
都道府県 実施日 時間 内容 実施場所 担当公証役場 担当公証人

1 東京

10/1 9:30～12:00 相談会 千葉地方法務局佐倉支局 成田公証役場 岡上宏
13:00～16:00 船橋市ﾌｪｲｽﾋﾞﾙ第5相談室 船橋公証役場 小口哲男
13:00～16:30 市川市役所 市川公証人合同役場 仙波英躬
13:00～16:00 松戸公証役場 松戸公証役場 浅井琢児
9:30～12:00 成田市役所 成田公証役場 岡上宏

10:00～12:00
千葉中央公証役場
千葉公証人合同役場

武井豊
平尾雅世

13:00～15:00
千葉中央公証役場
千葉公証人合同役場

佃　浩一
辻　次郎

13:00～16:00
八千代市福祉会館第1会
議室

船橋公証役場 小口哲男

13:00～16:30 鎌ヶ谷市役所 市川公証人合同役場 高橋信行
9:30～12:00 茂原市役所 茂原公証役場 中村敏夫
9:00～17:00 銚子公証役場 銚子公証役場 手塚孝
9:00～12:00 成田公証役場 成田公証役場 岡上宏
10:00～16:00 茂原公証役場 茂原公証役場 中村敏夫
13:00～16:30 浦安市役所 市川公証人合同役場 仙波英躬
10:00～16:00 千葉地方法務局館山支局 館山公証役場 伊藤昭浩

10/8 13:00～17:00 相談会 千葉地方法務局柏支局 柏公証役場 寺島健
木更津公証役場 吉﨑千恭

3 群馬 9/21 13:30～16:00 講演会
太田市薮塚本町中央公民
館 太田公証役場 椿　栄一

4 静岡 10/3 19:00～21:00 市民相談講座
島田市役所会議室棟　大
会議室

掛川公証役場 大霜憲司

5 新潟 10/4
三条駅前にてチラシ配布予
定

三条公証役場

寝屋川市役所 江戸堀公証役場 白石研二
貝塚市役所 梅田公証役場 濵岡良二

10/2 13:00～16:00 相談会 茨木市役所 平野町公証役場 宇田川力雄

梅田公証役場 玉岡尚志
本町公証役場 杉森研二
本町公証役場 礒尾正
江戸堀公証役場 長井浩一

10/6 13:00～16:00 相談会 大東市役所 平野町公証役場 谷口幸博
江戸堀公証役場 髙田泰治
上六公証役場 井阪博
上六公証役場 岩永建保
堺公証人合同役場 廣瀬勝人
梅田公証役場 本多英明
難波公証役場 庄地　保

10/7 13:00～16:00 相談会 泉大津市役所 岸和田公証役場 望田　耕作

7 京都 10/1～10/7　役場にて相談会実施予定 京都公証人合同役場

8 兵庫 10/14 10:30～11:30
講演会「遺言に
ついて」 神戸地方法務局龍野支局 龍野公証役場 小川忠志

10/1～4
10/6～7
10/1～3
10/6～7
10/1～3
10/5～7

10 三重 10/4 10:00～16:00 相談会 サンバレー 津合同役場 渡辺秀喜

金沢公証人合同役場
梶山雅信
南雲良夫
関本倫敬

小松公証役場 原後二郎

七尾公証役場 奥田哲也

　　　　豊橋公証人合同役場

　東京都内については、一般財団法人東京公証人協会ＨＰの《講座等のご案内コーナー》をご覧ください

9
　　春日井公証役場

一宮公証役場
半田公証役場

西尾公証役場

11 金沢 10/1～3、10/6～7 相談会
期間中役場にて相
談に応じます。（業
務時間内）

10/7 13:00～16:00 相談会 箕面市役所

愛知

10/1～7

業務時間内
で相談対応 相談会

葵町公証役場

10/6 13:00～16:00 相談会 八尾市役所

10/6 13:00～16:00 相談会 富田林市役所

相談会 池田市役所

10/6 13:00～16:00 相談会 豊中市役所

10/7 相談会

１０／１～１０／７までの半日は相談会

6 大阪

10/1 13:00～16:00 相談会

10/6 13:00～16:00

公証週間中における各公証役場の相談会・講演会等開催予定一覧

2 千葉

10/2 相談会

10/3 相談会

千葉地方法務局会議室

10/4 相談会



岡山公証センター
田邉直樹
楢崎康英

岡山公証人合同役場
山下満
藤本文廣

10/4 13:00～16:00 講演会 西大寺ふれあいセンター岡山公証人合同役場 山下満
10/1 10:00～16:00

10/3 10:00～16:00

10/1 10:00～15:00 唐津市役所

10/3 10:00～15:00 伊万里市役所

10/18 10:00～16:00

10/19 10:00～15:00

10/22 10:00～15:00 相談会 熊本行政評価事務所 熊本公証人合同役場

10/8 14:30～ 現在調整中

10/15 10:00～11:30
鹿屋市民講
座「相続と遺

鹿児島地方法務局鹿屋支
局

鹿屋公証役場 祐名三佐男

10/1 10:00～16:00
相談（電話
予約）

日南公証役場 日南公証役場 平野英雄

10/14 10:00～12:00 講演会 都城市MJホール 都城公証役場 永井行雄

10/21 15:10～16:40 講演会 市総合福祉保険センター 宮崎公証人合同役場 内田信也

秋田公証人合同役場 電話・FAXのみ 鈴鹿寛

能代公証役場 電話・FAXのみ 髙橋仁
10/1～3
10/6～7

17:00～19:00 相談 横山和幸

10/2，7 17:00～19:00 相談 垂石善次

10/4 10:00～15：00
相談（事前予
約）

秋山重紀

10/4 9:30～16:00 電話相談

10/8 13:30～15:30 吉野川市鴨島公民館 徳島公証役場 栗坂満
10/15 10:00～正午 徳島市ふれあい健康館 徳島公証役場 内井啓介
11/12 13:30～15:30 吉野川市鴨島公民館 鳴門公証役場 大唐正秀

11/19 10:00～正午 徳島市ふれあい健康館 徳島公証役場 若井伸一

20 高知 10/4 10:00～16:00 相談(要予約） 原田勝治

19 徳島

講演（遺言に
ついて）

講演
（成年後見制
度について）

中村公証役場

10/4 9:00～16:00 相談

18 札幌

滝川公証役場

苫小牧公証役場

岩見沢公証役場

札幌大通り公証役場・札幌仲公証役場

15 鹿児島

16 宮崎

17 秋田

14 熊本
巡回無料相談 御所浦島 天草公証役場 樋口健児

13 佐賀 相談会
佐賀公証人合同役場 古賀健一

唐津公証役場 尼﨑健造

12 岡山
10/3 10:00～15:00 相談 参画センター


