
なわゝつ蛉り、

つた蟻橿験に て<ださ輔◎

齢語薗暴進象(芦晶希獲欝3悩 26基馨首)
そう び                                      ゃす

多 日時 :月曜日～金曜日 9:oo～ 17:00(12:00～ 13:OOは休み)
やすしっくじつ

(祝日や 12/29～ 1/3は 休み)
がいこく こ  はな    そうだんいん

ら
き来

外国語を話せる相談員がおり、翻訳機もあります。
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。ヽヽヽヽSヽヽヽヾヽ ヽヽヽヽ゛ヽ、
、ご

Please cons瞳 1篭 観s if you have

suesti③ ns about s③ ing thF③購gh any
procoss attthe citty office orif you are

experiencing any pFOblem。
LocationI Cooperation Promotion Division,

Toda City Office

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

.Hours:9:00 to 17:00 from Monday to Friday
(C10Sed frOm 12:00 to 13 00)

(C10Sed On holidays and from Dec 29 to」 an 3)
There are staff members who can speak foreign languages

and transiation machlnes atthe service desk

Consultation is free For detalls aboutthe service desk,please

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

よヽ■ミ .
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市鰻所で

悩励事が

場所 :戸田市役

1ヽ|■|■ 11■ ■ |■|

て  つづ

季続き鶉倉か
そう だん

の

あ

ほんやく き

」ヽapanese in p面 ndp降

入1型 21型ス}フ }018H呈 lス l踏フれ }

皿製③]籠2人 1理 醤留言}司 Ω}手人|プ l

塵}雇琥L!睡
[贅
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(三 EI人 |]3呑 26咀 智子 )
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(12:00～ 13:001]1評 拝1)
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電話は、原則日本語対応です。
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如黒惣不了解麺f覇在市役購券理警鑢手 |

ヽ

数,或是有生活上的圏罐麟,政避前来 |

資洵。               ヽ
地点:声 田市役所跡劫推避科

(戸 田市役所三楼26号宙口)

杏洵肘i133:周 ―至周五9:00‐17:00

(12:00-13:00休 息 )

(法定市佃日及12月 29日 -1月 3日 休息 )

N6u bttn khong hi6u cttc thtt tvc

騎ふnh cね inh ctta ttta t騎 :Chinh hay c6
vΔ n dき :③ !底 購s,Ltty麟轟n tFaO dOl v⑤ i

chttng篭◎:

″Dia chi:Ban xttc 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)

I Thむ i gian:9:oo den 17:00tむ th酔 2 den th● 6
(tむ 12:00 dOn 13:00 nghi)

(Nghi n9う y16 va cac ngaytむ 29/12d6n3/1)
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