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(公財)川崎市国際交流協会 〒211-0033 神奈川県川崎市中原区木月祗園町 2－2   http://www.kian.or.jp/ 

℡℡℡℡000044444444----435435435435----7000700070007000            FFFFaaaax044x044x044x044----435435435435----7010701070107010             E E E E----mailmailmailmail：：：： kiankawasaki@kian.or.jp kiankawasaki@kian.or.jp kiankawasaki@kian.or.jp kiankawasaki@kian.or.jp    

 

                        

    

【【【【日日日日    時】時】時】時】2014201420142014 年年年年４４４４月月月月 11112222 日（土）日（土）日（土）日（土）・・・・13131313 日日日日((((日日日日))))        

【会【会【会【会    場】場】場】場】ミューザ川崎シンフォニーホール、ラゾーナ、ラミューザ川崎シンフォニーホール、ラゾーナ、ラミューザ川崎シンフォニーホール、ラゾーナ、ラミューザ川崎シンフォニーホール、ラゾーナ、ラ    チッタデッラチッタデッラチッタデッラチッタデッラ    

                        その他その他その他その他 9999 つの交流ステージでつの交流ステージでつの交流ステージでつの交流ステージで無料のライブコンサート無料のライブコンサート無料のライブコンサート無料のライブコンサート    

            【内【内【内【内    容】メインステージ容】メインステージ容】メインステージ容】メインステージ::::「朴
パク

 葵姫
キ ュ ヒ

」(韓国)  「ウェイウェイ・ウー」(中国)  

「中
あたり

 孝介」(日本) 

           また「2014 かわさきアジアンフェスタ」かわしんふれあい広場・仲見世通りで          

アジア各国の郷土料理や雑貨を集めた「アジア屋台村」その他 

                       
                        チケットは、S 席：6,500 円 / A 席：5,500 円。 

tvk チケットカウンター、ローソンチケット、e プラスなどで販売中です。    

【詳細【詳細【詳細【詳細】】】】『アジア交流音楽祭』ｔｖｋチケットカウンターｔｖｋチケットカウンターｔｖｋチケットカウンターｔｖｋチケットカウンター TEL：：：：045-663-9999。 

『アジアンフェスタ』経済労働局経済労働局経済労働局経済労働局 商業観光課商業観光課商業観光課商業観光課 TEL：：：：044-200-2356    FAX：：：：044-200-3920    

     

    

【日【日【日【日    時】時】時】時】毎月第毎月第毎月第毎月第 2222・・・・4444 週の土曜日週の土曜日週の土曜日週の土曜日    午前中午前中午前中午前中    (8:30(8:30(8:30(8:30～～～～12:30)12:30)12:30)12:30)    

3333 月月月月は、第は、第は、第は、第 5555 週の土曜日も開きます週の土曜日も開きます週の土曜日も開きます週の土曜日も開きます。。。。    

※ 支所・出張所・連絡所は開きません。支所・出張所・連絡所は開きません。支所・出張所・連絡所は開きません。支所・出張所・連絡所は開きません。    

        

    

 
 
 
 
 
    

    

行政サービスコーナー行政サービスコーナー行政サービスコーナー行政サービスコーナーでは土曜日も各種証明書を発行しています。 

平日：7：30～19：00   土曜日 9：00～17：00  

 

 

 

 

日時日時日時日時        2014201420142014 年年年年 4444 月月月月 6666 日日日日    ((((日日日日))))    午後午後午後午後    ２～７時２～７時２～７時２～７時        無料です！無料です！無料です！無料です！ 

 
 
 
 
 
 
 

窓口窓口窓口窓口    『区民課』『区民課』『区民課』『区民課』                    『『『『保険年金課保険年金課保険年金課保険年金課』』』』    

転入届・転出届    

印鑑登録の受付・登録証明書の発行    

国民健康保険料の納付    

住民票の写しの発行 

戸籍に関する届出 

小児医療証の発行    

    

手続き手続き手続き手続き    

市立小・中学校の入学・転校手続き その他 (年金手続きはしません) 

    場所場所場所場所                    電話番号電話番号電話番号電話番号                                                    言語言語言語言語    

東京東京東京東京        ０３－６４２７－５９０２０３－６４２７－５９０２０３－６４２７－５９０２０３－６４２７－５９０２    ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語語語語    ・スペイン語・スペイン語・スペイン語・スペイン語    ・英語・英語・英語・英語    

名古屋名古屋名古屋名古屋        ０５２－４１４－５９０１０５２－４１４－５９０１０５２－４１４－５９０１０５２－４１４－５９０１    ポルトガル語ポルトガル語ポルトガル語ポルトガル語    ・スペイン語・スペイン語・スペイン語・スペイン語    ・英語・英語・英語・英語    

大阪大阪大阪大阪        ０６－４７０８－３６３７０６－４７０８－３６３７０６－４７０８－３６３７０６－４７０８－３６３７    中国語中国語中国語中国語    ・英語・英語・英語・英語    

https://www.kian.or.jp/hlkwsk.shtml
https://www.kian.or.jp/
mailto:kiankawasaki@kian.or.jp


