多摩地区法律相談センターニュース

（2）20号

ۆɈৌᅙɂȷɈஙȧၫ
1. 遺 言 の 効 用
遺言は遺言者による財産の処分行為であり、
次のメリットがあります。
Ï
ҏƽƿƷϸۄǇƎǀॣƣϩߵƁ࠾ہƊǁǀƈƝ
ƜƎ§
ÏϸۄƁϸߘൌԒඝඟƣ߶ୖƣत݉¦੮ƣ਼ॣ
ƝƣϸߘൌԒ֮װǇຑƐƏ¦߶ୖǇࡱƆƔ਼
ॣƤପƖƠڦາǇࡤ௨ƎǀƈƝƁƜƂƳƎ§
Ïഖߘƣச֗¦ܶجتƣบ֫ՅŽƤϸ࣋ۄ
ƕƆƜƜƂƳƎ§
Ïౡࡐؾƣƣھڀƹࣦ֖หઠƣҭґӸƣ
ߙٽƣ௫Ɵƞ਼ඟƣ௫ƁࡱƆƾǁƳƎ§

2. 遺言書は以下の方式を
守らなければなりません。

自筆証書による遺言書
Ïਆ൘ࠧƜϸ¦݂ࠔۄవڔత¦࣊บ¦ѱЉƤࣦއ
ۆ೮ຑƜƎ§ѱЉƤ߶ЉƜƷҔృƜƎ§ઽƜƷ
௱ƶǀƽŻϸ݂ࠔۄǇผໞƠ֗ޜƎǀƈƝƁ
࢟ຑƜƎ§
 Ҍ֗گේĹϸ࣋ۄ
¥਼ॣƠƎǀϸߘൌԒඝඟƣ߶ୖƣ٥
ƤƈƣگේƣƝſƿƜƎ§
਼ƊƐǀƝƣہƤ¦
ࡤ௨ƊƐǀ¦
ऱஙƎǀ¦
ƎǀƜƷҔృƜƎ§
ބฏƣŷǀƝƂƤ¦ބฏഫૂƣ߶ୖƷƌƛſƄ
ƮƂƜƎ§
見本１

ۆāāங

āૐǝɉজஒᄵɈੰદɅȾȧĂࡥݚഊറఱɅࡥݚɈ
āɂȤɤഊറȯȵɥă
Ǎ/!ࡥݚණ८ဘĂᅊࣸɍદɉǞɅഊറȯȵɥă
ā!!śśીŢŢ෨ǍූᄆǍྈǍā൮ණāǎǌǌҳ
ā!!ວஒஒ੭āݎݦྈਖǍྈāᄄഢ߾ဈိݦ८āࢧ൮
ā!!ஸჶಓǍǌǌҳ
ā!!śśࣺฤࡖĂฆᅊࣸ
ǎ/!ࡥݚᄵݟ२ɉෳටǟɅഊറȯȵɥă
ā!!śśޏଜ߰ૺǎ߰
Ǐ/!ࡥݚᅊࣸɍદɉෳடǠɅഊറȯȵɥă
ā!!śśࣺฤࡖĂฆᅊࣸ
ǐ/!śśࣺɅൎȳɥତࣸოɉɂෳටȦယȴȾ
ā!!ඐɬȳɥă
Ǒ/!ႨۆɈଃଞɂȱɀ၉ীǡɬૄฤȳɥă
āāāāāāိǎǌ༃āāॢāāāāāāā
āāāāāāୣஒāāāāāāāāāāāǝāāāۗ

