
1. ¿Qué es I-Pal Kagawa? 
（1） Si desea estudiar japonés

 ① Clases de japonés 

 ② Aula libre de japonés 

 ③ Voluntario líder en el idioma japonés 

（2） Si tiene algún problema

 ① Consultas jurídicas sobre derechos humanos

 ② Consultas sobre la vida diaria 

（3） Si necesita un intérprete                                   

（4） Si desea leer periódicos o revistas del extranjero 

（5） Si desea sacar libros prestados 

（6） Si desea hacer turismo  por la prefectura de Kagawa

（7） Si desea alquilar una sala para realizar un evento o reunión 

（8） Si desea dar a conocer algo al público 

（9） Si usted es estudiante extranjero

 ① 

 ②  

 ★ Sistema de envío de voluntarios intérpretes  

2. En caso de emergencia 
（1）  　　

（2） Accidente de tráfico

 ① Si tiene un accidente de tráfico

 ② Si usted es el que provocó el accidente de tráfico

（3） Si hay fuga de gas 

（4） Si perdió o se olvidó un objeto 

（5） 

（6） 

Sistema de Subsidio para el Seguro Nacional de Salud del la prefectura
de Estudiante Extranjero que se costea sus estudios

Sistema de Apoyo al Estudiante Extranjero de la Prefectura de
Kagawa para conseguir Vivienda

Si sufre violencia doméstica por parte de su
cónyuge o pareja

Si ocurre un desastre natural (terremoto,
tifón, inundación)

Cuando desee llamar al cuartel de bomberos,
la ambulancia o la policía
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（6）香川県内を観光したいとき

（7）イベントや会議のために部屋を借りたいとき

（8）みんなに知らせたいことがあるとき

（9）あなたが留学生なら

①香川県留学生住宅確保支援制度

②高松市私費外国人留学生国民健康保険料助成制度

★通訳等ボランティア派遣制度

2. 緊急のときは

（1）消防車・救急車・警察を呼びたいとき

（2）交通事故

①交通事故にあったとき

②交通事故をおこしたとき

（3）ガスがもれたとき

（4）落とし物・忘れ物をしたとき

（5）自然災害（地震・台風・洪水など）が  

         起きたとき

（6）配偶者から暴力を受けたとき
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3. Vivienda. Mudanza
（1） Para buscar o alquilar una nueva vivienda 

 ① Para buscar una vivienda

 ② Si ha decidido la vivienda 

 ★

 ③ Lo que debe verificar en el contrato de alquiler 

（2） Para empezar a habitar 

 ① 

 ② Habilitación de la vivienda 

 ③ Las relaciones con el vecindario

 ★

（3） Reglas de convivencia

 ① Modo de sacar la basura

 ② Cómo usar la cocina 

 ③ Ruidos 

 ④ Cómo usar el cuarto de baño y el baño 

 ⑤ Cómo usar el balcón

 ⑥ Cómo usar los espacios en común 

 ⑦ 

（4） Luz. Gas. Agua corriente 

（5） Tiendas de conveniencia

（6） 

（7） Para dejar la vivienda que está alquilando 

 ①  

 ② Cancelación de servicios. Limpieza de la vivienda 

4. La vida en Japón y en Kagawa
（1） Costumbres de la vida diaria en Japón 

（2） Las cuatro estaciones de Kagawa

（3）  

5. En relación al dinero
（1） Lo que se puede hacer en ventanilla 

Si ha decidido dejar la vivienda que está
alquilando

Información turística sobre la prefectura
de Kagawa

Lo que hay que efectuar ante organismos públicos
（municipalidad, policía, etc.）

Lugar para dejar la bicicleta. Estacionamiento de
automóviles

Trámites a realizar ante organismos públicos
(municipalidad, escuela, etc.)

Sistema de Apoyo a los Estudiantes Extranjeros de la
Prefectura de Kagawa para conseguir Vivienda

Asociación de Vecinos. Círculo Comunitario
（Qué es）

3. 家・引越し

（1）新しい家を探す・借りる

①家を探す

②家を決めたら

★香川県留学生住宅確保支援制度

③契約書で確認すること

（2）生活を始めるために

①公的機関（市役所や町役場、警察）ですること

②家の準備

③隣・近所の人達とのお付き合い

★町内会・自治会

（3）住み方のルール

①ゴミの出し方

②台所の使い方

③生活騒音

④お風呂・トイレの使い方

⑤ベランダの使い方

⑥共有部分の使い方

⑦自転車置場・駐車場

（4）電気・ガス・水道

（5）コンビニエンスストアの利用

（6）借りている家を出ることを決めたら

（7）借りている家を出るために

①公的機関（市役所や町役場、学校など）ですること

②家の片付けなど

4. 日本・香川県での生活

（1）日本の生活習慣

（2）香川県の四季

（3）香川県の観光情報

5. お金に関すること

（1）窓口でできること
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Sobre la Categoría del Derecho
de Estadía

（2）  

（3） Transferencia de dinero del extranjero 

6. 
（1） Oficina de correo

（2） Servicio de reparto a domicilio 

7. Teléfono. Internet. Televisión
（1） Teléfono 

（2） Internet 

（3） Televisión 

8.  
（1） Obtención del Derecho de Estadía

（2） 

（3） 

（4） 

9. Tarjeta de Residencia  　
（1） 

（2） 

（3） Medida especial para el Permiso de Reingreso 

（4） Devolución de la Tarjeta de Residencia   

10.  
（1） 

11.  
（1） Conocimientos básicos sobre el hospital 

（2） Gastos médicos y Seguro Nacional de Salud 

（3） En caso de embarazo

12. Búsqueda de trabajo 
（1） Modo de buscar trabajo

（2） Contrato de trabajo

（3） Centros de consulta

13. Impuestos 
（1） Impuesto a la Renta

Obtención del Permiso para desarrollar
Actividades Diferentes de las Permitidas

Cambio de la Categoría del Derecho de
Estadía

Notificaciones (Cambios) a realizar en la
Municipalidad

Cómo es el Sistema del Registro Básico
de Residentes

Notificaciones (Cambios) a realizar en el
Departamento de Migraciones

Renovación del Período del Derecho de
Estadía 

Lo que se puede hacer a través de las máquinas ATM/CD
 （cajero automático/distribuidor automático de dinero）

Sistema del Registro Básico de los
Residentes Extranjeros

Sistema de asistencia médica y
seguro de salud

Si desea enviar correspondencia o
encomiendas 

（2）機械（ATM/CD）でできること

（3）海外からの送金

6. 手紙や荷物を送りたいとき

（1）郵便局

（2）宅配便

7. 電話・インターネット・テレビ

（1）電話

（2）インターネット

（3）テレビ

8. 在留資格について
（1）在留資格の取得（取る）

（2）在留期間の更新（延ばす）

（3）在留資格の変更（変える）

（4）資格外活動許可の取得（取る）

9. 在留カード

（1）市役所や町役場でする（変更）届け出

（2）入国管理局でする（変更）届け出

（3）みなし再入国許可

（4）在留カードの返納（返す）

10. 外国人住民基本台帳制度

（1）住民基本台帳制度とは

11. 医療と保険制度

（1）病院の基礎知識

（2）医療費と公的医療保険

（3）妊娠したとき   

12. 仕事を探す

（1）仕事の探し方

（2）労働契約

（3）相談窓口

13. 税金

（1）所得税
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（2） Impuesto Municipal de Residencia 

（3） Impuesto al Consumo

14. Sistema de educación de Japón 
（1） Guardería. Jardín de infantes 

（2） 

（3） Escuela secundaria superior. Universidad 

15. Medios de transporte 
（1） Ferrocarril （tren eléctrico） 

（2） Autobús  （autobús de cercanías） 

（3） Autobús （autobús de larga dinstancia）

（4） Taxi 

（5） Avión 

（6） Ferry 

（7） Alquiler de bicicletas 

16. Automóvil. Moto 
（1） Conseguir la Licencia de Conducir

（2） Licencia de Conducir de Japón

（3） Si compra un automóvil o una moto 

17. Otros ítems
（1）  

（2） Cuadro de equivalencia de pesas y medidas 

（3） 

（4） 

（5）  

（6） 

（7）  

（8） Líneas de ferrocarril (Kotoden)  

（9）

（10） Plano de la zona céntrica de la ciudad de Takamatsu

Escuela primaria. Escuela secundaria básica
（Enseñanza obligatoria）

Cuadro de correspondencia sobre talles de
prendas de vestir y demás
Lista de teléfonos de las Embajadas y 
Consulados con sede en Japón

Feriados Nacionales. Días no laborables
en Japón

Lista de teléfonos de los Organismos a cargo 
del Intercambio Internacional en Kagawa
Lista de teléfonos de las Asociaciones de
Intercambio Internacional de Kagawa

Líneas de ferrocarril (JR) 
Rutas de navegación marítima

Lista de clases de japonés en la prefectura
de Kagawa

（2）住民税

（3）消費税

14. 日本の教育制度

（1）保育園・幼稚園

（2）小学校・中学校（義務教育）

（3）高校・大学

15. 公共交通機関

（1）鉄道（電車）

（2）バス（路線バス）

（3）バス（長距離バス）

（4）タクシー

（5）飛行機

（6）フェリー

（7）レンタサイクル  

16. 車・バイク

（1）運転免許証を用意する

（2）日本の運転免許

（3）車やバイクを買ったら

17. その他

（1）日本の祝日・休日

（2）度量衡換算表

（3）洋服などのサイズ表示対照表

（4）在日本大使館・領事館TELリスト

（5）県市町国際交流担当課TELリスト

（6）香川県内国際交流協会TELリスト

（7）香川県内日本語教室リスト

（8）ことでん路線図

（9）JR路線図＆航路

（10）高松市内中心地地図

56

56

57

57

57

58

59

59

60

61

61

62

62

62

63

63

64

64

66

66

68

69

70

70

72

73

76

78

81

  　　       じゅうみんぜい

  　　       しょうひぜい

               に ほ ん　  きょういくせいど

　　　       ほいくえん　  ようちえん

　　　     しょうがっこう　ちゅうがっこう    ぎ  む きょういく

　　　　   こうこう　 だいがく

              こうきょうこうつうきかん

　　　      てつどう　 でんしゃ

　　　　　　　　　     ろせん

　　　　　　　　　    ちょうきょり

　　　　    ひ こ う き

            くるま

　　　     うんてんめんきょしょう　  ようい

　　　　    にほん　   うんてんめんきょ

　　    くるま　　　　　　　　   か

           　　　    た

　　       にほん    しゅくじつ　きゅうじつ

　　     どりょうこうかんさんひょう

　　      ようふく　　                         ひょうじたいしょうひょう

　　      ざいにほんたいしかん　 りょうじかん

　　     けんしちょうこくさいこうりゅうたんとうか

　　      かがわけんないこくさいこうりゅうきょうかい

　　　    かがわけんないにほんごきょうしつ

　　　　　　 　　　　　   ろ せん  ず　　

　　　　　　   ろ せん  ず　　 こう ろ

　　　    たかまつしないちゅうしん ち       ち      ず

－ 6－



－ 7－

TEL：087-837-5908     FAX：087-837-5903
http://www.i-pal.or.jp/
 

TEL：087-837-6003     FAX：087-837-6005
http://tia-takamatsu.jp/ja/
 

TEL：087-832-3028     FAX：087-837-4289
http://www.pref.kagawa.jp/kokusai/

9:00～18:00

休み：月曜日

（月曜日が祝日のときは翌日の火曜日

が休み）

8:30～17:15

休み：土曜日･日曜日・祝日

香川県国際交流協会（アイパル香川内）

高松市国際交流協会（アイパル香川内）

香川県 総務部 国際課

1.  アイパル香川とは
アイパル香川は、香川県に住んでいる外国

人のお手伝いをしています。外国語のでき

るスタッフもいますので、何か困ったこと

があればいつでも相談に来てください。ま

た、県庁にある国際課にも相談してくださ

い。

(1) 日本語を勉強したいとき
 ① 日本語講座

《有料　18回¥3,500-》

毎日の生活で必要な

日本語を勉強できま

す。レベル別に8ク

ラスあります。

かがわけんこくさいこうりゅうきょうかい　　　　　　　　　　 かがわない

たかまつしこくさいこうりゅうきょうかい　　　　　　　　　　 かがわない

かがわけん　そ う む ぶ　こくさいか

やす　　　 　げつようび

  　   げつようび　　しゅくじつ                      よくじつ　 　か よ う び

　　やす

やす　　　　ど よ う び  　にちようび　　しゅくじつ

か が わ

　　　　　　　    か が わ　　       かがわけん　　　す　                    　がいこく

じん　     　   て つ だ　                                           　がいこくご

                                                                          なに　　こま

                                                 そうだん   　  き 

           けんちょう　　           こくさいか　　    　そうだん

　　　    に ほ ん ご　   べんきょう

          に ほ ん ご こ う ざ

　　　     ゆうりょう          かい

　　　まいにち　　せいかつ　    ひつよう　　

    に ほ ん ご　  べんきょう

　　　　　　　　　　　　　  べつ

1. ¿Qué es I-Pal Kagawa?
I-Pal Kagawa brinda apoyo a los extranje-
ros que viven en la prefectura de Kagawa. 
Si tiene algún problema, acérquese a 
consultar ya que cuenta con personal que 
entiende idiomas extranjeros. También 
puede dirigirse a la Sección de Asuntos 
Internacionales que está en la Oficina del 
Gobierno Prefectural de Kagawa.

