相談したい

読んでいろいろ知りたい
ガイドブック草加（英、中、韓、ｽﾍﾟｲﾝ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ、ﾀｲ、
ｳﾙﾄﾞｩ）
手続き、生活、税金、緊急、子育てなど
市役所・サービスセンターで配布
問い合わせ：☎048-922-2970（国際相談コーナー）

草加市ホームページ英語版
http://www.city.soka.saitama.jp/english/index.html
「広報そうか」、休日当番医、ガイドブック草加の
内容などがみられる。

これ らの情報に つい て
外国語版が必要な方は、
国際 相談コーナ ーま で
連絡ください。

日本語教室
日本語を勉強したり、
外国人同士の知り合いを作ったり、
日本での生活のヒントを学んだり。

（草加市）国際相談コーナー（英・中）
☎048-922-2970（月・水・金）9:00～17:00
市役所手続き、編入・入学、生活相談など
＊他の言語は要相談

（入管）インフォメーションセンター

（草加市）いきいき市民相談室（日本語）

法務局（越谷）（日本語）

（英・中・韓・ｽﾍﾟｲﾝなど）
☎03-5796-7111
滞在資格（ビザ）について

☎048-922-0566

☎048-966-1321

法律相談予約、生活相談など

帰化、国籍

（埼玉県）外国人総合相談コーナー
（英・中・ｽﾍﾟｲﾝ・ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ・韓・ﾊﾝｸﾞﾙ
ﾀｶﾞﾛｸﾞ・ﾀｲ・ﾍﾞﾄﾅﾑ）
☎048-833-3296（月～金）9:00～16:00
生活相談、窓口での通訳、通訳つき法律相談(予約)

家庭裁判所（越谷）（日本語）
☎048-910-0123
離婚、認知

子どもを学校に行かせたい
小学校・中学校

→ 教育委員会で手続きします。

高等学校・大学 → 直接学校に出願して受検します。
※手続きは国際相談コーナーにご相談ください。 ☎048-922-2970（月・水・金）9:00～17:00

勉強会

「にほんご」で勉強会 谷塚文化センター（日）獨協大学（月）
春休み、夏休みもあり。

「草加市及び近隣の日本語教室一覧表」

問い合わせ： ☎080-2049-4117（Living in Japan）

市役所、サービスセンター、公民館で配布
☎048-922-2970（国際相談コーナー）
（月・水・金）午前 9:00～午後 5:00

「多文化こども学習塾」 中央図書館（隔週 土）
問い合わせ：

☎090-6528-4892（横堀）

作成：草加市国際相談コーナー（市民の立場から NPO 法人 Living in Japan が運営しています。）(2011.11.3)

Help Desk

Information
Guidebook Soka (English, Chinese, Korean, Spanish,
Portuguese, Thai, Urdu） Explains about procedures,
Life, Tax, Emergencies, Parenting etc
Available at City Hall, Service Centers
☎048-922-2970（Intercultural Information Corner）

English Website of Soka
http://www.city.soka.saitama.jp/english/index.html
Latest news of Soka, Hospitals open on Sunday &
Holiday and GB Soka in English etc. are available.

Ask for this information in
another languages, call to
Intercultural Information
Corner.

Japanese Classes
You can not only learn Japanese but also
find friends and know the hints for living
in Japan,

（in Soka）Intercultural Information Corner
（English・Chinese）*Ask for another languages
☎048-922-2970（Mon・Wed・Fri）9am～5pm
Help for procedure at City Hall, Enroll your child at
local schools or assistance with life etc
（in Soka）Iki-iki Help Desk（in Japanese only）
☎048-922-0566
Legal matters (reservation
required), administrative procedures etc.
（Saitama Pref.）Help desk for Foreigners
(English, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese, Thai,
Tagalog, Vietnamese)
☎048-833-3296（Mon～Fri）9am～4pm
Interpreter at public windows, legal or visa matters
with a translator (reservation required) etc

Available at City Hall, Service Center and
Public halls
☎048-922-2970（Intercultural Information
Corner）（Mon・Wed・Fri）9am～5pm

(English, Chinese, Korea, Spanish etc)
☎03-5796-7111
About visa status etc
（in Koshigaya）（in Japanese only）

・Regional Legal Affairs Bureau
☎048-966-1321
Naturalization, nationality etc
・Family court
☎048-910-0123
Divorce, affiliation etc.

Enrolling at a school
Elementary school・Junior high

School

High school・College/University →

→ Apply at the board of education.

Apply and take an entrance examination.

※Call for

assistance to Intercultural Information Corner. ☎048-922-2970（Mon・Wed・Fri）9am～5pm
Study Classes

「List of Japanese Classes in Soka 」

（Immigration）Information Center

「Nihongo de Benkyou-kai」 at Yatsuka Bunka Center (Sun)

Dokkyo University (Mon)

*also during spring and summer vacation

Inquiry: ☎080-2049-4117（Living in Japan）

「Tabunka Kodomo Gakushu-jyuku」 at Library（every other Sat.）
Inquiry:

☎090-6528-4892（Ms. Yokohori）

By “Intercultural Information Corner” (managed from a citizens standpoint by a local NPO Living in Japan）(November 3, 2011)