ÏИ֗گේĺϸ࣋ۄ
¥ƈǁƤઘߎࡐƭƣϸƣƜƎ§
 ϸܶ࠵ۄƁ೮ຑƟƝƂƤϸࡐܶ࠵ۄǇ߶ୖƌ
ƛſƂƔŹƷƣƜƎ§

2008年8月

弁護士

関

戸

勉

以下のように考える方は遺言が特に必要です。
Ï਼ॣƁƟƄ¦ߘޢǇۼщ୴ඟॣƠƎǀܯ
Žƣŷǀॣ
Ïඟझƣ਼ॣƜƤƟŹॣƠ਼ÎϸÏƊƐƔŹत݉
¥ఊѡդٞƠŷǀ਼ࡦƠҏƷƌƟƄƛƷߘޢƁŹƄ
ƝߵƘƛŹǀॣƁŹƳƎƁ¦ϸۄǇƌƟƆǁƥŹ
ƂƳƐǈ§
Ï௫ୖƣ਼ॣƠ੯ƄƣߘޢƹࠔؐߘޢǇ਼
ƊƐƔŹत݉
Ï਼ॣբƜǄǁǀƈƝƁਭƊǁǀत݉
Ï਼ॣ੯ঊƜൌԒ֮װǇƎǀƈƝƁݤఙƝਭ
Ɗǁǀत݉
Ï਼ॣƀƾࣖƌƔŹत݉
¥ઘߎࡐƭƣϸƠƤϸࡐܶ࠵ۄƁ೮ຑƜƎ§ϸۄ
ƣ࠵ܶƤඟ୴ƟࡦǇƎǀศƁŷƿ¦ൻ۲߬Ӽ
࠾ƠϸۄǇ࠵ܶƣƜƂǀॣƁƳƌŹƝƈǂƜƎ§
 ഷ࣋ƤƌƛƷƌƟƄƛƷϸۄƣ۾ƤƍƜƎ§
 ࠧऒ࣋ϸ࣋ۄƣൽՕ¥¥
¥ϸۄƣఊƁഖາƟ਼ॣƣุƠƪǁǀƽŻƟभ
આƜൽՕǇƎǀƝ֊¦Е௧ƊǁǀſƒǁƁŷƿ
ƳƎ§ϸۄƣࡱщࡐƠൽՕƊƐǀƀ¦ൻ۲߬Ơൽ
ՕǇపƐǀƣƁ୶ீƝߵŹƳƎ§
 ڥభƣࡦ¥ࠧऒ࣋ϸ࣋ۄƤ਼ƣә߭۩Ҙ
ޛಡࣄƣڥభǇ೮ຑƝƌƳƎ§
¥

遺言を公証役場の公証人により公正証書によって
作成することができます。自筆で書けなくなった
ような場合はぜひ利用すべきものです。

ÏऒॣĺॣƁແӁŹ¦ϸࡐۄƁۼऒॣƠϸۄƣ
Ǉࡴ܁ƌ¦ۼऒॣƁƈǁǇۼऒ࣋Ơ֗ƌ¦ƈǁ
Ǉ௱ƴ൙ƀƐෲƤюັƊƐƛӼభǇƌ¦ϸׄࡐۄ
ƨۼऒॣƁ࣊บ¦ѱЉǇƌƛޮঢƌƳƎ§
 ऒॣĺॣƣӼൽ¥ॺୖ਼ॣׄƨࡱϸࡐƈǁƾƣ
ౡࡐؾƝପڒٵƤऒॣƠƟǁƳƐǈ§
見本２

ۆāāங

ૐǝɉজஒᄵɈࡥݚණ८ဘɂᅊࣸɬଜޏဏၭఱǞ
ɅۆഡȳɥăȭɈੰદɉວၭఱɅȤȞɀȷɈᄆโૢࣞɅ
ᅙȳɥȭɂɬ࢙ɛɘȳă
āśśીŢŢ෨ǍූᄆǍྈණǍā൮ණāǎǌǌҳ
āວஒஒ੭āݎݦྈਖǍྈāᄄഢ߾ဈိݦ८āࢧ൮
āஸჶಓǍǌǌҳ
āśśࣺฤࡖĂฆᅊࣸ
ႨۆɈଃଞɂȱɀ၉ীǡɬૄฤȳɥă
āāāāāāိǎǌ༃āāॢāā
āāāāāāୣஒāāāāāāāāāǝāāāāۗ
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村

田

光

男

ྡޮߗȦɏȩɣɭɁȞɥĶచɤਮɛੌࡵķ
ɁȳȦĂێྈڷȳɓȧɉݝɁȳȥă
ȷȱɀĂ
ȺɘȯɦɄȞၫၭɬ࣋ȢɀݚȯȞă

'