（1） Si desea estudiar japonés 
 ① Clases de japonés

《No gratuito, 3.500 yenes por 18 clases》

Se estudia el japonés necesario para la 

vida diaria. Hay 8 clases diferenciadas 

por nivel.

Cerrado: lunes

(Si el lunes es feriado está cerrado 
el siguiente día)

Cerrado: sábados, domingos, feriados

Asociación Internacional de la Ciudad de Takamatsu  
(dentro de I-Pal Kagawa)

Sección de Asuntos Internacionales  del Dpto. de 
Administración General de la Pref. de Kagawa

Asociación de Intercambio Internacional de la 
Pref. de Kagawa  (dentro de I-Pal Kagawa)
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 ② 日本語サロン《無料》

日本語で楽しく話をすることができる

場所です。いつでも遊びに来てください。

毎週火曜日　10:00～12:00

毎週木曜日　18:00～20:00

毎週日曜日　13:00～16:00

 ③ 日本語指導ボランティア

　《有料（交通費だけ）》

毎日の生活で必要な日本語を教えてく

れる日本人の先生を紹介します。

＊あなたの家の近くにも、日本語を勉強

することができる教室があります。

(2) 困ったとき
 ① 人権法律相談《無料》

通訳をつけて、弁護士に相談すること

ができます。先に予約してください。

毎月第3金曜日

【英語・スペイン語・ポルトガル語・ 

中国語・韓国語】

 ② 生活相談《無料》

毎日の生活で困っていることをなんで

も相談することができます。先に予約

してください。

【英語・ポルトガル語・

中国語・韓国語】

　　　 に ほ ん ご　                      むりょう

           に ほ ん ご　 　  たの　　     はなし

　　　 ば し ょ　　　　　　　　　　　　　あそ　　　　き

　　　 まいしゅうか よ う び

　　   まいしゅう もくようび

　　　 まいしゅうにちようび

　　　  に ほ ん ご し ど う

              ゆうりょう　  こうつうひ

　　　 まいにち　　 せいかつ　　  ひつよう　　  に ほ ん ご　　 おし

　　　　　　　 にほんじん　　せんせい　  しょうかい

                                   いえ　    ちか　　                    に ほ ん ご　　 べんきょう

　　                                                  きょうしつ

　　　　こま

　　　じんけんほうりつそうだん　　むりょう

　　　 つうやく　　　　　　　　　　　べ ん ご し　　 そうだん

　　　　　　　　　　　　　　   さき　　 よ や く

         まいつき だい　きんようび

        　　  え い ご　                          　  ご      　　　　　　　　　　　   ご

 　　  ちゅうごくご　　かんこくご

          せいかつそうだん　　むりょう

　　　 まいにち　　せいかつ　 　こま

                そうだん　　                                                          さき　  　よやく

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　えいご　  　  　　 　　　　     ご

　      ちゅうごくご　かんこくご

 ② Aula libre de japonés《Gratuito》

Para conversar en japonés amenamente. 

Acérquese cuando guste.

Martes: 10:00～12:00

Jueves: 18:00～20:00

Domingos: 13:00～16:00

 ③ Voluntario líder en el idioma japonés

《Es necesario abonar los gastos de 

transporte》

Le presentarán profesores que le 

enseñarán el japonés necesario para la 

vida diaria.

 ＊ Cerca de su casa también hay clases 

donde se puede estudiar japonés.

（2） Si tiene algún problema 
 ① Consultas jurídicas sobre derechos 

humanos《Gratuito》

Se pueden hacer consultas a un 

abogado a través de un intérprete. Es 

necesario pedir cita de antemano.

3er. viernes de cada mes

【inglés・español・portugués・chino

・coreano】

 ② Consultas sobre la vida diaria《Gratuito》

Se pueden hacer consultas sobre 

problemas de la vida diaria. Es necesa-

rio pedir cita de antemano.

【inglés・portugués・chino・coreano】
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(3) 通訳が必要なとき
通訳ボランティア《有料》

病院に行くときなどに通訳をつけること

ができます。先に予約してください。

(4) 海外の新聞・雑誌を読みたいとき
交流フロア《無料》では、いろい

ろな国の新聞・雑誌を読んだり、

インターネットを使うことができ

ます。（アイパル香川はFREESPOT

（公衆無線LANが無料で使えると

ころ）です。）

(5) 本を借りたいとき
ライブラリー《無料》で日本や外国の本

を自由に見ることができます。借りるこ

ともできます。

(6) 香川県内を観光したいとき
交流フロアには、県や市が作った、香川県

や四国のパンフレットを一部おいていま

す。《無料》

(7) イベントや会議のために部屋を借
りたいとき

会議室貸し出し制度《有料》があります。

お金を稼ぐという目的でないことに使うの

であれば、部屋を借りることができます。

　　　 つうやく　　 ひつよう

 つうやく                                        ゆうりょう

びょういん　    い                          　           つうやく

                                    さき　　 よ や く

　　　　かいがい　　しんぶん　　ざ っ し　　  よ

  こうりゅう　　                 むりょう　

　            くに       しんぶん　　 ざっし　      よ

                  　　　　　　　　　　  つか

　　　　　　　　　　　　　　かがわ

　こうしゅうむせん　　　　　　　むりょう　　つか

　　　ほん　  　か

                                            むりょう    　　　   にほん　  　がいこく　　ほん

        じゆう　   　み　                                                    　   か

　　　 かがわけんない　　 かんこう

こうりゅう　　　　　　　　　　　  けん　　 し　　  つく　 　　　　　かがわけん

　　　しこく　　　　　　　　　　　　　　　　　　いちぶ

　　　　　　むりょう

　　　　　　　　　              か い ぎ　　　                  へ    や　　   か

 

 かいぎしつ か   　   だ 　　せ い ど 　   ゆうりょう

　　かね　　かせ　　                  もくてき　　                              つか

　　　　　　　　　　  へ  や  　　 か

（3） Si necesita un intérprete 
Voluntario intérprete《No gratuito》

El intérprete le traducirá, por ejemplo, 

cuando vaya al hospital. Es necesario      

pedir cita de antemano.

（4） Si desea leer periódicos y revis-
tas del extranjero
En la Planta de Intercambio Cultural 

《Uso gratuito》, se pueden leer 

periódicos y revistas de diversos 

países, usar Internet, etc. (I-Pal 

Kagawa es un FREESPOT (sitio con 

LAN inalámbrica de uso gratuito).)

（5） Si desea sacar libros prestados
En la Biblioteca《Uso gratuito》, se pueden 

ver libros de Japón y del extranjero. 

También es posible sacar libros prestados.

（6） Si desea hacer turismo por la 
prefectura de Kagawa

En la Planta de Intercambio Cultural hay 

una parte de los folletos sobre Kagawa y 

Shikoku confeccionados por la prefectura, 

la municipalidad, etc.《Gratuito》

（7） Si desea alquilar una sala para 
realizar un evento o reunión

Es posible alquilar una sala de reunión 

mediante el pago del alquiler《No gratuito》. 

Se alquilan las salas siempre y cuando su 

uso sea sin fines de lucro.
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(8) みんなに知らせたいことがあるとき
アイパルプラザ掲示板《無料》があります。

アイパル香川に来る人に見てもらいたい情報

を、１階の掲示板に貼ることができます。

2階の事務室で申し込んでください。

掲示期間は１ヶ月です。

(9) あなたが留学生なら
 ① 香川県留学生住宅確保支援制度

アイパル香川が部屋を借りるために必要

な保証人になります。

 ② 高松市私費外国人留学生国民健康保険料

助成制度

高松市に住んでいる私費留学生に限り、

国民健康保険料を年1回¥9,000-まで助

成します。詳しいことは、学校かアイパル

香川（高松市国際交流協会（TEL：

087-837-6003））に聞いてください。

 ★ 通訳等ボランティア派遣制度

アイパル香川では、日本語があまりでき

ない外国人のため、また、外国のことを

知りたい香川県の人のため、ボランティ

アの人たちに協力をお願いしています。

　　　　　　　            し

                                         けいじばん       むりょう

　　　　　　　   かがわ　　  く　　 ひと　 　み　                          　  じょうほう

　　　　　  かい　   けいじばん　　  は

　 かい　　  じ    む  しつ　　  もう　   　こ

けい じ   き  かん　　　　　 げつ

 　　　　　　　　　　　りゅうがくせい

　　かがわけんりゅうがくせいじゅうたくかくほしえんせ い ど

　　　　　　　　　 か が わ　　 へ　や　　 か    　　　　　　　　 ひつよう

         ほしょうにん

　　たかまつし  し   ひ がいこくじんりゅうがくせいこくみんけんこうほけんりょう

　　じょせいせいど

　　たかまつし　　   す　　　　　　 　　 し  ひ りゅうがくせい　　 かぎ

　　こくみんけんこうほけんりょう　　  ねん　 かい　                           　 じょ

　　せい　　　　　　　 くわ　　　　　　　　　　　 がっこう

　　 か が わ　     たかまつしこくさいこうりゅうきょうかい

　　  　　　　　　　　　　　　　　　 き

　　 つうやくとう　　　　　　　　　　　　は け ん せ い ど

　　                          かがわ　　　　　　  に ほ ん ご

　　　　　　がいこくじん　　                                     がいこく

　　 し　             　  かがわけん　　 ひと

　　　　　  ひと　            きょうりょく　　   ねが

（8） Si desea dar a conocer algo al 
público

Para ello en I-Pal Kagawa hay un tablero de 
anuncios《Uso gratuito》. En este tablero que 
está en el primer piso puede poner la 
información que desee para que lo vea la gente 
que viene a I-Pal Kagawa. Solicítelo en la oficina 
del 2do. piso. El período de exposición es por 1 
mes.

（9） Si usted es estudiante extranjero
 ① Sistema de Apoyo a los Estudiantes 
Extranjeros de la Prefectura de Kagawa 
para conseguir Vivienda
I-Pal Kagawa hace de garante para 
alquilar una habitación. 

 ② Sistema de Subsidio de la Municipalidad de 
Takamatsu para el Seguro Nacional de 
Salud de los Estudiantes Extranjeros 
Dedicado únicamente a los estudiantes 
extranjeros que se costean los estudios por 
cuenta propia, residentes en la ciudad de 
Takamatsu. Se les otorga un subsidio de 
hasta 9.000 yenes una vez al año para la 
cuota del Seguro Nacional de Salud. Para 
mayor información, sírvase preguntar en la 
escuela o en I-Pal (Asociación Internacional 
de Takamatsu (TEL:087-837-6003)).

