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签证免费咨询 2019 年度日程
广岛县行政书士会，在以下日程，就签证的延长和变更手续
等进行免费咨询。保守机密，免费。
如果需要翻译，请提前预约。
▼日期 5/11，7/13，9/14，11/9，1/11，3/14
均为星期六 13:00～16:00
▼地点 国际交流中心
▼咨询处 广岛县行政书士会・国际业务协议会
0823-55-1152（担当:森川）

２０２０年３月３１日まで
配架をお願いします。
発行 呉市国際交流協会
〒737-8501 呉市中央４丁目１－６
呉市役所１階 国際交流センター
TEL 0823-25-5607 E-mail kure-ies@eagle.ocn.ne.jp
WEB http://kurekiea.com
FB https://www.facebook.com/kure.iea
●可以从协会网页扫二维码下载。

ビザ無料相談会 2019年度日程
広島県行政書士会が，次の日程で，ビザの延長や変更の手
続き等の無料相談会を開催します。秘密厳守で無料です。
通訳が必要な場合は，予約してください。
▼日時 5/11，7/13，9/14，11/9，1/11，3/14
いずれも土曜日 13:00～16：00
▼場所 国際交流センター
▼問合先 広島県行政書士会・国際業務協議会
0823-55-1152(担当：森川)

吴市的日本语教室一览
呉市の日本語教室一覧
现在吴市有六个日本语教室。想在教室学习日语的人，请直
現在呉市には６つの日本語教室があります。教室で日本語を
接向各教室咨询。
勉強したい人は，各教室まで直接お問い合わせください。
●日语沙龙
日期 每周星期日 14:00～15:30
地点 国际交流中心（市役所 1 层）
电话 0823-25-5607

●にほんごサロン
日時：毎週日曜日 PM2：00～PM3：30
場所：国際交流センター（呉市役所 1 階）
電話：0823-25-5607

●日本语教室≪吴≫
日期 每周星期六 18:00～19:30
地点 广まちづくり中心 5 层
电话 0823-71-2151

●日本語教室≪呉≫
日時：毎週土曜日 PM6：00～PM7：30
場所：広まちづくりセンター5 階
電話：0823-71-2151

●世界之花 2018～
日期 每周星期三 9:30～11:30
地点 广まちづくり中心 5 层
电话 0823-71-2151

●せかいの花 2018～
日時：毎週水曜日 AM9：30～AM11：30
場所：広まちづくりセンター5 階
電話：0823-71-2151

●儿童日语教室 シランダ
日期 每周星期六 14:00～16:00
地点 广まちづくり中心 4 层
电话 0823-71-0321
●一期一会
日期 每周星期四 13:00～15:00
地点 国际交流中心（吴市役所 1 层）
电话 0823-25-5607
●安浦日本语教室
日期 每周星期四 10:00～12:00
每周星期六 18:00～19:30
地点 安浦まちづくり中心 2 层
电话 0823-84-3636

●こども日本語教室 シランダ
日時：毎週土曜日 PM2：00～PM4：00
場所：広まちづくりセンター4 階
電話：0823-71-0321
●一期一会
日時：毎週木曜日 PM1：00～PM3：00
場所：国際交流センター（呉市役所 1 階）
電話：0823-25-5607
●安浦日本語教室
日時：毎週木曜日 AM10：00～PM12：00
毎週土曜日 PM6：00～PM7：30
場所：安浦まちづくりセンター2 階
電話：0823-84-3636

夜间婴幼儿急救值班医院
19:00
～
22:40
(※1)

●每日
医师会婴幼儿夜间急救中心
0823-32-1299（朝日町 15-24）

夜間小児救急当番病院
19:00
～
22:40
(※1)