B

2008年8月（3）

¥Úՠഗ֧ݾتÛƝŹǄǁǀ

ƒǁƾƁ࣋ศƠƎǀືƜƎ§

ौƿݠƶ֧ݾƁѳܶƌƛŹ

¥ƪƔƙ§ՠഗ֧ݾتƤ¦೮Ə¦ӠࡐǇǛ

ƳƎ§ƈǁƤ¦ٮઃஏ༹Ǉࠛ

țǻǳƣłŕŎƠƌƳƎ§
ٮઃஏ༹Ǉ

ƘƛŹǀඝƁӠƠŷŹƹ

ԋƆƟƁƾłŕŎƣਲޮǇƎǀƈƝƤ¦
ේ

ƎŹ֧ݾƜƎ§
֧߳ݾƀƾÚฏ࣊ƜƎƁ¦

ຢſƀƌƟٰۻƟƣƜƎƁ¦
ǛțǻǳƕƝ

تƁՠഗƊǁƳƎÛ
ÚవتռتƜƎƁ¦ഖ

ุແƔƟŹƀƾƜƎ§
łŕŎƀƾſتǇौ

േൌƣవتƁتƊǁƳƎÛ
ƟƞƝஏ༹Ɓ

ƿݠƳƐǀǄƆƜƎƁ¦
՚ƠฟƍƛŹƔƕ

ƀƀƿƳƎ§تƹవتƤǰǼǫǗƟเચ

ƂƔŹƈƝƁŷƿƳƎ§
¥

ƕƆƠ¦ՠഗتƣौƿݠƶ֧ݾƠŷŹƹ
ƎŹƣƜƎ§
¥ӠƠŷǄƟŹඝඟƤŷƿƳƎ§
¥੯ƄƣඝƁ¦ƷƝƷƝتƹవتǇÚ൶
ƌƛນƌŹÛƝߵƘƛŹƳƎ§ȆǡǛȇƜ
ƷࡤƿझƇƾǁƛŹƳƎƣƜ¦
ƙŹේீƀ
ƝߵŹƁƖƜƎ§ේॣƣֈՂƝȆǡǛȇ
ƣनඓƁӠǇગƂƄƌƛŹƳƎ§
¥ǄƀƘƛŹƔƕƂƔŹƈƝƁŷƿƳƎ§
¥ƧƝƙ§๎ࣄƟƞƣ୴ۼդƤƷƖǂǈ
ƜƎƁ¦ญբդƜƷ¦ſتǇՠഗƌƔƿ
تƎǀƝƂƠƤ¦
೮Ə࣋ศƜƹƿƝƿƎ
ǀƝŹŻƈƝƜƎ§
࣋ศƁƟƄஏ༹ƕƆƝ
ŹŻƈƝƤ÷ŷƿƳƐǈ§
¥

ƟƑƟƾ¦
Ïஏ༹ƜتԉǇݒƇƔƣƜƤ¦ۄƘ
ƔƈƝƝϷŻƟƞƝŹŻܶƂϷŹ
ƁবƍƹƎŹƈƝ
Ïஏ༹ƜƤ¦ƟƑՠഗƊǁǀƣƀ
ƣผƁൌƜƂƟŹƈƝ
ÏӴॣƠஏ༹ǇƌƔƣƜƤࡦբƁƀ
ƀƘƛƌƳŻƈƝ

¥ƒǁƤ¦ŷƟƔƁłŕŎǇਲޮƌƛƷ¦
ŷƟƔƣସƠſتƁौƿݠƳǁǀƈƝ
ƤƟŹ¦ƝŹŻƈƝƜƎ§
¥
¥

łŕŎƁƜƂǀƈƝƤ¦

ÏࠧൌƣସƀƾتہǇЎƂࢪƎƈƝ
Ï
ࠧൌƣସƠتہǇదتƎǀƈƝ
Ï
ࠧൌƣସƀƾ੮ƣॣƣସƠſ
تǇौƿݠƵƈƝ
Ï
݄ߢتǇӼభƎǀƈƝ
¥ŷƟƔƁłŕŎǇਲޮƌƛƷ¦
ŷƟƔƣ
ସƠ਼ࡦƣସƀƾſتƁौƿݠƳǁ
ǀƈƝƤŷƿƳƐǈ§
ŷƟƔƣସƠſت
ƁौƿݠƳǁǀƔƶƠƤ¦
਼ࡦƁłŕŎǇ
ਲޮƌƟƄƛƤƟƿƳƐǈ§
ƄǁƅǁƷƉ
ૻϩҌƊŹ§
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R