 ★ Sistema de envío de voluntarios intérpretes  
I-Pal Kagawa, cuenta con la colaboración 
de voluntarios  para ayudar a las personas 
que no dominan bien el japonés o bien 
para los habitantes de Kagawa que 
deseen saber sobre el extranjero.
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①ボランティアを頼みたいとき《有料》

申請書をホームページからダウンロード

し、メールかFAXで早めに申し込ん

でください。急いでいるときは電話でも

かまいません。

②ボランティアになりたいとき

登録申込書をホームページからダウンロ

ードして、メールかFAXで申し込む

か、アイパル香川で直接申し込んでくだ

さい。

1.通訳ボランティア

2.日本語指導ボランティア

3.日本文化等理解ボランティア

4.国際理解ボランティア

病院に行くときなどに通訳をする

日本語を教える

外国人に料理、茶道、踊りなどの日本文化を教える

学校などで外国での体験を話したり、言葉を教えたりする

種類 活動内容
しゅるい

　 つうやく

     に ほ ん ご し ど う

　  にほんぶんかとうりかい

　 こくさいりかい

かつどうないよう

びょういん　 い　                                   つうやく

に ほ ん ご   おし

がいこくじん　　りょうり　　さ ど う　   おど      　　　　　　  にほんぶんか      おし

がっこう　　　　　　がいこく　　　　たいけん　  はな　　                   こ と ば 　  おし　　

　　　　　　　　　　　　　　たの　　　　　　　　　　　  ゆうりょう

しんせいしょ

      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はや　　　　  もう　　  こ

　　　　　　　　　　　   いそ                                           でんわ

とうろくもうしこみしょ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    もう　      こ

　　　　　　　　　　　　か が わ　 ちょくせつもう　　  こ

 ① Si desea solicitar el servicio de un volun-

tario 《No gratuito》

Baje de la página web el formulario de 

la solicitud y envíelo lo antes posible por 

e-mail o FAX. Si es urgente, llame por 

teléfono. 

 ② Si desea ser voluntario 

Baje de la página web el formulario de 

solicitud para registrarse. Efectúe la 

solicitud por e-mail o FAX . También 

puede realizar la solicitud personal-

mente en I-Pal Kagawa.

Voluntario para el entendimiento
internacional

Da charlas en las escuelas u otras instituciones sobre 
sus experiencias en el exterior, enseña el idioma, etc.

Tipo de voluntariado

Voluntario intérprete Le traduce cuando va al hospital, etc.

Voluntario para el entendimiento
de la cultura japonesa, etc.

Voluntario líder en el idioma japonés Enseña el idioma japonés

Contenido de la actividad

Enseña a los extranjeros la cultura japonesa: cocina 
japonesa, ceremonia de té, baile, etc.
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2.  緊急のとき
(1) 消防車・救急車・警察を呼びたい

とき（TEL：119/110）
家の電話、公衆電話、携帯電話

のどれからでも無料でかけるこ

とができます。電話をしたら落

ち着いて、「何があったか」

「名前、住所、電話番号」を言ってくだ

さい。

 ① 火事が起きたとき

⇒消防車を呼ぶ（TEL：119）

まず大きな声で近所の人に知らせ、消

防署に電話して、消防車を呼びましょ

う。ひとりで消すのは危険な場合があ

ります。

 ② けがをしたり、急な病気になった人を

病院に連れて行くとき

   ⇒救急車を呼ぶ（TEL：119）

消防署に電話して、救急車を呼びま

す。けがや病気が軽い場合は、自分の

車やタクシーで行ってください。

＊外国人の救急患者と救急隊員の間で使

う情報収集シートがあります。

多言語版救急時情報収集シート

（多文化共生センターひょうご）【21言語】

http://www.tabunka.jp/hyogo/119/index.html

＊夜や休みの日にみてもらえる病院があ

なたの家の近くにもあります。

医療ネット讃岐【日本語】

http://www.qq.pref.kagawa.jp/qq/tbn/qqtptbanlt.aspx

　　     しょうぼうしゃ　きゅうきゅうしゃ　  けいさつ　     よ

いえ　　で ん わ　　  こうしゅうでんわ　　 けいたい で ん わ

　　                                       むりょう                   　

                                              で ん わ                            お

         つ                    　　   なに　　               　　　　　  

   な ま え       じゅうしょ　    でんわばんごう　         　い

　　  か　じ　　   お

           しょうぼうしゃ　   よ

　　             おお             こえ       きんじょ       ひと　　  し        　　　   しょう

       ぼうしょ       で ん わ　　　　　　しょうぼうしゃ　　  よ

    　　　　　　　　　　　　　   け                     き け ん         ば  あい

　　　　　　　　　　　　　　　    きゅう　  びょうき　                   　  ひと

     びょういん　   つ　            い　  

           きゅうきゅうしゃ　     よ

　  しょうぼうしょ　 　 で ん わ　　                 きゅうきゅうしゃ          よ

　　　　　　　　              びょうき　　 かる　　 ば あ い　　         じ ぶ ん

              くるま　　　　　　　　　　　　 い

　がいこくじん　　きゅうきゅうかんじゃ　  きゅうきゅうたいいん　  あいだ　  つか

　　 じょうほうしゅうしゅう

　　　　 たげんごばんきゅうきゅうじじょうほうしゅうしゅう

　　たぶんかきょうせい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 げんご

　   よる　    やす　　         ひ　                                           びょういん

                        いえ　　ちか

                     いりょう　　　　　 さ ぬ き　　  に ほ ん ご

2. En caso de emergencia
（1） Cuando quiera llamar al cuartel 

de bomberos, la ambulancia o la 
policía (TEL : 119/110)
Es posible llamar sin cargo a dichos 
números desde un teléfono residencial, 
teléfono público o celular, indistinta-
mente. Al efectuar la llamada, no se 
precipite, y diga“qué pasó”, “su 
nombre, dirección y número de 
teléfono”.

 
 ① Cuando hay un incendio
　llamar a los bomberos (TEL : 119) 
Avise a los vecinos a toda voz, llame al 
cuartel de bomberos para que venga el 
camión de los bomberos. Es peligroso 
apagar el fuego uno solo por sí mismo 
según el caso. 

 ② Para trasladar al hospital a una persona 
lesionada o que ha sufrido una enferme-
dad repentina
　llamar a la ambulancia (TEL : 119) 
Telefonee al cuartel de bomberos y 
solicite una ambulancia. Si la lesión o 
enfermedad es leve, vaya en su 
automóvil particular o en taxi.          

 ＊ Hay material de información en caso de 
emergencia útil para el extranjero 
socorrido y el asistente.

Formularios multilingües con información en 
caso de emergencia
(Tabunka Kyosei Center ‒HYOGO) 【21 idiomas】
http://www.tabunka.jp/hyogo/119/index.html
 ＊ En las cercanías de su casa hay hospi-
tales que atienden por la noche y los 
días feriados.

Red de Asistencia Médica de Sanuki 【japonés】
http://www.qq.pref.kagawa.jp/qq/tbn/qqtptbanlt.aspx
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 ③ どろぼうや事故などにあったとき

⇒警察を呼ぶ（TEL：110）

どろぼうにあってものやお金をとられ

た、何か危ないことがあった、などの

場合は、警察を呼びましょう。

(2) 交通事故
 ① 交通事故にあったとき

a. 交通事故にあったら一番に、加害者（事

故を起こした人）の名前、住所、電話

番号、車のナンバーを確認してくださ

い。

b. すぐに警察に連絡してください。警察

が作った事故証明がないと、加害者や

保険会社にお金を払ってもらえませ

ん。後でけがやお金の問題が大きくな

らないように、事故に関係している人

たちだけで話をしないで、必ず警察に

報告してください。

c. けがをしたときは、病院で治しましょ

う。そのとき、診断書と領収書を必ず

もらってください。それがないと、後

で加害者や保険会社からお金をもらう

ことができません。

d. 仕事ができないくらい大きなけがをし

たときは、会社にも伝えておきましょ

う。後で会社から就労証明書をもらっ

て、加害者や保険会社からお金がもら

えるよう、手続きをすることになるか

もしれません。

　　　　　　　　　　　　 じ   こ　　               

            けいさつ　     よ

                                                                                   かね

                   なに　    あぶ

        ば あい　　　　けいさつ　　  よ

    こう つう じ  こ

 こうつう   じ  こ

 こうつう   じ  こ    　　　　　　　　　  いちばん             かがいしゃ　　  じ

   こ　　   お　　               ひと　　        な ま え　   じゅうしょ　   で ん わ

  ばんごう　  くるま　　                               かくにん

　　　　　　　けいさつ　　れんらく　　　　　　　　　　　　　　   けいさつ

　　  つく　　        じ  こしょうめい　　                            かがいしゃ

　ほ  けん がいしゃ　　         かね　　 はら

              あと　　                          かね　　もんだい　　  おお

　　　　　　　　　　　              じ　こ　 　 かんけい　　                     ひと

　　　　　　             はなし　　                               かなら　 けいさつ　    

 ほうこく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　びょういん　  なお

　　　　　　　　　　　　　　　 しんだんしょ　    りょうしゅうしょ     かなら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    あと

         かがいしゃ    　ほけんがいしゃ　　              かね

　しごと　　　　　　　　　　　　　　　  　  おお

　　　　　　　　　　　かいしゃ　　　    つた

              あと   　 かいしゃ　         しゅうろうしょうめいしょ

　　　　　かがいしゃ　　  ほけんがいしゃ                　 かね

                                 て つ づ

 ③ En caso de robo o accidente　
　llamar a la policía (TEL : 110)
Si le robaron  objetos o dinero, o si se ve 
en peligro, etc., llame a la policía.

（2） Accidente de tráfico
 ① Si tiene un accidente de tráfico 
Si tiene un accidente de tráfico, ante 
todo verifique y anote los siguientes 
datos del autor del accidente: su 
nombre, dirección, número de teléfono, 
número de matrícula del automóvil.
Avise inmediatamente a la policía. Sin el 
comprobante del accidente que 
extiende la policía, no es posible 
requerir el pago por los daños al autor 
del accidente o a la compañía de 
seguros. Para evitar que el problema de 
la lesión o dinero se complique posterior-
mente, no se limite a arreglar el caso 
conversando solamente entre las partes 
involucradas, sino que avise sin falta a 
la policía. 
Si ha sufrido una lesión, es mejor 
curarse en el hospital. En tal caso, 
solicite sin falta el certificado médico y 
el recibo. Sin ellos, después no podrá 
requerir el dinero al autor del accidente 
o a la compañía de seguros.  
Si ha sufrido una lesión grave que no le 
permita trabajar, comuníquelo a la 
empresa donde trabaja. Es necesario 
para que le extiendan el Certificado de 
Trabajo （shuro shomeisho） y así 
puede realizar los trámites necesarios 
para que el autor del 
accidente o a la compañía 
de seguros efectúen el 
pago de los daños.

a.

b.

c.

d.
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P.2 
アイパル香川法律相談《無料》 

法テラス《無料》 

県の交通事故相談所《無料》

＊市役所や町役場にも相談窓口があります。

予約用TEL：087-837-5908 

　　

