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遺
言
・
相
続
しんきん
弁護士会
しんきん
全国一斉相談会
無料電話相談と無料面談相談会を開催します。
このような方は
ご相談ください

遺言をどう書けば良いのかわからない
相続のことについて知りたい

遺言を書くと何ができるのか知りたい

自分が亡くなった後、障がいのある子どもが心配

そ の１

各地の弁護士会による無料電話相談
遺言・相続についてのご相談に、弁護士が電話で直接お答えします。
よ

い

ろ

お

ご

0570−041−605

※ＩＰ電話からは原則としてつながりません。

相談は無料です。（電話代はご自身の負担となります）
どなたでも安心してご相談いだだけます。（秘密厳守）
【事前予約制】

そ の２

信用金庫※での無料面談相談会

直接弁護士が、遺言・相続に関するみなさまの悩みにお答えします。

相談は無料です。（相談時間は４５分となります）
※本相談会にかかる詳細ならびに予約は、裏面参加信用金庫本店へお問い合わせ下さい。
なお、本相談会は事前予約制 ですので、定員に達した場合、お申し込みをお受けでき
ない場合がございます。

各地の弁護士会

主催
NPO 法人 遺言・相続リーガルネットワーク
お問合せ先

日本弁護士連合会人権第二課

TEL ０３−３５８０−９５０９

参加信用金庫

（金融機関コード順）

【北 海 道】 伊達信用金庫 北空知信用金庫
旭川信用金庫 稚内信用金庫
北星信用金庫 帯広信用金庫
大地みらい信用金庫 網走信用金庫

【愛 知 県】 豊橋信用金庫 いちい信用金庫
半田信用金庫 豊川信用金庫
西尾信用金庫 尾西信用金庫
中日信用金庫

【秋 田 県】 秋田信用金庫

羽後信用金庫

【滋 賀 県】 滋賀中央信用金庫
湖東信用金庫

【岩 手 県】 盛岡信用金庫

宮古信用金庫

【青 森 県】 東奥信用金庫
【山 形 県】 米沢信用金庫

鶴岡信用金庫

【宮 城 県】 杜の都信用金庫 石巻信用金庫
仙南信用金庫 気仙沼信用金庫

【福 島 県】 会津信用金庫 郡山信用金庫
白河信用金庫 ひまわり信用金庫
福島信用金庫
【群 馬 県】 高崎信用金庫 桐生信用金庫
アイオー信用金庫 しののめ信用金庫
【栃 木 県】 栃木信用金庫
【埼 玉 県】 川口信用金庫

飯能信用金庫

【千 葉 県】 東京ベイ信用金庫
佐原信用金庫

館山信用金庫

【神奈川県】 かながわ信用金庫 湘南信用金庫
川崎信用金庫 平塚信用金庫
中栄信用金庫

【東 京 都】 足立成和信用金庫 西京信用金庫
昭和信用金庫 城北信用金庫
青梅信用金庫 多摩信用金庫
【新 潟 県】 新潟信用金庫
【山 梨 県】 山梨信用金庫

村上信用金庫

【長 野 県】 松本信用金庫 上田信用金庫
諏訪信用金庫

【富 山 県】 富山信用金庫 新湊信用金庫
氷見伏木信用金庫 砺波信用金庫
石動信用金庫
【石 川 県】 金沢信用金庫 のと共栄信用金庫
北陸信用金庫 鶴来信用金庫
興能信用金庫
【福 井 県】 福井信用金庫 敦賀信用金庫
小浜信用金庫 越前信用金庫

【静 岡 県】 しずおか信用金庫 沼津信用金庫
三島信用金庫 富士宮信用金庫
富士信用金庫
【岐 阜 県】 岐阜信用金庫 大垣信用金庫
高山信用金庫 八幡信用金庫
西濃信用金庫

【三 重 県】 桑名信用金庫

長浜信用金庫

【京 都 府】 京都信用金庫 京都中央信用金庫
京都北都信用金庫

【大 阪 府】 大阪信用金庫 大阪厚生信用金庫
大阪シティ信用金庫 大阪商工信用金庫
永和信用金庫 北おおさか信用金庫
枚方信用金庫
【奈 良 県】 奈良信用金庫 大和信用金庫
奈良中央信用金庫
【和歌山県】 新宮信用金庫

きのくに信用金庫

【鳥 取 県】 鳥取信用金庫
倉吉信用金庫

米子信用金庫

【岡 山 県】 水島信用金庫
備北信用金庫

津山信用金庫

【兵 庫 県】 尼崎信用金庫 日新信用金庫
淡路信用金庫 但馬信用金庫
西兵庫信用金庫 中兵庫信用金庫
但陽信用金庫

【鳥 根 県】 しまね信用金庫 日本海信用金庫
島根中央信用金庫

【広 島 県】 広島信用金庫 呉信用金庫
しまなみ信用金庫
【山 口 県】 西中国信用金庫
【徳 島 県】 阿南信用金庫
【香 川 県】 高松信用金庫

【愛 媛 県】 愛媛信用金庫 宇和島信用金庫
東予信用金庫 川之江信用金庫
【福 岡 県】 福岡信用金庫
遠賀信用金庫

田川信用金庫

【佐 賀 県】 唐津信用金庫 佐賀信用金庫
伊万里信用金庫
【熊 本 県】 熊本信用金庫

【大 分 県】 大分みらい信用金庫
【宮 崎 県】 宮崎信用金庫

【鹿児島県】 鹿児島相互信用金庫
【沖 縄 県】 コザ信用金庫

