
さ っ ぽ ろ こ く さ い

(公財)札幌国際プラザ
さっぽろしちゅうおうくきた１じょうにし３ちょうめ さっぽろ かい

札幌市中央区北1条西3丁目 札幌MNビル３階
TEL 011-211-2105    FAX 011-232-3833  MAIL tabunka@plaza-sapporo.or.jp

むりょう せんもんか そうだんかい うけつけしゅうりょう

無料専門家相談会 1:30PM – 4:30PM (4:00PM受付終了）
しょうひしゃとらぶる ざいりゅうしかく こくさいけっこん りこん そうぞく ゆいごん ぜいきん せいかつ なか もんだい べん ご

消費者トラブルのほか、在留資格、国際結婚・離婚、相続・遺言、税金など、生活の中の問題に、弁護士、
ぎょうせいしょし ぜい り し そうだん に ほん ご え い ご そうだん そうだんかい よ やく ひつよう

行政書士、税理士が相談にのります。日本語と英語で相談できます。※相談会は予約は必要ありません。

し

これだけは知っておきたい！
が い こ く じ ん し ょ う ひ せ い か つ せ み な ー

外国人のための消費生活セミナー

2019年6月22日(土)
11:00ＡM – 12:30PM

きょうさい が い こ くじん ほ う り つ し え ん ほっかいどう ざいりゅうてつづき きょうぎかい きょうりょく ほっかいどうぜいりしかい ほうてらすさっぽろ

共催：外国人法律支援ネットワーク、北海道在留手続協議会 協力：北海道税理士会、法テラス札幌
(一財)自治体国際化協会「平成31年度多文化共生のまちづくり推進事業」

かいじょう もうしこみ といあわ しゅさい

会場/申込/問合せ/主催

おんらいんじょう かいもの だいきん しはら しなもの とど とうろく おぼ さいと こうがく しはら

オンライン上で買い物をして、代金を支払ったのに品物が届かない。登録した覚えのないサイトから、高額の支払いを
せいきゅう か へや あ わた こうがく げんじょうかいふくひよう せいきゅう しききん かえ

請求された。借りた部屋を明け渡したけど高額な原状回復費用を請求され敷金も返してくれなかった…。
しょうひせいかつ かん し ほうりつ とらぶる あ とき たいしょほう がいこくじんほうりつ し えん ねっとわーく

消費生活に関して知っておきたい法律や、トラブルに遭った時の対処法について「外国人法律支援ネットワーク」
べんごし しょうひせいかつそうだんいん はなし

の弁護士と、消費生活相談員がお話します。
ひとりひとり あんしん しょうひせいかつ いと ひつよう ちしき み つ

一人一人が安心して消費生活を営なめるよう、必要な知識を身に付けましょう！
にほんご こうえん えいごつうやく つ よやく ひつよう せんちゃく めい

日本語の講演に英語通訳が付きます。予約が必要です。(先着30名)

がいこくじんほうりつ し えん

*外国人法律支援ネットワーク
ほうりつ かん がいこくじん なや かいけつ て つだ さっぽろ べん ご し

法律に関する外国人の悩みを解決するお手伝いをする札幌の弁護士のグループです。
げつ きん

TEL 011-204-9535 (月～金 10:00～17:00）

参加無料



Consumer issues
All you should know about

SATURDAY, JUNE 22
11:00AM – 12:30PM

Co-organized by Legal Service Network for Foreigners in Sapporo & Hokkaido Immigration Procedures Consultation
In cooperation with Hokkaido Certified Public Tax Accountants’ Association & Japan Legal Support Center
*The event is made possible by a grant from CLAIR (Council of Local Authorities for International Relations).

Venue / Apply to / Organizer

Sapporo International Communication Plaza (SICP)
Sapporo MN bldg. 3F, Kita 1-jo Nishi 3-chome,Chuo-ku, SAPPORO
TEL 011-211-2105    FAX 011-232-3833    MAIL tabunka@plaza-sapporo.or.jp

*Legal Service Network for Foreigners is a group of Sapporo lawyers which provides legal 

support for foreigners. Specialized and experienced lawyers offer legal consultation and legal 

representation services.    TEL 011-204-9535 (Mon.～Fri. 10:00AM～5:00PM）

Free Professional Consultation 1:30PM-4:30PM (doors close at 4:00PM）

Lawyers, administrative procedure specialists, and tax accountants will provide free consultation on 
issues such as consumer issues, inheritance and will, international marriage and divorces, tax, visas, 
etc. No reservation is needed.

Free Legal Seminar for Foreign Nationals

You purchased something online and paid for it in advance, but it never came. A large bill came from a 
website that you have no memory registering for. You vacated the apartment you had been renting but 
you were charged expensive restoration costs and your deposit was not returned. 

A lawyer from the Legal Service Network for Foreigners and a consumer affairs consultant will talk about 
all the things you should know about being a consumer, including consumer laws and what to do when 
there’s an issue. Come learn all you need to know about being a consumer so you can shop with peace 
of mind.  

This is a Japanese seminar with English Interpretation. (for the first 30 people who apply) 

FREE!


