
※情報は随時更新します。

2021年11⽉15⽇(⽉)

⾜柄上法律事務所（神奈川県⾜柄上郡
開成町⽜島50-4 TYS504ビル 202号）

⽇弁連ひまわり基⾦20周年記念無料
法律相談会

主催：神奈川県弁護⼠会
後援：⽇弁連

045-211-7700
（神奈川県弁護⼠会関内
法律相談センター）

寒川法律事務所（⾼座郡寒川町⼀之宮
1-6-41 ⼤嘉ビル2階）

13:30-16:40
葉⼭港（三浦郡葉⼭町堀内50）

愛川町⽂化会館（神奈川県愛甲郡愛川
町⾓⽥250-1）

2021年11⽉17⽇(⽔)

13:00-16:00

⽇弁連ひまわり基⾦20周年記念イベント⼀覧（全国）

2021年度
実施⽇時 場所（住所） イベント概要 主催等 お問い合わせ先

2021年8⽉6⽇(⾦) 久⽶島LINE相談会 主催：沖縄弁護⼠会
098-865-3737
（沖縄弁護⼠会）14:00-20:00

2021年10⽉29⽇(⾦)
隠岐島⽂化会館（⼤ホール）（島根県
隠岐郡隠岐の島町⻄町吉⽥の⼆ ２番
地）

「地域共⽣フォーラム」〜これから
の暮らしを考える 成年後⾒制度の
これから〜

主催：隠岐の島町社会福祉協
議会・島根県弁護⼠会
後援：⽇弁連その他

08512-3-1303
（隠岐の島町社会福祉協
議会⽣活⽀援係）13:30-15:30

2021年10⽉23⽇(⼟)

県⻄：三股町第７地区分館（宮崎県北
諸県郡三股町⼤字樺⼭4373-2）

⽇弁連ひまわり基⾦20周年記念イベ
ント 無料法律相談会

主催：宮崎県弁護⼠会
後援：⽇弁連

0985-22-2466
（宮崎県弁護⼠会）

県央：⽊城町総合交流センター（宮崎
県児湯郡⽊城町椎⽊2146-1）

13:00-16:00
県南：串間市総合保健福祉センター
（宮崎県串間市⼤字⻄⽅9365-8）

県北：⾼千穂町社会福祉協議会（宮崎
県⻄⾅杵郡⾼千穂町⼤字三⽥井750-7）

2021年11⽉14⽇(⽇) トキハわさだタウンフェスタ広場（⼤
分市⽟沢755-1）

⽇弁連ひまわり基⾦20周年記念まち
なか無料相談会

主催：⼤分県弁護⼠会
共催：⽇弁連

097-536-1458
（⼤分県弁護⼠会）10:00-16:30

⽇弁連ひまわり基⾦20周年記念Zoom
による離島法律相談

主催：⿅児島県弁護⼠会
共催：⽇弁連

099-226-3765
（⿅児島県弁護⼠会）

2021年11⽉18⽇(⽊)

2021年11⽉19⽇(⾦)

＜喜界町＞
喜界町役場（喜界町⼤字湾1746番地）13:00-16:00

＜⼗島村＞
⼝之島：⼝之島地区コミュニティセン
ター（⿅児島県⿅児島郡⼗島村⼤字⼝
之島19番地）
中之島：中之島地区コミュニティセン
ター（⿅児島県⿅児島郡⼗島村⼤字中
之島27番地9）
諏訪之瀬島：諏訪之瀬島公⺠館（⿅児
島県⿅児島郡⼗島村諏訪之瀬島279番
地）
平島：平島地区コミュニティセンター
（⿅児島県⿅児島郡⼗島村⼤字平島293
番地）
悪⽯島：悪⽯島地区コミュニティセン
ター（⿅児島県⿅児島郡⼗島村⼤字悪
⽯島108番地35）
⼩宝島：⼩宝島公⺠館（⿅児島県⿅児
島郡⼗島村⼩宝島3番地5）
宝島：⼗島村⾼齢者コミュニティセン
ター（⿅児島県⿅児島郡⼗島村⼤字宝
島923番地）

13:00-16:00

＜宇検村＞
宇検村役場会議室（⿅児島県⼤島郡宇
検村湯湾915）



※情報は随時更新します。

⽇弁連ひまわり基⾦20周年記念イベント⼀覧（全国）

新潟県内⾃治体庁舎等（別紙のとおり）

13:00-16:00

13:00-16:00

＜天城町＞
天城町役場北側別館「⼊札室」（天城
町⼤字平⼟野2691番地１）

＜与論町＞
与論町役場1階庁議室（与論町茶花
1418-1）13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

2020年11⽉6⽇(⾦) 秩⽗地場産センター4階多⽬的⼤ホール
（埼⽟県秩⽗市宮側町1-7）

⽇弁連ひまわり基⾦20周年記念 秩
⽗無料法律相談会（予約不要）

主催：埼⽟弁護⼠会
共催：⽇弁連

048-521-0844
（埼⽟弁護⼠会熊⾕⽀
部）14：00-16：00

054-252-0008
（静岡県弁護⼠会静岡⽀
所）
055-931-1848
（静岡県弁護⼠会沼津⽀
部）

伊⾖市役所中伊⾖⽀所（静岡県伊⾖市
⼋幡500-1）

13：00-16：00 伊⾖市役所天城湯ヶ島⽀所（静岡県伊
⾖市湯ヶ島161-1）
御前崎市役所（静岡県御前崎市新池だ
5585）

2020年11⽉4⽇(⽔) 三宅島役場1階会議室（東京都三宅島三
宅村阿古497番地）

東京三弁護⼠会による無料法律相談
会

主催：東京弁護⼠会，第⼀東
京弁護⼠会，第⼆東京弁護⼠
会，共催：⽇弁連

03-3595-8575
（相談センター）

2020年10⽉30⽇(⾦)