੩ۙ౫ɂɉ
ɃɭɄ౫Ɂȳȥĉ

٠ࠔޛಡƠ¦ݓ
B ¥ޛಡЋঝணƝƤ¦
ญƣƴƟƊǈƀƾৼƥǁƔޛಡЋ

2008年8月

弁護士

大

森

顕

R

උɁɜ੩ۙɅɄɥȭɂȦ
Ɂȧɘȳȥĉ

B

¥ޛಡЋƤ¦ޛಡƉƝƠࢊ֮Г֮
ЋৼםƣࡐڦƀƾৼƥǁƳƎƣ

ƁߐғƎǀঝணƜƎ§ޛಡЋƤ¦٠ࠔޛಡ

Ɯ¦ࢊ֮Г֮ЋƣࡐڦƜŷǁƥઽƜƷ

ƣॉືƠࢪাƌƛऒלǇگ൙Ƃƌ¦ޛಡ

ޛಡЋƠƟǀƈƝƁƜƂƳƎ§Ɵſ¦Ѐୖ

ԽƝƟແतƜ֮༶ƌƛ¦ॣݒƁ

ƣӞƁŷƿƳƎÎඟդٞࡐƹ¦ƒƣࠔ

ޡƀฑޡƀ¦ޡƜŷǀƝƌƛƞƣƄƾ

ڕƣӠࡐƣड़¦ŷǀŹƤॣݒƣड़

Źƣ࢟Ɗƣ٠ಗǇҭƎƀǇಡƌƳƎ§

ƟƞÏ§

¥ںƝƌƛ¦
ޛಡЋľบƝޛಡԽĻॣƁ¦
ƧƝƙƣࠔڕǇૂீƌƳƎÎӞ୴Ơ¦ޛ
ಡԽĹॣƝ¦ޛಡЋļॣƝŹŻत݉Ɓŷ
ƿƳƎÏ§

R
B

ૢȦႇȱȥȽȹɤĂۋ
ɞގীȦႇȱȥȽȹɤȳɥ
௲ਗɅɉ൞Ɂȧɘȳȥĉ
¥ޛಡЋǇࠩઐƎǀƈƝƤںƝ
ƌƛభƶƾǁƛŹƳƐǈ§

¥ƷƘƝƷ¦
Ӟ୴Ơ¦
ލϞझƣඝ¦
Ԇবª

R

ɃɭɄमૢ੩Ʌ
ઞݡȳɥɈɁȳȥĉ
¥ޛಡЋƤ¦٠ࠔޛಡƣŻƖ࢟ગ

B ƟಬޡƠդƎǀޛಡƠߐғƌƳƎ§

বƣඝ¦יƌƛŹǀड़ƣӀ۲ƹຄ
۲ǇܶŻ೮ຑƁŷǀƔƶƠޛಡЋƝƟǀ
ƈƝƁݤఙƟඝƤࠩઐǇ॓ƌࢪǀƈƝƁ
భƶƾǁƛŹƳƎ§
¥ƳƔ¦િƠÚߣࠔƁඹƌŹƀƾÛƝŹŻ

