） 2020年3月19日 （木）

2019年7月4日 （木） 2020年1月16日 （木） 時間

2019年8月1日 （木） 2020年2月6日 （木） 予約

2019年9月5日 （木） 2020年3月5日 （木）

時間

予約 2019年5月14日 (火） 2019年11月12日 (火）

2019年7月9日 (火） 2020年1月14日 (火）

2019年9月10日 (火） 2020年3月10日 (火）

2019年4月11日 （木） 2019年10月10日 （木） 時間

2019年5月9日 （木） 2019年11月14日 （木） 予約

2019年6月13日 （木） 2019年12月12日 （木）

2019年7月11日 （木） 2020年1月9日 （木）
2019年8月8日 （木） 2020年2月13日 （木） 2019年4月22日 （月） 2019年10月28日 （月）

2019年9月12日 （木） 2020年3月12日 （木） 2019年6月24日 （月） 2019年12月23日 （月）

時間 2019年8月26日 （月） 2020年2月17日 （月）

予約 時間

予約

2019年5月16日 （木） 2019年11月21日 （木）
2019年7月18日 （木） 2020年1月16日 （木） 2019年4月11日 （木） 2019年10月10日 （木）
2019年9月19日 （木） 2020年3月19日 （木） 2019年6月13日 （木） 2019年12月12日 （木）

時間 2019年8月8日 （木） 2020年2月13日 （木）

予約 時間

予約

2019年4月19日 （金） 2019年10月18日 （金）
2019年6月21日 （金） 2019年12月20日 （金） 2019年4月11日 （木） 2019年10月10日 （木）
2019年8月16日 （金） 2019年2月21日 （金） 2019年6月13日 （木） 2019年12月12日 （木）

時間 2019年8月8日 （木） 2020年2月13日 （木）

予約 時間

予約

2019年4月9日 (火） 2019年10月8日 (火）
2019年5月14日 (火） 2019年11月12日 (火） 2019年4月11日 （木） 2019年10月10日 （木）
2019年6月11日 (火） 2019年12月10日 (火） 2019年6月13日 （木） 2019年12月12日 （木）
2019年7月9日 (火） 2020年1月14日 (火） 2019年8月8日 （木） 2020年2月13日 （木）

2019年8月13日 (火） 2020年2月18日 (火） 時間

2019年9月10日 (火） 2020年3月10日 (火） 予約

時間

予約

全日，午後1時30分～午後3時30分

有（予約優先）

不要

山科区役所

有（予約優先）

日程

伏見区役所醍醐支所

日程

全日，午後1時15分～午後3時45分

日程
伏見区役所深草支所

全日，午後1時30分～午後3時30分

日程

不要 全日，午後1時15分～午後3時45分

全日，午前9時30分～午前11時30分

日程

不要 全日，午後1時15分～午後3時45分

東山区役所

有（予約優先）

全日，午後1時30分～午後4時30分

日程

不要

中京区役所

全日，午後1時30分～午後4時30分

日程

有（予約優先）

伏見区役所

全日，午後1時30分～午後4時30分

不要

右京区役所

日程

左京区役所

日程

全日，午後1時30分～午後4時30分

有（予約優先）

西京区役所

不要 有（予約優先）

上京区役所 南区役所

日程

日程

全日，午後1時15分～午後3時45分

有（予約優先）

北区役所 下京区役所

日程 日程

全日，午後1時30分～午後3時30分 全日，午後1時15分～午後3時45分