TEL：0570-078374

TEL：087-832-3137

【英語・中国語・ポルトガル語・
　スペイン語・タガログ語】

【日本語】

 ② 交通事故を起こしたとき

a. けがをしている人がいたら、すぐに助け

なければいけません。必要なら救急車を

呼んでください。

b. 警察に連絡してください。

c. あなたが入っている自動車保険の会社

に連絡します。遅くなると、保険でお

金が払えなくなるかもしれません。

＊日本では事故になった場合、歩いてい

る人が悪かった場合でも車やオートバ

イ、自転車に乗っていた人が責任を負

わなければならないことがあります。

気をつけましょう。

d. どうしたらいいかわからないときや、

けがやお金の問題などで困ったときは、

弁護士などに相談した方がいいでしょう｡

(3) ガスがもれたとき
ガスは使い方をまちがえるととても危険で

す。変なにおいがしたらガスを止めて窓を

あけてください。そのとき、家の中で火を使

　　　　　　　　 かがわほうりつそうだん   　むりょう

ほう　　　　　　  　　むりょう

けん       こうつう じ  こ  そうだんじょ　    むりょう

　    し や く し ょ   　ちょうやくば              そうだんまどぐち

え い ご 　  ちゅうごくご　 　 　 　 　 　 　 　 　  ご

　 　 　 　 　   ご 　 　 　 　 　 　 　 　ご

に ほ ん ご 　 　

よやくよう

　   こうつう   じ  こ　　    お

　　　　　　　　　　　　　　     ひと　　　　　　　　　　 　　　　　  たす

　　　　　　　　　　　　                        ひつよう　　      きゅうきゅうしゃ

   よ

 けいさつ　　れんらく

　　　　　　　　      はい　　                      じどうしゃほけん        かいしゃ　   

　　　　     れんらく　                  　 おそ    　　　　　　　　　  ほ け ん         　

          かね　　はら

　　　  にほん               じ  こ　                            ば あ い      ある

       　　　ひと　    わる　　              ば あ い　　      くるま

　　　　　　　  じてんしゃ  　　 の　　                      ひと　   せきにん　      お

　　　　　　　　　　　   

           き

　　　　　　　　　       かね　　もんだい　　           こま

　　     べ ん ご し　               そうだん　        ほう

　　　　　      つか　　かた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   き け ん

　　　      へん　　                                                             と              まど

　　                        　　　　　　　　　　　　　         いえ　  なか       ひ　　 つか

 ② Si usted es el que provocó el accidente 

de tráfico 

Si hay una persona lesionada, acuda a 

socorrerla enseguida. Si es necesario, 

llame a la ambulancia.

Avise a la policía.

Avise a la compañía de seguros de su 

auto. Si se demora, puede suceder que 

no pueda pagar con el seguro.

En Japón, aunque el peatón tenga la 

culpa del accidente, es frecuente que el 

que maneja el automóvil, la moto, o la 

bicicleta, cargue con la responsabilidad. 

Tenga cuidado.

Si no sabe qué hacer, o se vea en 

problemas por lesión o dinero, será 

mejor que consulte a un abogado.

（3） Si hay fuga de gas 
Un error en el uso del gas resulta muy 
peligroso. Si siente un olor raro, apague  el 
gas y abra las ventanas. En ese caso, no 
prenda fuego dentro de la casa. Y aunque 

a.

b.

c.

＊

d.

Consultas Jurídicas de I-Pal Kagawa《Gratuito》

Ho Terasu《Gratuito》

＊También hay ventanillas de consulta en las municipalidades.

【japonés ・inglés ・chino ・
   portugués・español・tagalo】

【japonés】

Pedir cita

Centro de Consulta de Accidentes de 
Tráfico de la prefectura《Gratuito》
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LPガス（いろいろな会社があります。） 

都市ガス（ガスボンベがない場合）

　四国ガス　高松支店

　四国ガス　丸亀支店

ガスボンベに書かれた電話番号

　　
TEL：087-821-8146

TEL：0877-22-2301

わないでください。また、休みでも夜で

も、近くのガス会社に連絡してください。

(4) 落とし物・忘れ物をしたとき
近くの警察署か交番へ行って聞いてみま

しょう。乗り物の中での落とし物や忘れ

物は、駅や営業所にきいてください。　  

また、クレジットカードや銀行のカード

をなくしたときは、カード会社に電話して、

そのカードを使えないようにすることも忘

れないでください。

(5) 自然災害(地震・台風・洪水など)
が起きたとき

日本では地震や台風がよくあります。家

にいると危ないときは、近くの避難所に

避難しなければなりません。テレビやラ

ジオをよく聞いて、自分の住んでいる地

域に「避難勧告」が出ていたら、近くの

避難所に逃げましょう。

避難所とは：食事ができます。水がもらえ

ます。トイレがあります。寝る場所があり

ます。災害の情報があります。無料です。

外国人も使うことができます。

かいしゃ でんわばんごう

と　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ば あい

　  し こ く　　             たかまつしてん

　  し こ く　　            まるがめしてん

か

　　　 お　　         もの　　 わす　　もの

ちか　　　　 けいさつしょ　　 こうばん     　 い　　         き

　　　　　　　　   の　　 もの　　 なか　　         お　　        もの　　 わす

もの　　　　 えき　　えいぎょうしょ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　 ぎんこう

　　　　                                                  　   がいしゃ     で ん わ

　　　　　　　　　         つか　　　　　　　　　　  　　　　        　  　　   わす

　　　しぜんさいがい　   じしん　　  たいふう　   こうずい

   　　　　  お

  にほん 　　　　 じしん　 　 たいふう　　   　　　　　　　　　　　  　　 いえ

　　　                あぶ　                                   ちか　　        ひなんじょ

 ひ な ん

                                 き   　　　　　　じ ぶ ん    　  す                            ち

いき　　  　  ひなんかんこく              で                                  ちか            

 ひなんじょ      に

 ひなんじょ　　　　　　しょくじ　　　　　　　　　　　　みず

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ね　　　ばしょ

　　　　　　さいがい　  じょうほう　　　　　　　　　　　　むりょう

がいこくじん　　つか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 やす　                よる

               ちか　                     かいしゃ 　 れんらく

LP Gas licuado (Hay diferentes empresas)

Gas urbano (en el caso de que no sea cilindro de gas)

Shikoku Gas Suc. de Takamatsu

Shikoku Gas Suc. de Marugame

sea día feriado o de noche, avise a la 

compañía de gas más cercana.

（4） Si perdió o se olvidó un objeto
Pregunte en la comisaría de policía o puesto 
de policía cercano. Si perdió o se olvidó un 
objeto dentro de un medio de transporte, 
sírvase preguntar en la estación o en la 
oficina  de la compañía de transporte.
Si lo que perdió es una tarjeta de crédito o 
tarjeta de banco, llame 
por teléfono a la empresa 
que emitió la tarjeta para 
que suspendan su uso.

（5） Si ocurre un desastre natural 
(terremoto, tifón, inundación) 

En Japón son frecuentes los terremotos y 
tifones. Si ve que es peligroso permanecer en 
su casa, tiene que refugiarse en el lugar de 
refugio más cercano.  Escuche atentamente 
las noticias por la televisión y la radio. Si han 
anunciado“consejo de evacuación”, vaya al 
centro de refugio más cercano.
Qué es el centro de refugio: 
Dan comida. Dan agua. Hay baños. Hay lugar 
para dormir. Hay información 
sobre el desastre natural. Es 
gratuito. Los extranjeros 
también pueden acudir y 
recibir estos servicios. 

Llame al número de teléfono que
figura en el cilindro de gas
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＊「外国人住民のための防災ガイドブック」（香川県総務部国際課）

【日本語・英語・韓国語・中国語・タガログ語・インドネシア語・ポルトガル語・スペイン語】

http://www.pref.kagawa.jp/kokusai/m_disaster/index2.html

＊「災害時多言語情報作成ツール」（自治体国際化協会）【日本語】

災害時に外国人住民に情報を提供するためのツールが10カ国語で用意されています。

http://www.clair.or.jp/j/multiculture/tagengo/tool.html

＊「多言語災害情報文例集」（自治体国際化協会）【日本語】

東北地方太平洋沖地震多言語支援センターで実際配信された多言語（9ヵ国語）

での外国人向け情報がまとめられています。

http://www.clair.or.jp/tabunka/shinsai/mesbasic.html

＊「外国人用地震災害基礎語彙100」（弘前大学人文学部「やさしい日本語」研究会）

http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/EJ100go-zyuni.html

　　  がいこくじんじゅうみん　　　　　　　    ぼうさい     　　　　　　　　　　 か が わ け ん そ う む ぶ こ く さ い か

　　　に ほ ん ご　  えいご　  かんこくご　 ちゅうごくご　　　　　　　　　ご　　　　　　　　　　　　  ご　　　　　　　　　　　ご　　　　　　　　　ご

　　  さいがいじ   た げ ん ごじょうほうさくせい　　　　　　　　　   じ ち た い  こくさいかきょうかい　    　  に ほ ん ご

　さいがい じ       がいこくじんじゅうみん  じょうほう 　ていきょう　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　  か  こ く ご 　  よ う い

         たげんごさいがいじょうほうぶんれいしゅう　　　　じちたいこくさいかきょうかい　　　　 に ほ ん ご

　とうほくちほうたいへいようおきじしんた げ ん ご し え ん 　　　　　　　　　 じっさいはいしん　　　　　　 た げ ん ご　　　　 か  こ く ご

                 がいこくじん む　   じょうほう

　　　がいこくじんようじしんさいがい き  そ  ご  い　　　　　　　　ひろさきだいがくじんぶんがくぶ　　　　　　　　　　　に ほ ん ご　  けんきゅうかい

＊ “Libro guía sobre prevención de desastres para los residentes extranjeros” (Sección de 
AsuntosInternacionales del Dpto. de Administración General de la Pref. de Kagawa)

 【japonés・inglés・coreano・chino・tagalo・indonesio・portugués・español】

＊“Elementos para la elaboración de información en caso de catástrofe”
　(CLAIR…Consejo de Autoridades Locales para las Relaciones Internacionales）【japonés】

Para casos de catástrofes, la página web que figura a continuación consta de 
expresiones clave traducibles a 10 idiomas para poder transmitir información a los 
residentes extranjeros. Estos avisos multilingües que aparecerán al lado de los 
avisos en japonés, permitirán dar información precisa a los extranjeros refugiados.

＊“Resumen multilingüe de expresiones básicas sobre información en caso de desastres”
　（CLAIR…Consejo de Autoridades Locales para las Relaciones Internacionales) 【japonés】

Contiene información multilingüe (9 idiomas) dirigida a los extranjeros emitida por 
el Centro de Apoyo de la Región del Nordeste de Japón a raíz del terremoto 
ocurrido en las costas del Océano Pacífico. La información está dirigida a los 
extranjeros que hablan japonés pero que no pueden leer.

＊“100 términos básicos para extranjeros en caso de terremoto”
(“Japonés fácil”, Sociedad de Investigadores de la Facultad de Letras Humanas 
de la Universidad de Hirosaki)
En la página web que figura a continuación se puede ver cómo se leen los 
caracteres chinos que son complicados y cómo se dicen de otra forma más sencilla 
ciertos términos difíciles. Todo el vocabulario es referente a desastres. Estos 
elementos están pensados para que los japoneses puedan transmitir el japonés de 
forma sencilla a los extranjeros y también para ayudar a los extranjeros a aumen-
tar su vocabulario.
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P.2
アイパル香川法律相談

香川県子ども女性相談センター

かがわ男女共同参画相談プラザ

高松市福祉事務所

丸亀市福祉事務所

TEL：087-837-5908

TEL：087-835-3211

TEL：087-832-3198

TEL：087-839-2384

TEL：0877-23-2201

坂出市福祉事務所

善通寺市福祉事務所

観音寺市福祉事務所

さぬき市福祉事務所

TEL：0877-44-5027

TEL：0877-63-6371

TEL：0875-23-3957

TEL：0879-52-6600

(6) 配偶者から暴力を受けたとき
香川県では、配偶者からの暴力に関する

相談を無料で行っています。秘密は必ず

守られますので、安心して相談してくださ

い。近くの警察署でも相談することができ

ます。

アイパル香川以外は日本語での相談にな

ります。通訳が必要なら、アイパル香川は

通訳ボランティアを派遣します《有料》。

　　　　　　　  かがわほうりつそうだん

かがわけん  こ　　　　 じょせいそうだん

   　　　　  だんじょきょうどうさんかくそうだん

 たかまつし ふくし   じ   む  しょ

まるがめしふくし   じ   む  しょ

さかいでしふくし   じ   む  しょ

ぜ ん つ う じ しふくし   じ   む  しょ

か ん お ん じ し ふくし   じ   む  しょ

             し  ふくし   じ   む  しょ

　　  はいぐうしゃ　 　　   ぼうりょく　   う

かがわけん　　          　  はいぐうしゃ　　              ぼうりょく　　かん

そうだん　   むりょう　　おこな　　　　　　　　　　　　  ひみつ　　かなら

まも　　　　　　　　　　           あんしん　　      そうだん

　　　 ちか　　　　 けいさつしょ　         そうだん

　　　　　　　　 か が わ  い が い　       に ほ ん ご　　         そうだん

                        つうやく　  ひつよう　　　　　　　　　　　　　   か が わ

つうやく　　                                  は け ん　　　　　　　　ゆうりょう

（6） Si sufre violencia doméstica por 
parte de su cónyuge o pareja

En la prefectura de Kagawa se realizan 

consultas gratuitas sobre violencia doméstica. 