୴عƠƤ¦߄ॣ¦߾ࣗ¦ڠہ

ືƜࠩઐƎǀƈƝƤƜƂƳƐǈƁ¦ƒ

ൊගҠ¦ࣗӠ߾¦չڵбஈ߾ƟƞƜ

ƣඝƁŹƟƆǁƥࠔؐƠଆƌŹ੫ӠƁব

Ǝ§

ƍǀſƒǁƁŷǀत݉ƠƤ¦ࠩઐǇ॓ƌ

¥ඟƤ¦
ޛಡЋޛಡƣकࠔڕǇ¦
߾٠¦

ࢪǀƈƝƁࢪຢƳƎ§

ƳƔƤฑֈଔ๎ªฑֈۋؠƠீƔǀޡƝ¦

¥ߣࠔǇࠛƘƛŹ

ඟୖ֮݉ࠔڕÎඝޛಡࣄƜ֮݉Ơƽ

ǀඝƠƙŹƛƤ¦ޛ

ƘƛࡤƿϋǄǁǀࠔڕÏƣŻƖ¦ےϩƣಬ

ಡЋƠৼƥǁƔƈ

ܶޡϭƠƽƘƛӠࡐǇ߾ƊƐƔࠔڕ

ƝǇືƠ¦ؘฏড়

ƁकƝƟǀƝୖƶƛŹƳƎ§

ƀƾӂ۟Ɗǁǀƈ

¥Ɵſ¦ޛಡЋƁ٠ࠔޛಡƠғǄǀƣƤ¦

ƝƟƞƟŹƽŻƠ¦

ඝޛಡࣄƜƣॉືƕƆ
ÎઘĹॉƕƆÏ
Ɯ¦

༡ௗռࢺඟƹޛಡ

ܗਜƁŷƘƔत݉ƣ݄ޛಡࣄƜƣॉື

ЋඟƠ֖ୖƁୖƶ

Ƥ¦ޛಡԽƕƆƜܶǄǁƳƎ§

ƾǁƛŹƳƎ§
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R

੩ۙɅೊɊɦȹ௲ਗĂ੩
ȦɩɥɘɁݝȩɣȞ
ȥȥɥɈɁȳȥĉ
¥ॣݒƁޛಡƣकƝƟƘƛŹ

B ǀಬޡǇܶƘƔƈƝǇభƶƛŹǀ

2008年8月（5）

R

੩ۙɈʯˁɼʨʏĜɞ
బɈڤɉଳɣɦɘȳȥĉ

B

¥ࡥƾǁƳƎ§ඟƠƽƘƛ¦ޛಡ
Ћƣ߿บ¦ࣄ¦ƒƣ੮ƣॣۈǇ

त݉¦ĹతƜࢄǄǀƈƝƷŷƿƳƎ§ƷƘ

௫ୖƎǀƠƿǀनඓƤۼƠƌƛƤƟƾ

ƝƷ¦ॣݒƁƈǁǇƘƛŹǀत݉¦ĺ

ƟŹƝƊǁƛŹƳƎ§ұטƠޛಡЋƜŷ

తբϞझƀƀǀƝܯŽƾǁƳƎ§Ɵſ¦ॉ

ƘƔඝǇ௫ୖƎǀनඓƷۼƠƊǁƳƐǈ§

ືƠĺతբϞझƀƀǀत݉ƠƤ¦ࢪຢǀ

¥ƳƔ¦ƞƣƽŻƟॣƷࠔڕƠդ༘ƌƛ

ۆƿ༘తәƌƛॉືǇܶǄƟƆǁƥƟ

