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相続放棄をした方がよい場合
高齢化社会の相続法制の見直

判所に申し出て延長してもらうこ

まうと、そのまま相続をすること
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ともできます。
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２．連帯保証人も相続対象
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ス財産（負債）が多ければ、相続

はプラスの財産の限度でしか支払

先に支払いを請求することができ

を放棄した方が良いということ

い義務を負いません。限定承認を

るとされています。
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セミナー（無料）のご案内
開催日 平成 29 年４月８日(土)
午後１時 30 分より
（三鷹産業プラザ 地下１階）
テーマ 相続と遺言について
講 師 FP・行政書士 竹内健一
ご予約は、０４２２-５７-７０３３
「暮らしの相談室」竹内まで
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無料相談会のご案内
開催日 ３月 22 日 ４月 12 日
午後 2 時～4 時
※その他の日時はご相談ください
場 所 三鷹産業プラザ 2 階
まちづくり三鷹相談コーナー

受付内容
Ｂン 相続・遺言、会社設立、許認可他
ご予約は、０４２２-５７-７０３３へ
（初回相談無料）

セミナー風景
ユーカリ行政書士事務所
竹内健一
東京都三鷹市上連雀 8-8-11
◆相談室（サブオフィス）
東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザＢ1Ｆ
📞0422-57-7033
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