Consulte con toda confianza ya que se guarda 

el máximo secreto sobre el caso. También es 

posible consultar en la comisa-ría. 

Las consultas que no sean en I-Pal Kagawa, 

se realizan en japonés solamente. Si necesita 

un intérprete, puede recurrir al servicio de 

envío de voluntarios intérpretes de I-Pal 

Kagawa《No gratuito》

Oficina de Asistencia Social de Takamatsu

Oficina de Asistencia Social de Marugame

Oficina de Asistencia Social de Sakaide

Oficina de Asistencia Social de Zentsuji

Oficina de Asistencia Social de Kanonji

Oficina de Asistencia Social de Sanuki

Consultas Jurídicas (I-Pal Kagawa)

Centro de Consultas para el Niño y la Mujer  (Pref. de Kagawa)

Centro Asistencial para la Igualdad de Derechos entre el Hombre
y la Mujer (Pref. de Kagawa)
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東かがわ市保健福祉事務所

三豊市福祉事務所

東讃保健福祉事務所

中讃保健福祉事務所

小豆総合事務所

TEL：0879-25-7830

TEL：0875-73-3665

TEL：0879-29-8253

TEL：0877-24-9961

TEL：0879-62-1373

ひがし　　　　　　し  ほ け ん ふくし   じ   む  しょ

 み と よ し  ふくし   じ   む  しょ

とうさん ほけん ふくし   じ   む  しょ

ちゅうさんほけんふくし   じ   む  しょ

しょうずそうごう  じ   む  しょ

Oficina de Salud y Asistencia Social de Higashikagawa

Oficina de Asistencia Social de Mitoyo

Oficina de  Salud y Asistencia Social de Tosan

Oficina de Salud y Asistencia Social de Chusan

Oficina General de Shozu
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3.  家・引越し
(1) 新しい家を探す･借りる
 ① 家を探す

大きく分けて次の2通りがあります。

a. 民間の賃貸住宅 

民間の家やアパートなどを探すとき

は、不動産屋を使うと便利です。不動

産屋は、駅の近くなどにあります。希

望する家賃、広さ、住みたい町などを

言うと、希望にあった家やアパートを

紹介してくれます。

b. 公営住宅

県や市町には、住む家がなくて困って

いる人のための公営住宅があります。

公営住宅は家賃が安いので、入りたい

人が多く、抽選（くじびき）で決める

ことがほとんどですが、給料が高い人

は入れないなど、いくつか制限があり

ます。詳しいことは、県庁や市役所、

町役場にきいてください。 

 ② 家を決めたら

家を借りる時には、家賃（家を借りる

ために毎月払うお金）、共益費（建物

の管理のために集めるお金）のほかに

も、いろいろなお金が必要です。全部

合わせて、家賃の5～6ヶ月分ぐらいに

なります。また、契約する時は、原則

として保証人が必要です。

　　いえ　 　ひ っ こ

 　   あたら   　    いえ　   さが　　     か

　　いえ　　さが

       おお　　　 　わ　　        つぎ　  　とお

       みんかん　　ちんたいじゅうたく

　　 みんかん        いえ　　                                                さが

　　               ふ ど う さ ん や 　　つか　　　　   べ ん り           　　  ふ ど う

    さ ん や             えき　　ちか　　　　                                               き

     ぼう　　       や  ちん　　 ひろ　　        す                    まち　　              

        い                      きぼう　                    　いえ　　                              

      しょうかい

　   こうえいじゅうたく

　　 けん　　しちょう　　　             す　　  いえ　　                   こま

　　　　　　 ひと　　                   こうえいじゅうたく

　　こうえいじゅうたく　   やちん　　  やす　　                   はい

　　 ひと　　おお　　      ちゅうせん　　                                      き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      きゅうりょう　  たか　　 ひと

             はい　                  　　　　　　　　　　　　 　  せいげん

　　　　　　　　  くわ　　　　　　　　　　　　 けんちょう　　しやくしょ

　　 ちょうやくば

　　 いえ　 　き

　    いえ　　  か　　        とき　　　            やちん　 　いえ　　  か

　　　　　　　　 まいつきはら　　        かね　　       きょうえきひ　　 たてもの

　　　　 かんり　　                     あつ　　             かね

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   かね　　 ひつよう　　              ぜ ん ぶ

　　  あ　　                      や ち ん　               　      げつぶん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   けいやく　       　とき     　　   げんそく

　　　　　　　   ほしょうにん　　 ひつよう

3. Vivienda. Mudanza 
（1） Para buscar o alquilar una nueva casa
 ① Para buscar una nueva vivienda
Se dividen en dos tipos:
Vivienda en alquiler privada
Si busca casa o departamento, etc. admi-
nistrados por empresas privadas, es 
conveniente recurrir a una inmobiliraia. 
Las inmobiliraias suelen estar cerca de la 
estación. Epecificando el precio del 
alquiler que desea, la superficie, el barrio 
donde desearía vivir, la inmobiliria le 
ofrecerá información sobre la casa o 
departamento acorde a sus necesidades.
Vivienda de alquiler construída por la 
municipalidad o la prefectura
En la prefectura y municipios hay vivien-
das de alquiler construídas por la munici-
palidad o la prefectura dedicadas a las 
personas que no tienen casa y que se 
encuentran en dificultades. El alquiler de 
estas viviendas es barato, por lo cual hay 
muchos aspirantes y casi siempre la 
adjudicación se decide por sorteo. Existen 
restricciones: las personas que perciben 
sueldos elevados no pueden vivir allí, etc. 
Para mayor información, diríjase a la 
Oficina del Gobierno Prefectural o a la  
municipalidad.

 ② Si ha decidido la vivienda  
Para alquilar una vivenda es necesario 
pagar: el alquiler （se paga mensual-
mente）, las expensas en común （para 
los gastos de administración, etc.） y 
demás gastos. En total el equivalente a 
unos 5 o 6 meses de alquiler. Además, en 
el momento de firmar el contrato, es 
necesario un garante.

a.

b.
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a. 敷金　

契約する時、家主に預けるお金で、大

体家賃の1～3ヶ月分です。家を借りた

人がそこを出る時に、まだ払っていな

い家賃や壊れたところをなおすために

使われます。その費用を引いて、残り

があれば返ってきます。

b. 礼金　

契約の時、家主に支払うお金で、大体

家賃の1～2ヶ月分です。家を借りた人

がそこを出るときも返ってきません。

c. 仲介料　

部屋を紹介してくれた不動産屋へ支払

う手数料です。普通、家賃の1ヶ月分を

支払います。

d. 保証人

保証人になった人は、もしあなたがい

なくなったら代わりにお金を払わなけ

ればなりません。ですから、あなたを

信用してくれている、親しい人に頼み

ましょう。どうしても保証人が見つか

らない場合は、保証人代行会社に頼む

こともできますので、不動産屋に相談

してください。

 ★ 香川県留学生住宅確保支援制度

日本国際教育支援協会と契約をしている

県内の大学の学生のために、アイパル

香川が家を借りるために必要な保証人

になることができます。借りる家が

      しききん

       けいやく　      　 とき　　  やぬし　 　あず　　             かね　　       だい

たいやちん　　　　　　      げつぶん  　　　  　　いえ　 　 か

ひと　　　　　　　　  で　　   とき　　                   はら

　　 やちん　　  こわ

つか　　                                       ひ よ う  　　ひ　　               のこ

  　　　　　　　 かえ

れいきん

けいやく　　 とき　　 やぬし　　   しはら        　   かね　　       だいたい

や ち ん　　　　　　       げつぶん　　　　　　いえ　　  か　　        ひと

　　　　　　　　 で　                    　かえ

ちゅうかいりょう

 へ   や      しょうかい　　　　　　　　　　  ふ ど う さ ん や  　　 し はら

　　 てすうりょう　　             ふつう　　  やちん　      　     げつぶん

 し はら

ほしょうにん

ほしょうにん　　　　　　　　  ひと

　　　　　　　　　　　　   か　                    　 かね　　はら

しんよう　　　　　　　　　　　　　　　　   した　　      ひと　　 たの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ほしょうにん　　  み

　　　　　　  ばあい　     　　 ほしょうにんだいこうがいしゃ　　 たの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ふ ど う さ ん や　 　そうだん

かがわけんりゅうがくせいじゅうたくかくほ し えんせいど

にほんこくさいきょういくしえんきょうかい　　けいやく

けんない　    だいがく　   がくせい

 かがわ　     いえ　　  か                                 ひつよう　　 ほしょうにん

　　　   　                                                            か　　　　　 いえ

Depósito (shikikin)
Es la suma de dinero que se le entrega al 

propietario de la vivienda en el momento 

de firmar el contrato. Equivale a 1～3 

meses de alquiler aproximadamente. Este 

dinero se utiliza cuando el inquilino deja la 

casa y es para hacer frente al alquiler que 

no se haya pagado o para  hacer reparacio-

nes. Se descuentan estos gastos y se le 

devuelve al inquilino lo que sobre.

Derecho de llave (reikin)
Es la suma que se le paga al propietario al 

firmar el contrato. Equivale a 1～2 meses 

de alquiler. No se devuelve cuando finaliza 

el contrato y el inquilino deja la casa. 

Arancel de mediación (chukairyo)
Es la comisión que se paga a la inmobiliaria 

que le presentó la vivienda. Normalmente 

es el equivalente a un mes de alquiler.

Garante (hoshonin)
El que hace de garante debe pagar el 

alquiler en caso de que usted esté ausente, 

por lo tanto  será conveniente encargarle a 

alguien bien conocido y que confíe en usted. 

Si no puede conseguir un garante, es 

posible solicitarlo a una compañía que actúa 

como garante. Sírvase consultar a la 

inmobiliaria..

Sistema de Apoyo a los Estudiantes 
Extranjeros de la Prefectura de Kagawa 
para conseguir Vivienda  
I-Pal Kagawa puede hacer de garante del 

alquiler de una vivienda a los estudiantes

extranjeros de una universidad situada en 

Kagawa, la cual haya establecido contrato 

con la　Asociación Japonesa de Apoyo a la 

Educación Internacional. Si ya tiene 

a.

b.

c.

d.