ޛಡЋƠाƎǀƈƝƤ߽ؠƊǁƛŹ

ƾƟŹƝƊǁƛŹƳƎ§

ƳƎƌ¦ޛಡЋƹƒƣҘǇƎƽŻƟ

¥ޛಡЋޛಡƁ߭ƳǀਂƠƤ¦ޛಡࣄƝ

ƈƝƁŷƘƔत݉ƠƤ¦ƒƣࡐƠಗƁ

ڥԽƝൻ۲ॣƜ¦ƶஊƝऒלǇܬ

୶ƊǁƳƎ§

ǀƈƝƝƊǁƛŹƳƎƣƜÎۼಡਂতື

¥ƊƾƠ¦ޛಡЋƹƒƣҘƠչӠƁғ

ࡦÏ¦ŹƣŷǀࠔڕƜƷঊతբƜॉື

ŽƾǁƔƿ¦বԖƣൟҊƁଆƌƄॅӠƊ

ƁࢄǄǀƷƣƁ੯ŹƝߵǄǁƳƎ§

ǁǀſƒǁƁŷǀत݉ƠƤ¦ޛಡԽƕƆ
ƜܟঢƊǁǀ֮݉ƠƽƘƛॉືƁܶǄ
ǁǀƈƝƁŷƿƳƎ§

R ੩ۙɉɃɈɢȠɄറɁ
ೊɊɦɥɈɁȳȥĉ
¥ޛಡࣄƁ¦ࠔڕƣॉືƁܶǄǁ

B ǀਂƠฑޮϭৼƠƽƿޛಡЋ۹
ࡐǇৼƨƳƎ§ޛಡЋ۹ࡐƝƌƛৼ
ƥǁƔඝƠƤ¦ޛಡࣄƀƾۊƨࢪƌभƁ
௷ƂƳƎƣƜ¦
ޛಡЋ۹ࡐƝƟƘƔඝƤ¦
߶ୖƊǁƔతࠜƠޛಡࣄƠſŹƜƄƕƊŹ§
ޛಡࣄƜƤ¦ޛಡЋƠƟǀƈƝƣƜƂƟ
ŹືƁŷǀඝ¦ࠩઐǇ॓ƌࢪǀƈƝƁ
ࢪຢǀඝƟƞƣࠔनǇ൙Ƃ¦ſŹƜŹƔ
ƕŹƔޛಡЋ۹ࡐƣƀƾ¦୴ࢄއƠ
ƒƣ٠ࠔޛಡƣޛಡЋƠƟǀඝǇৼ
ǇܶŹୖڎƌƳƎ§
Ϟझ
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小

沢

和

彦

༃ࣸယߠȦݢ༑ɅɄȽȹɂဧȧɘȱȹȦĂ
ȭɦɉɃɈɢȠɄ౫ɄɈɁȱɡȠȥĉ
年金分割には、
平成19年４月から開始している離婚時年金分割
（合意分割）
と平成20年４月から開始している３号年金分割
（３号分割）
があります。
すでに、各種報道によって、離婚する際に相手方の年金を分割して自ら
の年金として受け取ることが可能となったということが知られてきてい
ますが、
一言に年金分割といっても実は２種類の制度があるのです。

