
 



 

時　間 開設場所 相談方法 担当支所

5日 (水) 13:30～15:30 伊勢市小俣保健センター 来所･電話 小俣支所

12日 (水) 13:30～15:30 伊勢市福祉健康センター 来所･電話 伊勢支所

19日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　御薗支所(ハートプラザみその北側) 来所･電話 御薗支所

26日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　二見支所(二見ふれあいプラザ) 来所･電話 二見支所

8日 (月) 13:30～15:30 伊勢市小俣保健センター 来所･電話 小俣支所

10日 (水) 13:30～15:30 伊勢市福祉健康センター 来所･電話 伊勢支所

17日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　御薗支所(ハートプラザみその北側) 来所･電話 御薗支所

24日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　二見支所(二見ふれあいプラザ) 来所･電話 二見支所

7日 (水) 13:30～15:30 伊勢市小俣保健センター 来所･電話 小俣支所

14日 (水) 13:30～15:30 伊勢市福祉健康センター 来所･電話 伊勢支所

21日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　御薗支所(ハートプラザみその北側) 来所･電話 御薗支所

28日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　二見支所(二見ふれあいプラザ) 来所･電話 二見支所

5日 (水) 13:30～15:30 伊勢市小俣保健センター 来所･電話 小俣支所

12日 (水) 13:30～15:30 伊勢市福祉健康センター 来所･電話 伊勢支所

19日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　御薗支所(ハートプラザみその北側) 来所･電話 御薗支所

26日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　二見支所(二見ふれあいプラザ) 来所･電話 二見支所

2日 (水) 13:30～15:30 伊勢市小俣保健センター 来所･電話 小俣支所

9日 (水) 13:30～15:30 伊勢市福祉健康センター 来所･電話 伊勢支所

16日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　御薗支所(ハートプラザみその北側) 来所･電話 御薗支所

23日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　二見支所(二見ふれあいプラザ) 来所･電話 二見支所

6日 (水) 13:30～15:30 伊勢市小俣保健センター 来所･電話 小俣支所

13日 (水) 13:30～15:30 伊勢市福祉健康センター 来所･電話 伊勢支所

20日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　御薗支所(ハートプラザみその北側) 来所･電話 御薗支所

27日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　二見支所(二見ふれあいプラザ) 来所･電話 二見支所

4日 (水) 13:30～15:30 伊勢市小俣保健センター 来所･電話 小俣支所

11日 (水) 13:30～15:30 伊勢市福祉健康センター 来所･電話 伊勢支所

18日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　御薗支所(ハートプラザみその北側) 来所･電話 御薗支所

25日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　二見支所(二見ふれあいプラザ) 来所･電話 二見支所

1日 (水) 13:30～15:30 伊勢市小俣保健センター 来所･電話 小俣支所

8日 (水) 13:30～15:30 伊勢市福祉健康センター 来所･電話 伊勢支所

15日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　御薗支所(ハートプラザみその北側) 来所･電話 御薗支所

22日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　二見支所(二見ふれあいプラザ) 来所･電話 二見支所

6日 (水) 13:30～15:30 伊勢市小俣保健センター 来所･電話 小俣支所

13日 (水) 13:30～15:30 伊勢市福祉健康センター 来所･電話 伊勢支所

20日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　御薗支所(ハートプラザみその北側) 来所･電話 御薗支所

27日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　二見支所(二見ふれあいプラザ) 来所･電話 二見支所

5日 (金) 13:30～15:30 伊勢市小俣保健センター 来所･電話 小俣支所

10日 (水) 13:30～15:30 伊勢市福祉健康センター 来所･電話 伊勢支所

17日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　御薗支所(ハートプラザみその北側) 来所･電話 御薗支所

24日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　二見支所(二見ふれあいプラザ) 来所･電話 二見支所

7日 (水) 13:30～15:30 伊勢市小俣保健センター 来所･電話 小俣支所

14日 (水) 13:30～15:30 伊勢市福祉健康センター 来所･電話 伊勢支所

21日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　御薗支所(ハートプラザみその北側) 来所･電話 御薗支所

28日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　二見支所(二見ふれあいプラザ) 来所･電話 二見支所

7日 (水) 13:30～15:30 伊勢市小俣保健センター 来所･電話 小俣支所

14日 (水) 13:30～15:30 伊勢市福祉健康センター 来所･電話 伊勢支所

22日 (木) 13:30～15:30 伊勢市社協　御薗支所(ハートプラザみその北側) 来所･電話 御薗支所

28日 (水) 13:30～15:30 伊勢市社協　二見支所(二見ふれあいプラザ) 来所･電話 二見支所

※5月3日(水)は祝日のため上記日付に変更。
※1月3日(水)は年始であり、1月4日(木)は無料法律相談実施予定日であるため上記日付に変更。
※3月21日(水)は祝日のため上記日付に変更。
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