 １．１．１．１．    入学式、入学式、入学式、入学式、 

        始業式始業式始業式始業式 

２．２．２．２．    給食、試食会、給食、試食会、給食、試食会、給食、試食会、 

当番当番当番当番 

３．３．３．３．    授業参観授業参観授業参観授業参観 

４．４．４．４．    懇談会、保護者会懇談会、保護者会懇談会、保護者会懇談会、保護者会 

５．５．５．５．    個人面談、個人面談、個人面談、個人面談、 

        三者面談三者面談三者面談三者面談 

６．６．６．６．    家庭訪問家庭訪問家庭訪問家庭訪問 

７．７．７．７．    運動会、遠足運動会、遠足運動会、遠足運動会、遠足 

８．８．８．８．    放課後放課後放課後放課後 

９．９．９．９．    卒業式、卒業式、卒業式、卒業式、 

終業式終業式終業式終業式 

10. 給食費、教材費給食費、教材費給食費、教材費給食費、教材費 

11. 申請・提出期間申請・提出期間申請・提出期間申請・提出期間 

12. 就学奨励金就学奨励金就学奨励金就学奨励金 

 

１．１．１．１．    Nyugakushiki, 

Shugyoshiki 

２．２．２．２．    Kyushoku、、、、Shishokukai、、、、

Toban 

３．３．３．３．    Jugyo sankan 

４．４．４．４．    Kondankai, Hogosyakai 

５．５．５．５．    Kojin  mendan, 

    Sansya  mendan 

６．６．６．６．    Katei  homon 

７．７．７．７．    Undokai, Ensoku 

８．８．８．８．    Hokago 

９．９．９．９．    Sotsugyoshiki, 

    Shugyoshiki 

10.  Kyushokuhi, Kyozaihi  

11.  Shinsei・・・・Teisyutsu kikan     

12．．．．Shugaku shoreikin 

    

☆☆☆☆ 

                                                    

                

    

    

    

    

    

    
 
 

 

 

 

 

    

    

    
4444 月月月月 1111 日以降も、川崎市国際交流センター施設利用料、施設設備利用料に日以降も、川崎市国際交流センター施設利用料、施設設備利用料に日以降も、川崎市国際交流センター施設利用料、施設設備利用料に日以降も、川崎市国際交流センター施設利用料、施設設備利用料に    

ついて変更はございません。今後とも皆様のご利用をお待ちしております。ついて変更はございません。今後とも皆様のご利用をお待ちしております。ついて変更はございません。今後とも皆様のご利用をお待ちしております。ついて変更はございません。今後とも皆様のご利用をお待ちしております。    

    

「「「「川崎市国際交流センター川崎市国際交流センター川崎市国際交流センター川崎市国際交流センター    のののの    外国人窓口相談」外国人窓口相談」外国人窓口相談」外国人窓口相談」        
    

わからないことや、困ったことがあった時相談できます。わからないことや、困ったことがあった時相談できます。わからないことや、困ったことがあった時相談できます。わからないことや、困ったことがあった時相談できます。                                                                                                            無料です無料です無料です無料です!!!!!!!!    

 

・相談時間 (午前１０時から１２時 午後１時から４時）   電話 ０４４－４３５－７００００４４－４３５－７００００４４－４３５－７００００４４－４３５－７０００    
 

言 語 曜 日  言 語 曜 日 

英語  月曜日から土曜日   中国語 火曜日・水曜日・金曜日 

ポルトガル語 火曜日・金曜日   スペイン語 火曜日・水曜日 

韓国・朝鮮語 火曜日・木曜日  タガログ語 火曜日・水曜日 

 

・川崎区役所 無料外国人相談 (面談)           ・麻生区役所 無料外国人相談 (面談)  

言 語 曜 日 時 間 言 語 曜 日 時 間 

英語 第１、第３木曜日 午後 2 時から 4 時

半 

英語 第１、第３木曜日 午前 9 時半から 12

時 

中国語 第１、第３火曜日 午後 2 時から 4 時

半 

中国語 第１、第３火曜日 午前 9 時半から 12

時 

タガログ

語 

第１、第３火曜日 午前 9 時半から 12

時 

 

タガログ

語 

第１、第３水曜日 午後 2 時から 4 時半 

＊行政書士による無料相談会行政書士による無料相談会行政書士による無料相談会行政書士による無料相談会（日本語）   場所： センター２階 協会会議室  

日時：日時：日時：日時：    4444 月月月月 20202020 日日日日    日曜日日曜日日曜日日曜日    午後２時から４午後２時から４午後２時から４午後２時から４時時時時            （通訳は 予約が 必要です。有料） 

 

★ 川崎市国際交流センターでは、「Free Consultation Services Card 無料外国人窓口相談カー

ド」と「Emergency Information Card  災害時連絡カード」を、お配りしています。★ 