★
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ペットを飼うこと ・他の人に部屋を貸すこと

・契約で決めた人以外と住む

　こと

住むために借りた部屋を他のことに使

うこと

⇒日本では借りた家を出るときは、その家を元通りにきれいにしてから出

なければなりません。壊したり汚したりしたもの（窓や壁紙など）のお金

は、敷金から払うことになります。契約するときは、最後にどのくらいき

れいにして出なければならないか、確認しましょう。家に初めて入ったと

きも、最初どういう状態か確認しておいたほうがよいでしょう。

部屋に釘を打ったり、

ペンキを塗ること

決まったら、日本国際教育支援協会に

お金を振り込んでください。その保険の

加入者用控と、大学の推薦書、賃貸の

契約書3通を持って、アイパル香川まで

来てください。（詳しいことは、大学で聞

いてください。）
　　　

 ③ 契約書で確認すること

借りて住む家では、部屋の使いかたに

ついてのルールがあります。契約書を

丁寧に読み、どんなことが禁止されて

いるか確認しましょう。

◆例

か ほか　　 ひと     　へ   や　　     か

けいやく　　   き             　ひ といがい　　  す

 す　　　　　　　　　  か　           　へ　や　　　ほか　                  　  つか

へ  や　　くぎ　    う

                   ぬ

　　にほん　　 　   か　     　  いえ　 　で      　　　　　　     　  　　  いえ    もとどお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で

　　                                                    こわ　             よご                                               まど　　かべがみ                 　　　   かね

　　  　しききん　　      はら　　                                              けいやく                                   さいご

　　      　　　　　　で　    　　　　　　　　　　　　　　　　　  かくにん　　　　　           　     いえ　　はじ　　     はい

　　           さいしょ　　                じょうたい　  かくにん

 き　　                             にほんこくさいきょういくしえんきょうかい

     かね        ふ         こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ほ けん

かにゅうしゃようひかえ            だいがく       すいせんしょ　　 ちんたい

けいやくしょ   つう       も　　　　　　　　　　　　　　　  かがわ

 き　　　　　　　　　　　     くわ　　　　　　　　　　　　だいがく      き

                       

　　　

　  けいやくしょ　　かくにん

　　 か　　          す　　  いえ　　               へ　や　  　つか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    けいやくしょ

     ていねい　     よ　                                              　  きんし

                       かくにん

 れい

Tener animales en
casa

Dar un uso distinto a la habitación 
que se ha alquilado para residir・Alquilar la habitación a 

otra persona
・Convivir con personas que 
no figuran en el contrato

Clavar en las 
paredes o pintar 
las paredes

　 En Japón cuando se sale de la vivienda en alquiler, hay que dejarla 
limpia y en el estado original. El importe de lo que esté roto o sucio (ventana, 
empapelado, etc.) se descontará  del depósito (shikikin). Cuando firme el 
contrato, es mejor constatar en qué estado hay que dejar la casa. También 
es conveniente verificar en qué condiciones está cuando entra a vivir.

decidida la vivienda,　efectúe la transferen-

cia del dinero a la cuenta de la Asociación 

Japonesa de Apoyo a la　Educación 

Internacional. Con ese papel y 3 ejemplares 

del contrato de alquiler, venga a I-Pal. 

(Para saber en detalle, pregunte en la 

universidad.)

 ③ Lo que hay que verificar en el contrato 

Existen normas sobre el uso de la 

vivienda en alquiler. Lea con cuidado el 

contrato y verifique qué cosas están 

prohibidas.

◆Ejemplos
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P.50

P.45

P.50

P.45

(2) 生活を始めるために
 ① 公的機関（市役所や町役場、警察）

ですること

a. 転入届・転居届

外国から来て日本に住み始めた人で、

もらった在留カードに住所が書かれて

いなかったり、まだ在留カードをもら

ってない人は、新しい住所が決まって

から14日以内に新しい住所を知らせて

ください（転入届）。そのとき、家族全員

の在留カードやパスポート（在留カー

ドがまだない人だけ）をいっしょに持

って行ってください。

他の町から引っ越してきた人は、新し

い家に住み始めて14日以内に転入届を

してください。そのとき、家族全員の

在留カードと、前に住んでいた市や町

を出るときもらった転出証明書をわす

れないで持って行ってください。

同じ市や町の中で住所が変わった人

は、転居届をしてください。

b. 国民健康保険や国民年金

初めて保険や年金に入る人は、担当課

で申し込んでください。

もう入っている人は、転入届（転居届）

をするだけで、自動的に保険や年金の

住所の変更ができます。

c. 水道

市役所や町役場の水道課に連絡してく

ださい。

　　　せいかつ　　はじ

       こうてききかん  　　 しやくしょ　　  ちょうやくば　　 けいさつ

　 てんにゅうとどけ　てんしゅつとどけ

がいこく　　　　　き　　　に ほ ん　　  す　　  はじ　          ひと

　　　　　　　　ざいりゅう　　　　　　　 じゅうしょ　    か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ざいりゅう

　　　　　　　　 ひと　　　　あたら　　　じゅうしょ　    き

　　　　　　  か   い  ない　  あたら　　　 じゅうしょ　　 し

　　　　　　　　 てんにゅうとどけ　　　　　　　　　　　  かぞくぜんいん

　  ざいりゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざいりゅう

　　　　　　　　　　　 　ひと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  も

　　　　 い

ほか　   まち　　　　　ひ　　　こ　　　　　　　　　ひと　　　　あたら

　　いえ　　　す　　 はじ　　　　　　　か　いない　　てんにゅうとどけ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かぞくぜんいん

ざいりゅう　　　　　　　　　  まえ　　  す　　　　　　　　　 し　   ちょう

　　 で　　　　　　　　　　　　　　　てんしゅつしょうめいしょ

　　　　　　　　 も　　　　　い

おな　　  し　　　まち　　 なか　　じゅうしょ　　   か　　　　　　　 ひと

　　　  てんきょとどけ

　　こくみんけんこうほけん　　こくみんねんきん

はじ　　　　　ほけん　　  ねんきん　　はい　　 ひと　　　　　たんとうか

　　もう　　  こ

            はい　　　　　　　  ひと　　　てんにゅうとどけ　 てんきょとどけ

　　　　　　　　　　　　　　　 じどうてき 　　　ほけん 　　 ねんきん

じゅうしょ　  へんこう

       すいどう

　　  しやくしょ　　 ちょうやくば　　   すいどうか　　  れんらく

（2） Para empezar a habitar 
 ① Lo que hay que efectuar ante organismos 
públicos (municipalidad, policía, etc. )
Cambio de domicilio-entrada. Cambio de 
domicilio (dentro de la misma ciudad o 
pueblo)
Los extranjeros que vienen a Japón y 
comiencen a vivir aquí, si en la Tarjeta de 
Residencia recibida no figura el domicilio de 
Japón o bien no han recibido dicha Tarjeta, 
tienen que registrar el nuevo domicilio en el 
plazo de 14 días desde la fijación del 
domicilio (cambio de domicilio-entrada). En 
ese momento, lleve también las Tarjetas de 
Residencia de toda la familia y si no poseen 
la Tarjeta, lleve además los pasaportes de 
toda la familia.
Si ha venido de otra ciudad, efectúe el 
cambio de domicilio-entrada en el plazo de 
14 días de comenzar a vivir en la nueva 
casa. En esa ocasión, no se olvide de llevar 
el certificado de cambio de domicilio-salida 
emitido por la municipalidad de la ciudad o 
pueblo donde residió anteriormente.
Las personas que cambian de domicilio 
dentro de la misma ciudad o pueblo, 
registrar simplemente el cambio de 
domicilio. 

Seguro Nacional de Salud, Jubilación 
Nacional
Las personas que se afilien por primera 
vez, favor hagan la solicitud en la sección 
que corresponda.
Las personas que ya estén afiliadas, con 
sólo efectuar el cambio de domicilio-entrada 
o el cambio de domicilio (si es dentro de la 
misma ciudad o pueblo), simultáneamente 
queda realizado el cambio de domicilio 
respectivo en el Seguro Nacional de Salud 
y en la Jubilación Nacional.  

Agua corriente 
Avise a la Sección de Aguas.

a.

b.

c.
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・高松支店

・東かがわ営業所

・観音寺営業所

・坂出営業所

高松市（国分寺町以外）、三木町

さぬき市、東かがわ市

観音寺市、三豊市

坂出市、丸亀市（綾歌町、飯山町）、綾川町、

高松市（国分寺町）、宇多津町

0120-410-761

0120-410-712

0120-410-768

0120-410-740

　　たかまつしてん

　 ひがし　　　　　えいぎょうしょ

　　かんおんじえいぎょうしょ

　 さかいでえいぎょうしょ

たかまつし　　こくぶんじちょういがい　　　　 みきちょう

　　　　　　 し　　 ひがし　　　        し

か ん お ん じ し　　み と よ し

さかいでし　　まるがめし　　あやうたちょう  はんざんちょう　　   あやがわちょう

たかまつし　　こくぶんじちょう　　      う た づ ち ょ う

しこくでんりょく

四国電力

P.58

P.64

P.58

P.64

・丸亀営業所
　 まるがめえいぎょうしょ まるがめし　  あやうたちょう　 はんざんちょういがい　　      ぜ ん つ う じ し

                       ちょう  ことひらちょう　　たどつちょう

丸亀市（綾歌町、飯山町以外）、善通寺市、

まんのう町、琴平町、多度津町

0120-410-763

d. 転校（転入）手続き（小・中学校） 

転入届（転居届）を出した後、転校

（転入）を申し込みます。詳しいこと

は、教育委員会に聞いてください。

e. 自動車運転免許証 

新しい住所が分かるものを持って、近

くの警察か運転免許センターで住所を

書き直してもらってください。

 ② 家の準備

a. 電気

近くの電力会社に、住所、名前、電話

番号を知らせます。このとき、「お客様

番号」（毎月の請求書に書かれていま

す）が分かればそれを伝えてください。

　　 てんこう　 てんにゅう　  てつづ　　     しょう    ちゅうがっこう

てんにゅうとどけ　 てんきょとどけ　　　　   だ　　　　　あと　　  てんこう

　　てんにゅう　　　  もう　　  こ　　　　　　　　  くわ

            きょういくいいんかい　    き

　　 じどうしゃうんてんめんきょしょう

　  あたら　    　じゅうしょ　　 わ　　                             も　　              ちか

                   けいさつ　　  うんてんめんきょ　　                         じゅうしょ

        か　　 なお

　   いえ　  じゅんび

　　で ん き

      ちか　    　   でんりょくがいしゃ　　     じゅうしょ　　なまえ　　 で ん わ

      ばんごう　　  し　　                                                                きゃくさま

       ばんごう　　     まいつき　　 せいきゅうしょ　     か

                  わ　　　　　　　　　    つた

Companhia de Energia Elétrica Shikoku

Sucursal de
Takamatsu

Takamatsu-shi (excepto Kokubunji-cho) ,
Miki-cho

Oficina de
Higashikagawa

Sanuki-shi, Higashikagawa-shi

Oficina de
Kanonji

Kanonji-shi, Mitoyo-shi

Oficina de
Sakaide

Oficina de
Marugame

Sakaide-shi, Marugame-shi (Ayauta-cho, 
Hanzan-cho), Ayagawa-cho, Takamatsu-
shi(Kokubunji-cho), Utazu-cho　　

Marugame-shi (excepto Ayauta-cho y 
Hanzan-cho), Zentsuji-shi, Manno-cho, 
Kotohira-cho, Tadotsu-cho

d.

e.

a.

Trámites de cambio de escuela (escuela 
primaria, escuela secundaria básica) 
Luego de presentar el cambio de 
domicilio-entrada o el cambio de domicilio 
(si es dentro de la misma ciudad o 
pueblo), solicite el cambio de escuela- 
salida o el cambio de escuela-ingreso. 
Para mayor información, sírvase pregun-
tar al Comité de Educación. 

Licencia de conducir automóviles 
Presente el documento en el que figure el 
nuevo domicilio, vaya a la policía cercana 
o al Centro  de Licencia de Conducir para 
que le hagan el cambio de domicilio.