伊⾖市役所⼟肥⽀所（静岡県伊⾖市⼟
肥670-2）

⽇弁連ひまわり基⾦20周年記念イベ
ント・無料法律相談会（御前崎市・
伊⾖市）

主催：静岡県弁護⼠会
後援：⽇弁連

11：00-16：30

2020年10⽉13⽇(⽕) ⻑⾨市役所（⼭⼝県⻑⾨市東深川1339-
2）

⽇弁連ひまわり基⾦20周年記念イベ
ント ⻑⾨市⺠無料相談会 主催：⼭⼝県弁護⼠会

共催：⽇弁連

0838-24-0500
(萩・⻑⾨法律相談セン
ター）

9:00-16:00 事前予約制（予約連絡先）：0837-
23-1299（⻑⾨市市⺠活動推進課 市
⺠相談係）

本別ひまわり基⾦法律事務所（北海道
中川郡本別町南1-2-39 2階）13：30-16：30

2020年10⽉27⽇(⽕)

＜根室・中標津地区＞
根室ひまわり基⾦法律事務所（北海道
根室市緑町2-28NKビル3階）

現旧ひまわり基⾦法律事務所無料法
律相談

主催：釧路弁護⼠会
後援：⽇弁連

0154-41-3444
(釧路弁護⼠会法律相談
センター）

梅本英広法律事務所（北海道標津郡中
標津町東6条南3-15-1）

13：30-16：30 ＜北⾒・網⾛地区＞
北⾒ポプラ法律事務所（北海道北⾒市
北⼆条3朝⽇ビル4階）

弁護⼠法⼈オホーツク北⽃（北海道網
⾛市南6条⻄2-4-1フロムワンビル1階）

2020年10⽉28⽇(⽔)

2020年10⽉10⽇(⼟) WEB開催
「地⽅で弁護⼠をしませんか？〜⽇
弁連ひまわり基⾦20周年記念シンポ
ジウム〜」

主催：京都弁護⼠会
共催：⽇弁連

075-231-2378
（京都弁護⼠会）13:00-17:00

2020年10⽉1⽇(⽊) 全県⼀⻫無料法律相談会
主催：新潟県弁護⼠会
後援：⽇弁連

025-222-5533
（新潟県弁護⼠会）詳細は別紙のとおり

実施⽇時 場所（住所） イベント概要 主催等 お問い合わせ先
2020年度

2021年12⽉11⽇(⼟) 富⼠吉⽥市⺠会館（⼭梨県富⼠吉⽥市
緑ヶ丘2-5-23）

無料法律相談会
主催：⼭梨県弁護⼠会
共催：⽇弁連

055-235-7202
（⼭梨県弁護⼠会）

2021年11⽉19⽇(⾦)

2021年11⽉22⽇(⽉)

2021年11⽉24⽇(⽔)

2021年11⽉26⽇(⾦)

2021年11⽉30⽇(⽕)

＜⼤和村＞
⼤和村役場本庁舎（⼤和村⼤和浜100番
地）

＜瀬⼾内町＞
瀬⼾内町役場庁舎３階会議室（瀬⼾内
町⼤字古仁屋字船津23番地）

＜⿓郷町＞
りゅうがく館２階視聴覚室（⿓郷町瀬
留968番地1）
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2021年1⽉15⽇(⾦) 熊本城ホールA1⼤会議室
（熊本市中央区桜町3番40号）

⽇弁連ひまわり基⾦20周年記念シン
ポジウム「熊本ひまわり公設の歩
み」

主催：熊本県弁護⼠会
共催：⽇弁連

096-359-0830
（弁護⼠法⼈⼤知⽥中法
律事務所）17：00-19：00

2020年11⽉28⽇(⼟)

⾼知弁護⼠会法律相談センター（⾼知
県⾼知市越前町1-5-7）

⼀般市⺠向け無料法律相談会
主催：⾼知弁護⼠会
共催：⽇弁連

088-872-0324
（⾼知弁護⼠会）

須崎ひまわり基⾦法律事務所（⾼知県
須崎市緑町1-16奥⽥ビル2階）

13：00-16：00
安芸ひまわり基⾦法律事務所（⾼知県
安芸市本町3-11-5安芸商⼯会館2階）

中村ひまわり基⾦法律事務所（⾼知県
四万⼗市中村⼤橋通6-8-13島⽥ビル2
階）

2020年11⽉25⽇(⽔) 北島町役場5階研修室（徳島県坂野郡北
島町中村字上地23-1）

⽇弁連ひまわり基⾦20周年記念 無
料法律相談

主催：徳島弁護⼠会
共催：⽇弁連

088-652-5768
（徳島弁護⼠会）

10：00-15：00

2020年11⽉26⽇(⽊) ⽯井町中央公⺠館3階（徳島県名⻄郡⽯
井町⽯井字⽯井480-1）10：00-15：00

2020年11⽉24⽇(⽕)
WEB開催
※アーカイブ動画をイベントページか
らご覧いただけます。

⽇弁連ひまわり基⾦20周年記念式典 主催：⽇弁連
03-3580-9335
（⽇本弁護⼠連合会）13：00-16：15

2020年11⽉11⽇(⽔) 秋⽥弁護⼠会館・各⽀部会員事務所
無料法律相談会（相談場所について
は，予約時に応相談）

主催：秋⽥弁護⼠会
共催：⽇弁連

018-862-3770
（秋⽥弁護⼠会）10：00-15：00