¥¥ƒƣĹƙƤ¦
ൟঢవļڔƀƾә߭
1

Źƛ༹ƌ݉ŹƁƙŹƔत݉ƠƤ¦݉ϩƌ

ƌƛŹǀຽࠜݧవتൌԒƜƌƛ¦ƈǁƤ¦ ƔൌԒƣԒ݉Ǉּ՝୴ƠผƾƀƠƎǀ
ݧЍֈբƣ܀বÎޑÏవتƣൽڵ໙ూ

ƔƶƠ¦ۼऒ๎तƜۼऒ࣋ǇޮঢƎ

ഗ༵֗ǇຽݧƎǀޝƠ¦ಢൌǇۆணƝƌ

ǀ೮ຑƁŷƿƳƎ§ƀƀǀۼऒ࣋Ǉ

ƛൌԒƎǀঝணƜƎ§ƀƀǀຽࠜݧవت

ࠤƌƛ¦వتൌԒƣࡦǇܶŹƳƎ§

ൌԒƤ¦݉ϩൌԒƝƷŹǄǁƳƎ§

¥ƖƟƴƠ¦వتൌԒƣƠƤ¦ںƝ

¥ƙƳƿ¦ீࠔࡐբƣ݉ϩƠƽƘƛ¦ൌԒ

ƌƛຽݧǇƌƔతƣຜతƀƾĺవǇٶ

ƣԒ݉ǇୖڎƎǀƣƁںƜƎƁ¦ீࠔ

ұƌƔत݉ƠƤƜƂƟŹƝŹŻ

ࡐբƜ༹ƌ݉ŹƁƙƀƟŹत݉ƠƤޛಡ

ֈۆƁୖƶƾǁƛŹƳƎƣƜ¦ƕƾƕƾ

ࣄƠ॓ƌແƛƛԒ݉ǇୖڎƌƛƷƾŻƈ

Ɲ༹ƌ݉ŹǇƆƛֈۆǇұƌƟŹƽ

ƝƠƟƿƳƎ§

ŻƠ້ϩƌƛƄƕƊŹ§

¥Ɵſ¦ீࠔࡐբƠƽƘƛవتൌԒƠƙ
¥¥੮ඝ¦
ൟঢవļڔƀƾә߭ƌƛŹ
2

ƟƄƝƷ¦ঝ୴Ơ܀বÎޑÏవتƣൽ

ǀĻ݈వتൌԒƝŹŻƣƤ¦ຽݧƎǀत

ڵ໙ూഗ༵֗ƣಢൌƁൌԒƊǁǀƝŹŻ

݉Ơ¦ீࠔࡐբƣ݉ϩƹޛಡࣄƣୖڎƁ

ƷƣƜƎ§

¥¥ϞझƣƽŻƟผǇƎǀƝ¦
Ļ݈వ
3

ƛƀƾƳƕƊưƞֈբƁٶұƌƛſƾƏ¦

تൌԒƁŷǀƣƜŷǁƥ¦ຽࠜݧవتൌ

Ļ݈వتൌԒƣƴƜవتൌԒƁԼڑƎǀ

ԒƤഖຑƜƤƟŹƀƝߵǄǁǀƀƷǁ

ࠔƤࣧƟŹƝߵǄǁƳƎ§ൟঢవļ

ƳƐǈƁ¦
Ļ݈వتൌԒƣकƠƟǀƣƤ¦ ڔϞਂƣݧЍֈբƠѰƎǀ܀বవتƣ
ൟঢవļڔϞ݁ƣݧЍֈբƠѰƎǀ

ൽڵ໙ూഗ༵֗ǇൌԒƎǀƔƶƠƤ¦ຽ

వتƕƆƟƣƜƎ§ƌƔƁƘƛ¦ہӚƜ

ࠜݧవتൌԒǇາƎǀ೮ຑƁŷƿƳƎ§

ƤĻ݈వتൌԒƝŹŻƣƤঝணƁ߭ƳƘ
¥¥వتൌԒƠƙŹƛƽƄŷǀ۱ӂƜƎƁ¦
ƣकƤ܀বవتෲƤޑవتശൌƣƴ
4
ങƁࠧжؐƣत݉ƠƤవتൌԒƤ୶Ɗ

ƕƀƾƜŷƿ¦ങƁࠧжؐƣत݉ƠƤݓ

ǁƳƐǈ§ƟƑƟƾ¦ŷƄƳƜ¦వتൌԒ

ญవتƠƌƀғదƌƛŹƟŹƀƾƜƎ§
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¥¥ƳƔ¦
ௗƂƣत݉ƠƤૻϩƁ೮ຑƜ
5

