京都府行政書士会

平成３０年度 行政書士による「無料相談会」
遺言

相続

成年後見

内容証明

契約

相続，遺言，成年後見，役所への手続など，暮らしの困りごとに関して幅広く御相談
いただけます。

日 程
平成 30 年 5 月１6 日（水）

平成 30 年１１月 21 日（水）

平成 30 年 7 月 18 日（水）

平成３1 年１月１6 日（水）

平成 30 年 9 月 19 日（水）

平成３1 年 3 月 20 日（水）

時

間

全日，午後１時３０分から午後４時３０分
※

各回とも最終受付時間は，午後４時です。

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。
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北区役所
平成30年4月26日 （木） 平成30年10月25日 （木）
平成30年5月24日 （木） 平成30年11月22日 （木）
平成30年6月28日 （木） 平成30年12月27日 （木）
平成30年7月26日 （木） 平成31年1月24日 （木）
平成30年8月23日 （木） 平成31年2月28日 （木）
平成30年9月27日 （木） 平成31年3月28日 （木）
全日，午後2時～午後4時
上京区役所
平成30年4月19日 （木） 平成30年10月18日 （木）
平成30年5月17日 （木） 平成30年11月15日 （木）
平成30年6月21日 （木） 平成30年12月20日 （木）
平成30年7月19日 （木） 平成31年1月17日 （木）
平成30年8月16日 （木） 平成31年2月21日 （木）
平成30年9月20日 （木）
全日，午後2時～午後4時
左京区役所
平成30年4月10日 (火） 平成30年10月9日
平成30年5月8日 (火） 平成30年11月13日
平成30年6月12日 (火） 平成30年12月11日
平成30年7月10日 (火） 平成31年1月8日
平成30年8月14日 (火） 平成31年2月12日
平成30年9月11日 (火） 平成31年3月12日
全日，午後2時～午後4時
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中京区役所
平成30年4月11日 （水） 平成30年10月10日 （水）
平成30年5月9日 （水） 平成30年11月14日 （水）
平成30年6月13日 （水） 平成30年12月12日 （水）
平成30年7月11日 （水） 平成31年1月9日 （水）
平成30年8月8日 （水） 平成31年2月13日 （水）
平成30年9月12日 （水） 平成31年3月13日 （水）
全日，午前10時～午前11時50分
東山区役所
平成30年4月19日 （木） 平成30年10月18日 （木）
平成30年5月17日 （木） 平成30年11月15日 （木）
平成30年6月21日 （木） 平成30年12月20日 （木）
平成30年7月19日 （木） 平成31年1月17日 （木）
平成30年8月16日 （木） 平成31年2月21日 （木）
平成30年9月20日 （木）
全日，午後2時～午後4時
山科区役所
平成30年4月17日 (火） 平成30年10月16日
平成30年5月15日 (火） 平成30年11月20日
平成30年6月19日 (火） 平成30年12月18日
平成30年7月17日 (火） 平成31年1月15日
平成30年8月21日 (火） 平成31年2月19日
平成30年9月18日 (火） 平成31年3月19日
全日，午後1時30分～午後4時
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下京区役所
平成30年4月12日 （木） 平成30年10月11日 （木）
平成30年5月10日 （木） 平成30年11月8日 （木）
平成30年6月14日 （木） 平成30年12月13日 （木）
平成30年7月12日 （木） 平成31年1月10日 （木）
平成30年8月9日 （木） 平成31年2月14日 （木）
平成30年9月13日 （木） 平成31年3月14日 （木）
全日，午後2時～午後4時
南区役所
平成30年4月26日 （木） 平成30年10月25日 （木）
平成30年5月24日 （木） 平成30年11月22日 （木）
平成30年6月28日 （木） 平成30年12月27日 （木）
平成30年7月26日 （木） 平成31年1月24日 （木）
平成30年8月23日 （木） 平成31年2月28日 （木）
平成30年9月27日 （木） 平成31年3月28日 （木）
全日，午後2時～午後4時
右京区役所
平成30年4月10日 (火） 平成30年10月9日 (火）
平成30年6月12日 (火） 平成30年12月11日 (火）
平成30年8月14日 (火） 平成31年2月12日 (火）
全日，午後1時30分～午後4時
西京区役所
平成30年5月15日 (火） 平成30年11月20日 (火）
平成30年7月17日 (火） 平成31年1月15日 (火）
平成30年9月18日 (火） 平成31年3月19日 (火）
全日，午後1時30分～午後4時
西京区役所洛西支所
平成30年4月17日 (火） 平成30年10月16日 (火）
平成30年6月19日 (火） 平成30年12月18日 (火）
平成30年8月21日 (火） 平成31年2月19日 (火）
全日，午後1時30分～午後4時
伏見区役所
平成30年5月24日 （木） 平成30年11月22日 （木）
平成30年7月26日 （木） 平成31年1月24日 （木）
平成30年9月27日 （木） 平成31年3月28日 （木）
全日，午後2時～午後4時
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