●毎日
呉市医師会小児夜間救急センター
0823-32-1299（朝日町 15-24）

●星期一・三・四・六
22:40
国立医院机构吴医疗中心
～
0823-23-1020（青山町 3-1）
8:30
●星期二・五・日
(※2)
中国劳灾医院
0823-72-7171（广多贺谷 1-5-1）
※１ 各中心根据症状的程度，大幅超过 23:00 时，如需要必要
处置，也可能介绍官方医院。
※２ 请尽可能提前联系，再接受治疗。即便是较轻症状，这一
时间段在值班医院接受治疗的，须缴纳时间外医疗费用。详细
请向各医院咨询。但，时间带虽因日期改变，但治疗仍由同样
的医院担当。
▼咨询处 福祉保健課 0823-25-3524

●月・水・木・土曜日
22:40
国立病院機構呉医療センター
～
0823-23-1020（青山町 3-1）
8:30 ●火・金・日曜日
(※2)
中国労災病院
0823-72-7171（広多賀谷 1-5-1）
※1 センターでは，症状の程度により 23：00 を大幅に越えて処
置が必要なときは公的病院を紹介する場合があります。
※2 できるだけ事前に連絡して受診してください。軽症にもかか
わらず，この時間帯に当番病院を受診した場合は，時間外選定
療養費が掛かります。詳しくは，各病院へ問い合わせてください。
なお，時間帯は日付が変わっても同じ病院が担当します。
▼問合先 福祉保健課 0823-25-3524

其他症状比较轻的人接受治疗的医疗机关
●夜间（平常日）19:30～22:40 内科
吴市医师会内科夜间急救中心
0823-32-1299（朝日町 15-24）
●星期日节日的 9:00～18:00 内科 小儿科 外科
吴市医师会节日急患中心
0823-32-1299（朝日町 15-24）
※平日的白天请利用附近的经常使用的医疗机关。发烧或腹
泻，呕吐，咳嗽等比较轻的症状请利用上述中心。
▼咨询处 福祉保健课 0823-25-3524

その他比較的症状の軽い人が受診する医療機関
●平日の 19:30～22:40 内科
呉市医師会内科夜間救急センター
0823-32-1299（朝日町 15-24）
●日曜祝日の 9：00～18：00 内科 小児科 外科
呉市医師会休日急患センター
0823-32-1299（朝日町 15-24）
※平日の昼間は近くのかかりつけ医療機関を利用してください。
発熱や下痢，嘔吐，咳など比較的症状の軽い場合に上記センタ
ーを利用してください。
▼問合先 福祉保健課 0823-25-3524

税金的缴纳期限 2019 年度年度
税金在一个年度内可分成四次缴纳。
●市・县民税
第1次
7/1（星期一）止
第2次
2019 年
9/2（星期一）止
第3次
10/31（星期四）止
第4次
2020 年
1/31（星期五）止
●固定资产税
第1次
5/31（星期五）止
第2次
2019 年
7/31（星期三）止
第3次
12/25（星期三）止
第4次
2020 年
2/28（星期五）止
缴纳方法有银行转账和窗口直接缴纳，请使用便利的银行转
账。
▼咨询处 收纳課 0823-25-3204
※接受生活保护的人或因灾害等大型受灾时，有可能减免税
金，请进行咨询。
▼市・县民税的咨询处 市民税课 0823-25-3193
▼固定资产税的咨询处 资产税课 0823-25-3214

税金の納付期限 2019 年度
税金は年度内に4回に分けて納付することができます。
●市・県民税
第1期
7/1(月)まで
第2期
2019 年
9/2 (月)まで
第3期
10/31(木)まで
第4期
2020 年
1/31(金)まで
●固定資産税
第1期
5/31(金)まで
第2期
2019 年
7/31(水)まで
第3期
12/25(水)まで
第4期
2020 年
2/28(金)まで
納付方法には，口座振替と窓口納付があります。便利な口座
振替を利用してください。
▼問合先 収納課 0823-25-3204
※生活保護を受けている人や，災害などで大きな被害を受けた
時は，税が減免される場合がありますので相談してください。
▼市・県民税の問合先 市民税課 0823-25-3193
▼固定資産税の問合先 資産税課 0823-25-3214