 ② Habilitación de la vivienda
Electricidad
Comunique a la compañía de electri-cidad 
más cercana: su domicilio, nombre, 
número de teléfono. Si conoce el “número 
de usuario”que le corresponde, dígalo.
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つうわりょうむりょう

フリーダイヤル（通話料無料）

中国電力

・小豆島営業所

・岡山営業所

ちゅうごくでんりょく

　　しょうどしまえいぎょうしょ

　 おかやまえいぎょうしょ

しょうどしまちょう　  とのしょうちょう

なおしまちょう

小豆島町、土庄町

直島町

0120-414-267

0120-411-353

b. 電話（NTTなら116）

新しい家に電話回線がある場合は、住

所とその家に入る日を知らせます。他

の電話会社を使っている場合は、その

会社に言ってください。

 ③ 隣・近所の人達とのお付き合い

日本では、引越してきた人が隣の人に

500円程度の品物を持ってあいさつに行

くのが一般的です。近所の人と顔見知り

になることはとても大切ですし、地域の

いろいろな情報をもらえるかもしれませ

ん。あなたの名前やどんなことをしてい

るかなど、簡単な自己紹介をしましょう。

 ★ 町内会・自治会

日本では、それぞれの地域に、町内会

もしくは自治会と呼ばれる組織があり

ます。町内会や自治会では、市役所や

町役場、保健所などからの情報を紙に

書き、それを家から家に順番に渡して

いく「回覧版」で、みんなが新しい情報

を知ることができるようにしています。

   で ん わ

あたら　　  　 いえ　　 でんわかいせん　　　　　 　 ば あ い  　　　 じゅう

 しょ　　　　　　  いえ　　はい　　  ひ　   　 し　　                           ほか

 　 でんわがいしゃ　　つか　                   　 ば あ い

かいしゃ　　 い

 となり　 きんじょ　　 ひとたち　　　　　    つ　   　あ

　  にほん　　　　　    ひ っ こ   　　　　　　　   ひと　  となり     ひと

  　　　 えん ていど         しなもの　　 も　　　　　　  　　　　　　　　  い

　　　　　　   いっぱんてき   　　　　  きんじょ      ひと　  かお  み  し

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　たいせつ　　                   ち い き

　　                         じょうほう

　　　　　　　　　　　　　な ま え

　　　　　　　　　    かんたん      じこしょうかい

 ちょうないかい　　じ ち か い

　 にほん　　　　　　　　　　　　　　  ちいき　　　   ちょうないかい

　　　　　　　　     じ ち か い　  　 よ　　　　　　　 そ  しき

　　　　　　  ちょうないかい　　 じ ち か い　　　　　　　 し や くしょ

  ちょうやくば　　  ほけんじょ　                        　 じょうほう      かみ

　 か　　　　　　　　　　　 いえ　　　　 いえ　 じゅんばん　  わた

　　　　　　  かいらんばん　　　　　　　　　　　　　  あたら         じょうほう

   　　 し

Compañía de Electricidad Chugoku

Llamada gratuita

Oficina de
Shodoshima

Shodoshima-cho, Tonosho-cho

Oficina de
Okayama

Naoshima-cho

Teléfono (NTT →116) 
Si en la nueva casa hay línea de 
teléfono, comunique a la compañía 
teléfonica la dirección y  el día en que 
empieza a habitar. Si se trata de otra 
compañía que no sea la NTT, avise a 
la compañía que corresponda. 

 ③ Relaciones con el vecindario 
En Japón, es común que la persona que 
se ha mudado y viene a vivir, vaya a 
saludar al vecindario llevando un pequeño 
presente (de aproximadamente 500 yenes). 
Es muy importante hacerse conocer y 
conocer a los vecinos. De esa forma 
también podrá conseguir diversas informa-
ciones. Haga una presentación sencilla 
diciendo su nombre y a qué se dedica.

 ★ Asociación de Vecinos. Círculo Comu-
nitario (Qué es)
En Japón en cada zona existen agrupacio-
nes denominadas Asociación de Vecinos 
o Círculo Comunitario. De la Municipali-
dad, del Centro de Salud Pública, etc. 
mandan el“aviso circular”a la Asocia-
ción de Vecinos o Círculo Comunitario 
para que sus miembros se enteren de las  
últimas informaciones. También se 
realizan eventos, actividades para preve-
nir la delincuencia o desastres naturales 

b.
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また、イベントや、防犯活動、防災訓

練（火事や地震のときにどうしたらい

いか勉強や練習をする）などを一緒に

しています。このような活動のための

お金は、みんなで少しずつ出しあって

います。外国人も町内会や自治会に入

ることができますので、町内会の人た

ちと会ったときに詳しいことをきいて

ください。

(3) 住み方のルール
アパートなどではみんなが気持ちよく生

活するためにも「住み方のルール」を守

ることがとても大切です。

 ① ゴミの出し方

ゴミを出す時間、曜日、場所、分け方な

どは、あなたの住んでいるところによっ

て違います。日本ではきちんとゴミを分

けて捨てることはとても大切なことで

す。詳しいことは、不動産屋か近所の

人、市役所や町役場にきいてください。

 ◆ 確認すること

a. 集める曜日と時間はいつ？

b. 集める場所はどこ？

c. 市役所や町役場が決めたゴミ袋は？

d. ゴミの種類と分け方、

   出し方は？

                                                           ぼうはんかつどう　　  ぼうさいくん

  れん　　   か　じ　      じしん

　            べんきょう    れんしゅう　　　　　　　　　　　　　　  いっしょ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつどう

　　  かね　　　　　　　　　　　　   すこ　　　　 　　 だ

　　　　               がいこくじん       ちょうないかい            じ   ち  かい　　 はい

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょうないかい   　 ひと

　　　　　    あ　　　　　　　　　  　 くわ

　　    す　　 かた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  き　も                     せい

かつ　                                      　  す　　  かた　　　　　　　　　　　　  まも

　　　　　　　　　　　　　　たいせつ

　　　　　　　　 だ　　 かた

　　　　　　　　 だ　　  じ か ん　    よ う び        ば し ょ　　 わ　　  かた 

                                      　　　  す     　　　　　　　    　　　　　　

            ちが                　　   に ほ ん              　　　　　　　　　　　　　  わ

                    す　　　　　　　　　　  　　　　　　   たいせつ　　   　　　

             　  くわ                                       ふ ど う さ ん や       きんじょ

      ひと　   し  やくしょ　   ちょうやくば

       かくにん

         あつ　　      ようび　　  じかん

         あつ　　       ばしょ

        し やくしょ　　ちょうやくば　 　 き　　                  ぶくろ

　　　　　　　　   しゅるい　　 わ  　　かた

         だ　　  かた

(se estudia y practica 
qué hacer en caso de 
incendio, terremoto, 
etc.) Se aporta entre 
todos una pequeña 
suma de dinero para 
realizar este tipo de 
actividades. Los 
extranjeros también 
pueden formar parte 

de la Asociación de Vecinos o Círculo Comu-
nitario. Para mayor información, sírvase 
preguntar a sus vecinos.

（3） Reglas de convivencia 
Para que todos puedan vivir sintiéndose a 
gusto en el vecindario, es importante 
respetar las“reglas de convivencia”. 
 ① Modo de sacar la basura
Para sacar la basura, según el barrio donde 
viva usted, varía la hora, el día, el lugar, la 
forma de separar la basura. En Japón es 
muy importante separar correctamente la 
basura para tirarla. Para saber en detalle, 
sírvase preguntar a la inmobiliaria a cargo, 
a los vecinos o bien a la municipalidad.

 ◆ Lo que hay que constatar 
Qué día y a qué hora recolectan la basura 
En qué lugar específico lo recolectan 
Cuáles son las bolsas reglamentarias 
establecidas por la municipalidad
Cómo es la clasificación de la basura, 
cómo se separa, 
cómo se saca

a.
b.
c.

d.
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燃やせるゴミ

紙・布

破砕ゴミ

（燃やせないゴミ）

プラスチックゴミ

有害ゴミ

＊b 粗大（大型）ゴミ

                   

＊a 資源ゴミ（ビン・
カン・ペットボトル）
                   

  ＊c リサイクル対象
　    ゴミ
               

も

かみ　　ぬの そ だ い　　おおがた たいしょう

も はさい ゆうがい し げ ん

 ◆ 例（高松市のゴミの種類）

a. 資源ゴミとは？

古い新聞や雑誌、カンやビンのように、

資源としてもう一度使えるものは、資

源ゴミとして他のゴミと分けて集める

地域があります。何が資源ゴミになる

か、どう分けるかは、地域によって違

います。

b. 粗大ゴミ（大型ゴミ）とは？

電気製品（c.のゴミ以外）、家具などの、

大きなゴミのことです。集め方は、地

域によって違います。

れい　　たかまつし　　　　　　　　しゅるい

し げ ん

ふる　   しんぶん　　ざ っ し

し げ ん   　　　　　　　　　  いちど  つか　                                　 し

げん　　　　　　　　　 　 ほか　　                    わ　　         あつ

ち い き　　　                             なに　 　し げ ん

   　　　　　　　  わ　　                            ち い き   　　　　　　　  ちが

そ だ い　　　　       おおがた

でんきせいひん　　　　　　　　     い が い　　   か　ぐ

おお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  あつ　　かた　　         ち

いき　　　　　　　   ちが

Recursos reutilizables:         

Hay zonas donde la basura se separa de 

tal modo que los periódicos y revistas 

viejas, latas y botellas puedan volverse 

a utilizar como recurso aprovechable. 

Qué cosas se consideran recursos 

reutilizables, cómo se clasifican, 

depende de cada zona.

Basura de gran dimensión:

Electrodomésticos (excepto los compren-

didos en c.), muebles, etc. Son objetos 

grandes. La forma de recolección varía 

según la zona.

Basura incinerable

Papeles, telas, etc. ＊b Basura de gran
dimensión

Plásticos
(bolsas, envoltorios,
etc.)

Basura nociva

Basura no incinerable
＊a Recursos reutiliza-
bles (botellas, latas, 
botellas PET)

a.

b.

◆Ejemplos (Clasificación de la basura según la 
Municipalidadde la Ciudad de Takamatsu)

＊c Basura reciclable
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c. リサイクル対象ゴミ（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫、洗濯機）とは？

大きくてもこれらは粗大ゴミとして簡

単には出せません。捨てるときはお金

がかかります。捨てたいときは、買っ

た店か、新しく買う店に、持って帰っ

てもらいます。店が持って帰ってくれ

ないときは、市役所や町役場に捨て方

をきいてください。

 ② 台所の使い方

流しに、ゴミや使った後の油などを捨

てないでください。水が流れなくなり

ます。また、川や海を汚すことにもな

ります。油を捨てるときは、新聞紙な

どで油を拭き取り、燃えるゴミとして

捨ててください。

 ③ 生活騒音

あなたがうるさいと思わない音でも、

隣や近所の人には迷惑になっているか

もしれません。あまり大きな音をたて

ないようにしましょう。特に、夜遅く

や朝早い時間には注意しましょう。

  　　　　　　　　　 たいしょう

　　　　れいぞうこ　　せんたくき

おお　                                           　  そだい　                          　かん

たん　       　 だ　　                             す　　                                 かね

                                             す　                                        　  か

      みせ　　     あたら　　       か　　  みせ　　        も　　         かえ

                                           みせ　 　 も　        　 かえ

                               　　し や く し ょ　　ちょうやくば　　   す　　  かた

 だいどころ　  つか　　かた

なが　　　　　　　　　　　　  つか　       　あと　  あぶら　　              す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   みず　　 なが

　　　　　　　　　　　　 かわ　　 うみ　　 よご

　　　　　　　　あぶら　　 す　　　　　　　　　　　　　  しんぶんし　　

　　　  あぶら　　 ふ　　   と　              も

  す

せいかつそうおん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   おも　            　 おと

となり　　きんじょ　　ひと       　　めいわく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  おお　　　　おと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  とく　　　 　よるおそ

       あさはや　　 じ か ん　　      ちゅうい

Basura que se destina a reciclaje (aire 
acondicionado, televisor, refrigerador, 
lavarropas, etc.):
Aunque son grandes no pueden tirarse 
como basura de gran dimensión. Es 
necesario pagar para poder deshacerse 
de dichos electrodomésticos. Cuando 
quiera tirarlo, tiene que solicitar que se 
lo lleve a la tienda donde lo compró o a 
la tienda donde piensa comprar el 
nuevo artefacto. Si la tienda se rehúsa a 
llevárselo, sírvase preguntar en la 
municipalidad. 

