
東京青司協 平成 28 年 10月スケジュール表 

会長  三浦 直美 

登記法務研究委員会                               担当：小口文隆 

                     TEL：03（3253）0767 / e-mail：oguchi-f@ab.auone-net.jp 

●委員会（予定） 

日時：10月 13日（木）18時 30分～ 場所：未定 

プロボノ委員会 担当：矢島秀樹 
TEL：042（401）5412 / e-mail：hdkyjm@yahoo.co.jp 

●委員会 

調整中 

※法律教室に興味関心のある方，ぜひご参加ください。 

裁判実務研究委員会 担当：山内隆之 
TEL：03（6682）8237 

未定 

成年後見・財産管理委員会（旧規則３１条業務推進委員会）             担当：村本卓也 
                                             TEL:03(6413)1257 / e-mail: takym.186sn729@gmail.com 
10月はお休みです。 

民事法改正対策委員会 担当：三浦直美 
e-mail：nao-miura@shihoushoshi.cdx.jp 

未定 

性的指向及び性自認に関する委員会                        担当：中村貴寿 

                  TEL： 03（3354）8116 / e-mail：takatosi@palette.plala.or.jp 

未定 

災害対策特別委員会（旧震災対策本部） 担当：箱石まみ 
TEL： 03（5382）9850  / e-mail：m.inu-hako@nifty.com 

●災害対策特別委員会会議 

日時：10月 19日（水）18時 30分～ 

場所：司法書士会館９階ラウンジ 

※被災者相談活動を行っています。参加ご希望の方は担当者までご連絡ください。 

東京六青会 担当：中村圭吾 
TEL： 03（6277）6785 / e-mail： keogon@gmail.com 

10月はお休みです。 

東京地方裁判所破産部の運用改善を求める会 担当：後藤三樹子 
TEL： 03（6427）8831 / e-mail： oddeye@abox3.so-net.ne.jp 

日時場所等：未定 （会議等日程がわかり次第ブルーノートにて告知します） 

当会は東京地方裁判所破産部の運用（本人申立ての事実上の排除）の是非を広く市民の方に問いかける

ことを目的として活動している団体です。現在，東京地方裁判所の運用の改善を求める諸活動，市民の

方への情報発信としてブログ「本人申立ての道～自己破産～」の執筆，司法書士の破産申立て書類作成

技術向上のための研修会開催等の活動をおこなっています。当会の活動に関心のある方は初心者でも大

丈夫です。担当までご連絡ください。 
クレサラ実務研究会 担当：中村貴寿 

TEL： 03（3354）8116 / e-mail：takatosi@palette.plala.or.jp  
未定 

なんでも総合相談会 担当：力丸 寛 
TEL： 03（5367）5141 / e-mail：hiroshi_rikimaru@mother-ship.jp 

日時：10月 31日（月）10時～20時（最終受付 19時） 場所：日司連ホール 

※相談員としてのご参加にご協力ください。 

相談内容：法律，生活保護，医療，労働，住まい，震災，女性ほか 

社会全体に広がる「いのち・すまい・くらし・しごと」を失うことへの不安や市民が直面する問題を社会全体

の問題として捉え，その抱える問題のために｢生活困窮｣や｢路上生活｣といった絶対的貧困に陥ることを防ぐた

め，各種の問題の専門家が連携し，ワンストップで市民の方々が抱える問題へ取り組むために，毎月相談会を
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実施しています。今回も，法テラス東京との共催を予定しています。参加希望申込等は力丸まで。 

