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英 語

横滨市多文化共生综合咨询中心
提供11种语言咨询及信息共享服务

中国語

요코하마시 다문화공생 종합상담센터
11개 국어로 상담 및 정보 제공

韓国語

Trung tâm tư vấn tổng hợp cộng sinh
đa văn hóa thành phố YOKOHAMA
Tư vấn và cung cấp thông tin bằng 11 ngôn ngữ

योकोहामा विदेश निवासी सूचना केन्द्र
11 भाषाहरूमा परामर्श र जानकारी प्रदान गर्दै

Daily Life Consultation We can provide daily life consultations and provision of general information, etc.

Phone Interpreting We will translate, over the telephone, things like simple inquiries and reservations at ward 
offices and the like.

Interpreter Dispatch We can dispatch, or introduce, volunteer interpreters to government offices and the like 
(free, but some paid).

Consultation by Specialists We can provide legal consultation, consultation on immigration and naturalization, 
consultation on education, and so on (reservation required).

Translation of Certificates We will make an English translation of your family register, an excerpt thereof, or your 
resident register (this service requires a fee).

The consultation staff will talk with you directly, or we will provide consultation by arranging an audio and/or video connection 
to our contracted interpreting company. (We may use machine translation software depending on the circumstances.)
* Please consult your local international lounge if there is difficulty in coming to the Center.

At the “YOKOHAMA Foreign Residents Information Center”, 
foreigners living in Yokohama will be able to receive consultations and 
information in any of 11 languages. Consultations are free of charge, and 
information will be kept in the strictest confidence.

Weekdays: 10:00 am – 5:00 pm (registration is until 4:30 pm)  
2nd and 4th Saturdays of the month: 10:00 am – 1:00 pm 
(registration is until 12:30 pm)
Closed on Sundays, national holidays, and Dec. 29 – Jan. 3

• Consultation on immigration and naturalization: 1st Thursday 
of the month: 1:00 pm – 4:00 pm (45 minutes per consultation)

• Consultation on Education: 2nd and 4th Saturdays of the 
month: 10:00 am – 12:30 pm

Where can 
I study Japanese?

I’m worried 
about my child’s 

studies.

I want advice
about immigration

procedures.

横滨市多文化共生综合咨询中心面向居住在横滨的外国人士，提供11种语言咨询及
信息共享服务。免费咨询，严格保密。

我想咨询一
下在留手续。

在哪里
可以学习日语？

Telephone consultation

与咨询员面对面交流，或与签约翻译公司音频、视频连线，提供咨询服务（也有使用机器翻译的情况）。
※不便直接来本中心的求助者请在当地的国际交流服务处咨询。

On-site consultation

担心孩子的学习

英語
English

中国語
中文

Open hours Consultation by Specialists (reservation required)

周一～周五：10点00分～17点00分（受理时间截止到16点30分）
第2及第4个周六：10点00分～13点00分（受理时间截止到12点30分）
周日、节假日、12月29日～1月3日休息

• 行政书士咨询：每月第1个周四：13点00分～16点00分（1件45分钟）
• 教育咨询：第2及第4个周六：10点00分～12点30分

电话咨询 现场咨询

受理时间 专家咨询（需预约）

生活咨询 为您提供日常生活方面的咨询服务及一般性的有用信息

电话口译 想要向区役所等机构简单问询或预约时，可为您提供电话口译服务。

口译派遣 为您派遣或介绍陪同前往行政机构的志愿者口译人员（免费、部分收费）

专家咨询 法律咨询、行政书士咨询、教育咨询等（需预约）

证书翻译 户籍誊本、抄本、住民票翻译成英文的服务（收费）

横浜市西区みなとみらい1-1-1 パシフィコ横浜

横浜国際協力センター5階

みなとみらい線「みなとみらい駅」から徒歩5分

JR・市営地下鉄「桜木町駅」から徒歩15分
Yokohama International Organization Center, 
5F Pacifico Yokohama 1-1-1, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama
5 minutes on foot from Minatomirai Station on the Minatomirai Line, 
or 15 minutes on foot from Sakuragicho Station on the JR 
and Municipal Subway lines

https://www.yokeweb.com/access

2019.8.1

所在地・アクセス
Access 

●

●

●

国立大ホール
National Convention Hall of Yokohama

こくりつだい

動く歩道
Moving Walkway

うご ほ どう

パシフィコ横浜展示ホール
Paci�co Yokohama

Exhibition Hall

●

●

●

よこはま

よこはま

てんじ

JR桜木町駅
JR Sakuragicho Sta.