ƎǀƈƝƠƽƘƛ¦ފƣඝƣࡱוƎǀవت

Ǝ§ЀರƠƤ¦ങƣඝƀƾފƣඝƭవ֗ت

ƁൌԒƌƟŹत݉ƽƿࣧƟƄƟǀत݉Ʒ

༵ƁൌԒƊǁǀƈƝƁ੯ŹƝߵǄǁƳƎƁ¦ ŷƿƳƎ§వتൌԒƤ¦ങƀƾފƭƣϪࡑ
ފƣඝƁࡹదƁ੯Źत݉ƠƤ¦ފƣవ֗ت

໙ƣϩ݉ŹǇࠛƙƷƣƜƤŷƿƳƐ

༵ƷಢൌƠƟƿƳƎƣƜ¦ڑҜƝƌƛൌԒ

ǈƣƜ¦ƽƄڥௌƎǀ೮ຑƁŷƿƳƎ§

¥¥ƊƾƠ¦ռේ୴ƟૻϩஊƝƌƛƤ¦
6

ƣవࠏוࡱتӸǇƔƌƛŹƟƆǁƥవ

ƒƷƒƷ܀বÎޑÏవتƝŹŻƣƤ¦ݓ

تǇࡱוƎǀƈƝƤƜƂƳƐǈ§

ญవتƣझठƐശൌƜƎƀƾ¦ݓญవت
¥¥ຽࠜݧవتൌԒǇƎǀƠޝƌƛƤ¦
ீ
7

ඓƣୟשǇƎǀƈƝƁƜƂƳƎ§ƈǈ

ࠔࡐƤއտƿƣࡎӁൽࠔڵฏࣄƜൌԒ

ƟƤƏƜƤƟƀƘƔƝŹŻƈƝƁƟŹƽŻ

ƜƂǀಳϣ¦వتൌԒƣƔƶƠ೮ຑƟन

Ơ¦
ƶӼభƌƛſƄƈƝǇſƎƎƶƌƳƎ§

ીმၭᆍਆɂɉĉ
ൻ۲߬ӁƜƤ߲ญƣඝ½ǇकƠ
Úफ़ةƟඟเચǇƜƂǀƕƆǄƀƿ
ƹƎƄÛ
Ǉ݉ۄຏƠ¦ࣴ༸వƽƿٷ୴ƠඟܸނǇәޅƌƛŹƳƎ§

ඪȽɀȤȧȹȞ
ۆɂഊറɈඪष
将来の相続に備え、遺言をすべきか、遺言をどう書いたらよいのか、
遺言にはどんなメリットがあるか、相続人多数の人、事業をしている人
など様々な人の立場で遺言を考えます。また、遺言のないときの遺産分
割はどのように進めるのか、生前贈与を受けた人や遺産の取得維持に
寄与した人との関係はどうなるのかなど、わかりやく説明します。

日

時 平成20年11月８日（土）

場

所 八王子市中央図書館 3階視聴覚ホール

午後2：00〜午後4：00

受付時間 午後1：30から
電話 042‐664‐4321

八王子市千人町３‐３‐６ ＪＲ西八王子駅より徒歩３分
京王バス（京王八王子駅発−舘ヶ丘団地・城山手・長房団地行き）、神奈
川中央交通（八王子駅北口発−相模湖行き）で「中央図書館前」下車

講 師 福澤
参加費 無 料

武 文 弁護士
申込制
定員60名

10月15日
（水）
より上記中央図書館
で電話受付いたします。

お問い合わせ／東京三弁護士会八王子法律相談センター 電話 042‐645‐4540
主催／東京三弁護士会多摩支部・東京三弁護士会八王子法律相談センター
共催／八王子市

東京三弁護士会多摩支部 http://www.tama-b.com/
法律相談をクリックしてください

立川法律相談センター
受付は電話予約制です
受

付

月曜日〜土曜日（祭日を除く）
午前９時30分〜午後４時30分
相談日
月曜日〜土曜日（祭日を除く）
午前10時〜午後４時
＊専門相談有り、
詳しくは
お問い合せ下さい
立川中央
市営駐車場 図 書 館
損保
ジャパン

ʇ
˄
ʍ
ˁ
ಮ
ᄑ
ഊ
ඨ
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ɉ

ჟ
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八王子法律相談センター
受付は電話予約制です
受

付

月曜日〜金曜日（祭日を除く）
午前９時30分〜午後４時30分
相談日
月曜日〜金曜日（祭日を除く）
午前10時〜午後４時
第1･3土曜日／午前10時〜12時
＊専門相談有り、
詳しくは
お問い合せ下さい

""

ビジネス
センター
ビル
三菱東京
UFJ銀行

BK

みずほ銀行

ビック
カメラ

北口駅前連絡歩道橋

BK

※JR立川駅北口より徒歩５分
※駐車場がありませんので車での

お越しはご遠慮下さい

※京王八王子駅西口より徒歩３分
※JR八王子駅北口より徒歩７分
※駐車場がありませんので車での
お越しはご遠慮下さい

立川法律相談センター

八王子法律相談センター

042-548-7790

042-645-4540・9451

〒190‐0012
東京都立川市曙町2‐37‐7 コアシティ立川12F

〒192‐0046
東京都八王子市明神町4‐1‐11 多摩弁護士会館

