
一般相談/General 法律相談/Legal 教育相談/Education 電話番号/Tel 場所/Place
Consultas en General

Consultas Gerais
Consultas jurídicas

Consulta sobre Educación

Consulta sobre Educação

9:00-12:00,13:00-16:00 13:00-16:00 10:00-13:00, 14:00-16:30

Todos los viernes 2do. y 4to.viernes del mes Todos los viernes  横浜
よこはま

金曜日 第2、第4金曜日 毎週金曜日
（あーす

　ぷらざ）

スペイン語
Todos los lunes y

3er. Miércoles del mes
 1er. lunes y 3er.miércoles

月曜日、第3水曜日 第1月曜日、第3水曜日

Todas as quartas-feiras e

 4ª sexta-feira  do mês

2ªquarta-feira e

4ª sexta-feira  do mês
Todas as quartas-feiras  横浜

よこはま

水曜日、第4金曜日 第2水曜日、第4金曜日 毎週水曜日
（あーす

   ぷらざ）

ポルトガル語 Todas as terças-feiras e 

3ª quarta-feira  do mês
2ª quarta-feira  do mês

火曜日、第3水曜日 第2水曜日

Português

Gerais/jurídicas:

045-896-2895

Educação:

045-896-2972

046-221-5774  厚木
あつぎ

Español

General/Jurídicas:

045-896-2895

 Educación:

045-896-2972

046-221-5774  厚木
あつぎ

神奈川県 外国人 相談窓口　がいこくじん そうだん まどぐち

Español / Português

Teléfono

Telefone

Lugar

Local

問い合わせ：☎045-896-2896 / tabunka@earthplaza.jp

神奈川県地球市民プラザ（あーすぷらざ） 多文化共生チーム
kanagawa.earthplaza

れんらく

Messengerでもご連絡ください

おかねのこと てがみのこと ほうりつのこと がっこうのこと

がいこくご

外国語で
そうだん

相談できます。

                              ※来訪・電話・Facebook messengerで対応できます

                              ※土日・祝日は閉室

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※来訪・電話・メール・Facebook messengerで対応できます

                          ※日・祝日は閉室



一般相談/general 法律相談/legal 教育相談/education 電話番号/Tel 場所/Place

일반상담/Tư vấn thông thường 법률상담/Tư vấn pháp luật
Konsultasyon Ukol sa Edukasyon

Ngày tư vấn

9:00-12:00,13:00-16:00 13:00-16:00 10:00-13:00, 14:00-16:30

English 1st，3rd，4th Tuesdays 1st, 3rd Tuesdays

英語 第1、第3、第4火曜日 第1、第3火曜日

Tagalog Tuwing Martes

タガログ語 毎週火曜日

조선말/

한국어
 매월 제 4 목요일  매월 제 4 목요일

韓国語 第4木曜日 第4木曜日

中文  每周星期四及 每个月第一周星期二  每个月第一周星期二及第四周星期四 每周星期四和星期六

中国語 第1火曜日、木曜日 第1火曜日、第4木曜日 毎週 木曜日、 毎週土曜日

Thứ Ba của tuần thứ 3 mỗi tháng, 

Thứ Sáu của tuần thứ 1 và 3 hàng tuần

Thứ 6 của tuần thứ 2, Thứ 3 của 

tuần thứ 2 mỗi tháng
Thứ sáu

第1,2,3金曜日、第3火曜日 第2金曜日、第3火曜日 毎週金曜日

Tiếng Việt Thứ hai tuần đầu tiên Thứ hai tuần đầu tiên

ベトナム語 第1月曜日 第1月曜日

Thứ năm hàng tuần -

木曜日 ※第4木曜日は電話で できます

044-549-0047 川崎
かわさき

Tư vấn thông thường:

 045-896-2895

Ngày tư vấn:

045-896-2972

046-221-5774 厚木
あつぎ

045-896-2972

045-896-2895

地点/장소/

Lugar/Địa chỉ

神奈川県 外国人 相談窓口　がいこくじん そうだん まどぐち

English / Tagalog / 조선말/한국어 / 中文 / Tiếng Việt

045-896-2895

横浜
よこはま

（あーすぷらざ）

一般/法律：
045-896-2895

教育: 045-896-2972

전화 번호/telepono

số điện thoại

                              ※来訪・電話・Facebook messengerで対応できます

                              ※土日・祝日は閉室

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※来訪・電話・メール・Facebook messengerで対応できます

                          ※日・祝日は閉室


