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電話は、原貝」日本語対応です。

鸞黒鰹不Wm如蠅宿市役所亦理警羹手

鐵 ,裁轟有生溝上飾国鼈鰤,政迎爾来

奮洵 。

地点:声田市役所協劫推辻科

(声 田市役所三楼26号宙口)
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Nttu b學爾khong hi3u cttc thtt tvc
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・ E)ia chi:Ban X`c ti6n h9p tac,tぅ a thi Chinh

thanh phO TOda
(Quら y s6 26,tang 3,tё a thi chinh thanh ph6 TOda)

ThOi gian:9:00 den 17:00tン th● 2 den th酔 6

(t"12:00d6n13:00 nghi)

(Nghi ngaylё  va cac ngay tレ 29/12d6n3/1)

丁υ van vion c6 thO n6i ngOtt ngulva c6 ca may phlon dich

丁げvan m6n phi Hay truy cap trang chO cOa thanh ph6 d6 bi6t

thOm ch116t 丁階むng hσ p gOi dien thoaithi Vさ nguyOn t6c,sё

hO trg bう ng jOng Nhat

くだ茜漑◎
ば しょ   と だ  し やく しょ きょうどう すい しん か

″場所 :戸田市役所 協働推進課 (戸田市役所3階 26番窓□)
にち じ   げつ よう び   きん よう び やす

多日時 :月曜日～金曜日 9:OO～ 17:00(12:00～ 13:00は休み)

(祝日や 12/29～ 1/3は 休み)
がいこく ご  はな    そうだんいん ほんやく き

外国語を話せる相談員がおり、翻訳機もあります。

隋響織茜膵飩鞣鞣鰺辮つ魃り、
そう だん     き

つたら種験に来

そうだん  むりょう くわ      し

相談は無料です。詳し<は市のホームページを見て<ださい。~~呻
ギ  

…

Pleasc consul驚 闇s if yo観 鶴ave
questio爾 s ab③懸t s③ ittg thF③観sh atty
p『③cess at the city office ③『 lf y⑬ u are

experiencing atty p『③blem.

・ Locationi Cooperation Promotion Division,
Toda City Office

(COunter No 26,3rd Floor of Toda City OfFice)

・ Hours:9:00 to 17:00 from Monday to Friday
(CiOSed frOm 12:00 to 13:00)

(C10Sed On holidays and from Dec 29 to」 an 3)

There are staff members who can speak foreign lan9uages

and translation machines atthe service desk

Consultation is free For details aboutthe servlce desk,please

see the city's vvebsite Phone ca‖ s are handled only in

」apanese in pr nciple
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