さくらぎちょうえき

MARK IS みなとみらい
Mark is Minatomirai

●

●
横浜美術館

Yokohama Museum of Art

よこはまびじゅつかん

横浜ランドマークタワー
The Landmark Tower

よこはま

日本丸メモリアルパーク
Sail Training Ship Nippon Maru 
Yokohama Port Museum

にっ

クイーンズスクエア横浜
Queen's Square Yokohama

よこはま

横浜ベイホテル東急
The Yokohama Bay Hotel Tokyu

よこはま とうきゅう

ぽんまる

横浜市多文化共生総合相談センター    YOKOHAMA Foreign Residents Information Center

TEL: 045-222-1209　  FAX: 045-222-1187　  E-mail: t-info@yoke.or.jp　  URL: https://www.yokoinfo.jp yoke

公益財団法人 横浜市国際交流協会
Yokohama Association for International
Communications and Exchanges(YOKE)

外国人のみなさまへのご案内
Information for Foreign Residents

横浜市多文化共生総合相談センター
11言語での相談・情報提供

TEL: 045-222-1209   E-mail: t-info@yoke.or.jp

Pusat Informasi Penduduk Asing 
YOKOHAMA
Menyediakan konsultasi dan informasi dalam 11 bahasa

インドネシア語

YOKOHAMA Foreign Residents 
Information Center
Paglalaan ng pagkakataon ng pagkokonsulta at ng impormasyon sa 11 wika

タガログ語

ศูนย์ให้คำปรึกษาพหุวัฒนธร
รมแห่งเมืองโยโกฮาม่า
บริการให้ข้อมูลและคำปรึกษา 11 ภาษา

タイ語

Centro de Informações para Residentes
Estrangeiros em YOKOHAMA
Oferecendo consultas e informações em 11 idiomas

ポルトガル語

Centro de Información para Residentes 
Extranjeros en YOKOHAMA
Brinda consultas e información en 11 idiomas

スペイン語

相談員と、直接相談ができます。
通訳と電話やタブレットをとおして、相談ができます。（翻訳機を使う時もあります。）
区役所などと電話をつないで、相談もできます。
※センターに来られない人は、横浜にある国際交流ラウンジに聞いてください。

生 活 相 談

電 話 通 訳

通 訳 派 遣

専 門 相 談

証明書の英訳

●

●

●

●

●

：横浜での暮らしの相談をうけます。情報を教えます。

：区役所などに何か聞きたい時、予約をしたい時、電話通訳をします。

：区役所などにボランティアの派遣・紹介をします。（０円です。お金が要るものもあります。）

：法律の相談、在留資格の相談、教育の相談など。（０円です。）

：日本の戸籍、住民票を英語にします。（お金が要ります）

たとえば

・在留手続きについて相談したい

・どこで日本語の勉強ができるの？

・英語が話せるお医者さんを
さがしている

・子どもの勉強が心配　など　

「横浜市多文化共生総合相談センター」では、

横浜で暮らしている外国人から、
１１の言葉で相談を受けます。相談は０円です。
相談の内容は、他の人に話しません。

月曜日～金曜日：10：00～17：00（受付は16：30まで）

第2・第4土曜日：10：00～13：00（受付は12：30まで） ※電話での相談は日本語、英語、中国語、スペイン語のみ

日曜日、祝日、12/29～1/3は休み

曜日と時間

行政書士相談：毎月 第1木曜日：13：00～16：00（1回45分）

教育相談：第2・第4土曜日：10：00～12：30
専門相談

（予約をしてください）

電話で相談をする センターに来て相談をする

ポルトガル語ポルトガル語ポルトガル語ポルトガル語ポルトガル語ポルトガル語ポルトガル語ポルトガル語ポルトガル語ベトナム語

スペイン語スペイン語スペイン語スペイン語スペイン語スペイン語スペイン語スペイン語ネパール語

我在寻找能够使用中
文看病的医院。

EspañolPortuguêsภาษาไทยTagalogBahasa
IndonesiaनेपालीTiếng

Việt한국어中文にほんご English

I’m looking for
a hospital where I can get 

a checkup in English.

みなとみらい駅
Minatomirai Sta.

えき

横浜みなとみらいホール
Yokohama Minato Mirai Hall

・どこで日本語の勉強ができるの？
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