小笠原等法律相談会 担当：後閑一博 
TEL： 03（3598）0444 

日時：10月 5日（水）大島，10月 14日（金）新島，10月 3日（月）神津島で開催 

（11月以降の予定） 

11月 2日，12月 7日，1月 11日，2月 1日，3月 1日 大島相談会 

11月 11日，12月 9日，1月 13日，2月 10日，3月 10日 新島相談会 

11月 11日，2月 10日 式根島相談会 

12月 5日，2月 6日 神津島相談会 

●その他，檜原村，三宅村でも相談会を行っています。 

※参加申込みは数ヵ月前に締め切ることもありますので，ご了承ください。 

銘々会 担当：菱田徳太郎 
TEL： 03（3761）6217 

10月はお休みです。 
※11月の予定  
11月 10日 日本大学法学部教授 小田司先生 
11月 18日 神奈川県司法書士会 稲村厚先生 
裁判ウォッチング市民の会 担当：石川雅敏 

TEL：03（5979）1911 
「定例会」日時：10月 28日（金）18：30～ 場所：ホクレア法律事務所 

※参加ご希望の方は担当までご連絡ください。 

ホームレス総合相談ネットワーク 担当：渡邉経子 
TEL：03（5979）1911 / e-mail：nonw@mrj.biglobe.ne.jp 

●相談会 

更生保護施設ステップ竜岡法律相談会 原則毎月第 1 木曜日 19 時～ 

更生保護施設ステップ押上法律相談会 原則毎月第 2 水曜日 18 時～ 

更生保護施設真哉会相談会 原則奇数月第 2 火曜日 18 時 30 分～ 

更生保護施設両全会相談会 原則毎月第 3 火曜日 18 時～ 

山友会相談会 原則毎月第 3 水曜日 15 時～ 

ヨハネ教会(蔵前)相談会 原則奇数月第 1 月曜日 10 時～ 

その他の施設での相談，アウトリーチ相談などもおこなっています。 

●定例会 

日時：最終水曜日 19時～ 場所：マザーシップ四谷事務所（新宿区四谷三丁目 2番地 2TRビル 7階） 

※相談会に参加希望の方は，前月の定例会にご参加ください。 
東京モラルハラスメントネット「すずらん」 担当：岡田 学 

TEL：03（5629）3575 / e-mail：mabkichi@mub.biglobe.ne.jp 
【定例会開催要項】 

日時：平成 28年 10月 16日（日）午後 1時 30分～午後 4時 30分 

場所：中央区女性センター「ブーケ２１」３階の研修室３（洋室）   

〒１０４－００４３ 東京都中央区湊１－１－１ ※エレベーターあり 

ＴＥＬ：０３－５５４３－０６５１ 

ＦＡＸ：０３－５５４３－０６５２ 

交通手段：東京メトロ日比谷線・ＪＲ京葉線「八丁堀駅」Ａ２出口徒歩３分 

※お問い合わせは上記担当連絡先にお願いいたします。 

川の手市民の会 担当：安藤剛史 
TEL：03（3821）1591 

未定 

武蔵野支部司法書士法律相談会 担当：勅使康友 
TEL ：0422（27）6761 

武蔵野支部会員による司法書士法律相談会 

日時：10月 1日（土）13時～16時 

会場：武蔵野公会堂（JR吉祥寺駅公園口から徒歩 2分，丸井隣り） 

※11月以降の開催予定日 

11月 19日，12月 11日，1月 14日 

今さら聞けない勉強会 担当：中村俊介 
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TEL：03（5842）1346  / e-mail：ikenohatahoumu@nifty.com 
未定 
次 回 幹 事 会 日時：10月 3日（月）19時～ 場所：司法書士会館９階ラウンジ 

次々回幹事会 日時：未定         場所：未定 
会   長 三 浦 直 美 TEL：０３（６２０６）２７５６ FAX：０３（６７７９）４６９３ 
事 務 局 長 片上 しのぶ TEL：０３（６４２３）７５６６ FAX：０３（６４２３）７５６６ 

 

ホームページ：http://www.tokyo-ssk.org/  担当：中村俊介 freshorange@mui.biglobe.ne.jp 

フェイスブック：https://www.facebook.com/tokyoseishikyo   

ツイッター：https://twitter.com/tokyoseishikyo  ユーザーネーム：@tokyoseishikyo 
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