 ② Cómo usar la cocina 
No tire en la pileta de la cocina el aceite 
usado y demás desperdicios. Se obstruirá 
y no correrá el agua. Además, de esa 
forma los ríos y mares se ensucian. Para 
tirar el aceite, hágalo absorber en papel 
de periódico por ejemplo y sáquelo 
como basura incinerable.

 ③ Ruidos 
Aunque a usted no le parezca un ruido 
molesto, a los vecinos puede resultarles 
desagradable. Trate de no hacer mucho 
ruido. Sobre todo tenga cuidado 
durante la noche y por la mañana 
temprano.

c.
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テレビ、ラジオ、ＣＤなどの音  楽器の音 大声での会話

掃除機や洗濯機の音 シャワーやお風呂の音 ドアを開けたり閉めたりする音

◆例

 ④ お風呂・トイレの使い方

日本は湿気が多くカビがはえ

やすいので、窓を開けたり換

気扇を回したりして、空気を

入れ替えましょう。お風呂に

入るときは、次に入る人のた

めにお湯に入る前に必ず体を

洗い、タオルや石鹸でお湯を

汚さないようにしましょう。

お風呂やトイレの排水管がつ

まると、水があふれだしてし

まい、周りの人に大きな迷惑

おと

そ う じ き　　せんたくき　　おと ふ ろ  　おと あ

がっき 　　おと おおごえ　　  　か い わ

し おと

　    ふ  ろ　　                          つか　　かた

 に ほ ん　　 し っ け　　 おお

　　　　　　　　　　　　 まど　  　あ                     かん

 きせん　　 まわ          　　　　　　　　　　 くうき

 い          か　　　　　　                              ふ　ろ　　 

 はい　　                           つぎ       はい　　ひと

　　                ゆ　　  はい       まえ　   かなら  　からだ

 あら　　　　　　　　　　　　　せっけん　　　  　 ゆ

よご

  　　 ふ  ろ                                  はいすいかん

                          みず

                    まわ　　       ひと　   おお           　めいわく

 れい

　　　　④ Cómo usar el cuarto de baño y el 

baño

En Japón hay mucha humedad. 

Ventile el ambiente abriendo las 

ventanas y poniendo en funciona-

miento el extractor de aire. 

Cuando se bañe, piense en la 

persona que se bañará después, 

lávese el cuerpo antes de meterse 

en la bañera. No ensucie el agua 

de la bañera con la toalla o 

enjabonándose dentro. Si se tapa 

la cañería de desagüe, el agua 

rebosará y causará serios 

Ruido de TV, radio, CD, etc. Charlar en voz altaRuido de instrumentos
musicales

Ruido de la aspiradora,
lavarropas, etc.

Ruido al abrir o cerrar
la puerta

Ruido al ducharse o
bañarse

◆Ejemplos
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をかけてしまいます。排水溝にたまっ

た髪の毛などはできるだけとりましょう｡

排水管をつまらせて下の階が水浸しに

なってしまった場合は、弁償しなけれ

ばなりません。

日本のトイレではトイレットペーパー

を流してもかまいませんが、ティッシ

ュや生理用ナプキンは絶対に流さない

でください。

 ⑤ ベランダの使い方

ベランダで布団を干すときや、

鉢植えの木や花を育てるとき

は、それらがベランダから落ち

ないように気をつけましょう。

ベランダに緊急の時に逃げる

ための穴がある場合は、その

穴のふたの上にものを置かな

いようにしましょう。隣の部

屋との間にある壁の前も同じ

です。

 ⑥ 共有部分の使い方

階段や廊下は共有部分です。地震や火

事のとき、ここは逃げるための道とし

て使われるので、あなたの物を置いて

はいけません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   はいすいこう

　   かみ 　   け

 はいすいかん　　　　　　　　　　　　   した　　 かい 　  みずびた

　　      　　　　　　　　　　    ば あ い　　       べんしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  

 にほん

　　なが

         　せいりよう   　　　　　　　　　  ぜったい       なが

　　　　　　　　　   つか　　かた

　　　　　　　　　 ふ と ん　　  ほ

は ち う　　         き　　  はな　　そだ

　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　 お

　　　　　　　　　  き

　　　　　　　　　  きんきゅう  　 とき　　   に

　　　　　   あな　                ば あ い

あな　　                   うえ　　　　　　　　  お

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   となり　    へ　

 や　      　 あいだ  　        　 かべ       まえ　　 おな

きょうゆうぶぶん　　つか　　かた

かいだん　　 ろ う か　　  きょうゆうぶぶん  　　　　　    じ し ん　   　か

  じ　　　　　　　　　　　　　　　   に　　　　　　　　　   　みち

       つか　                  　　　　　　　　　　　　 　  もの　     お 

problemas a la gente de su alrededor. 

Limpie la boca de la cañería de desagüe 

quitando los pelos y la basura que se 

hayan acumulado. Si se obstruye la 

cañería de desagüe y se inunda el piso de 

abajo por culpa suya, tendrá que pagar 

indemnización. 

En los inodoros de Japón se puede tirar 

papel higiénico. Sin embargo, no se debe 

tirar jamás papel tissue ni toallas higiéni-

cas en el inodoro.

⑤ Cómo usar el balcón 

Cuando ponga en el balcón el 

futon al sol, o bien si cultiva 

plantas y flores en macetas, 

tenga cuidado de que no se 

caigan del balcón. Si existen 

bocas para casos de emergencia, 

no ponga objetos encima de la 

tapa. Igualmente deje despejado 

el espacio delante de la mam-

para de separación con la unidad 

vecina.

 ⑥ Cómo usar los espacios en común 

Las escaleras y corredores son espacios 

de uso común. Dichos lugares son 

camino de paso para huir en caso de 

terremoto, incendio, no ponga cosas allí.
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⑦自転車置場・駐車場

自転車は、通る人の邪魔にならないよ

う、決められた場所におきましょう。

もし車を持っている場合は、車を道に

とめるのではなく、駐車場を借りなけ

ればいけません。

(4) 電気・ガス・水道
①料金の支払い方

送られてきた請求書に書かれた金額を、

支払い期限（この日までに払わなけれ

ばいけないという日）までに、銀行や

郵便局、コンビニエンスストアなどで

支払います。あなたの銀行口座から、

自動的に引き落とすこともできます。

②電気を使うとき

日本の電圧はどこでも100ボルトですが、

周波数は西日本が60ヘルツ、東日本で

は50ヘルツです。電圧や周波数が違う

電気器具は、使えないことがあるので

注意しましょう。

電気器具を一度にたくさん使うと、ア

ンペアブレーカーが切れることがあり

ます。そのときは、使っている電気器

具を減らし、ブレーカーのつまみをあ

げ、スイッチを入れてください。

じてんしゃおきば　ちゅうしゃじょう

 じ て ん し ゃ　　      とお　　ひと　　  じ ゃ ま

              き　                    　ば し ょ

           くるま　　 も　　                      ば あ い　　      くるま　　みち

             　　　　　　　　　　　　　　  ちゅうしゃじょう　　  か

    で ん き　        　　　　    すいどう

りょうきん　　し は ら　　かた

おく　　　　　　　　　  せいきゅうしょ　　 か　　              きんがく

し は ら　　   き げ ん　　               ひ　              　 はら

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひ　　　　　　　　　　　 ぎんこう

ゆうびんきょく

し は ら　　　　　　　　　　　　　　  　　  ぎんこうこうざ

じどうてき　　  ひ　　   お

でんき　 　つか 

に ほ ん　　でんあつ

しゅうはすう　　にし にほん　　　　　　　　　　　　   ひがしにほん

　　　　　　　　　　　　　　　　 でんあつ　　  しゅうはすう　    ちが

で ん き き  ぐ 　       　つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ちゅうい

で ん き き ぐ　　 い ち ど　　　　　　　　　　   つか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    き

　　　　　　　　　　　　　                  つか　　                    で ん き き

 ぐ　   　へ   

      　　　　　　　　　　　　 い

 ⑦ Lugar para dejar las bicicletas. Estaciona-
miento de automóviles 
Deje la bicicleta en los lugares indicados 
de tal forma que no entorpezca el paso de 
los demás. 
Si tiene automóvil, no lo deje estacionado 
en la calle sino que debe alquilar un 
estacionamiento.

（4） Luz. Gas. Agua corriente
 ① Forma de pago de las tarifas 

El importe que figura en la factura que le 

envían, debe ser abonado hasta la fecha 

de vencimiento. El pago puede efectuarse 

en bancos, Oficinas de Correo (Yucho 

Guinko), tiendas de conveniencia, etc. 

También es posible hacer que se 

descuenten automáticamente dichas 

tarifas de su cuenta bancaria.

 ② Para usar la electricidad 

El voltaje en Japón es de 100 voltios. La 

frecuencia en la zona Oeste de Japón es 

de 60 hertzios, en la zona Este es de 50 

hertzios. Si el voltaje o la frecuencia del 

artefacto eléctrico no coincide con los de 

la zona, no se puede usar. Tenga cuidado.

Si pone en funcionamiento muchos 

artefactos a la vez, puede suceder que el 

interruptor general de amperios se corte. 

En ese caso, reduzca los electrodomésti-

cos en uso, y levante la perilla del 

interruptor.
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③ガスを使うとき 

家で使うガスは、「都市ガス」と「LP

ガス」の2種類があります。地域によっ

て種類が違います。ガスの種類に合わ

ないガス器具を使うなど、使い方をま

ちがえるととても危険なので、注意し

てください。 

④水道を使うとき 

水が出なくなったり、水道管から水が

漏れているなど、こわれた時も、市役

所や町役場に連絡してください。

(5) コンビニエンスストアの利用
日本では24時間あいているコンビニエンス

ストアがどこにでもありますが、食べ物や

生活で使うものを売っているだけでなく、

いろいろなことができます。

① ガスや水道などの公共料金やインター

ネットショッピングなどの代金を払う

② コピーをとる、FAXを送る

③ 手紙、宅配便（又は郵便小包）を送る

④ チケットを予約する、買う（イベント、

バスなど）

⑤ ATMを使ってお金をおろす

(6) 借りている家を出ることを決めたら
① 賃貸借契約（家を借りる契約）の解約

（契約をやめる）の通知（知らせる）

部屋や家を借りている人は、解約した

い日の1～2ヶ月前に、家主にそれを言

                       つか

      いえ　　つか　　                                 と　し

                                 しゅるい　　　　　　　　　　　　  ち い き

　　　   しゅるい　　 ちが　　  　　　　　　　　　　　　 しゅるい　 　 あ

　　　　　　　　　　  き   ぐ        つか                   　　  つか　　かた

                             　　　　　　　　    き け ん 　　                   ちゅうい

　　すいどう　　つか

　　みず　 　 で　　　　　　　　　　　　　　　  すいどうかん　　　　 みず

　　 も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  とき　       　 し や く

     しょ　　ちょうやくば　　れんらく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   り よ う

に ほ ん　　　　　    じ か ん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 た       もの

せいかつ　   つか　　  　　　　　  う

　　　　　　　　 すいどう　　             こうきょうりょうきん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  だいきん　　はら

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おく

　　 て が み　　たくはいびん　　また　　ゆうびんこづつみ　　      おく

　　　　　　　　　　　   よ や く　             　 か

　　　　　　　　   つか　　            かね

　　　か　　                   いえ　    で　　 　　　　　　 き

　    ちんたいしゃくけいやく　    いえ　　  か　　         けいやく　　       かいやく

            けいやく　　　　　　　　　　　       つ うち　　  し

       へ　や　      いえ　　  か　　  　　　　　　 ひと　　　　  かいやく

　　        ひ　　                かげつまえ 　　　    や ぬ し　　                      い

 ③ Para usar el gas 
Hay dos tipos de gas: el“gas urbano”y 
el“gas licuado”, dependiendo de la 
zona. Resulta sumamente peligroso el 
uso inadecuado de los artefactos de gas, 
como ser usar un artefacto que no 
corresponde al tipo de gas. Tenga 
cuidado.

 ④ Para usar el agua 
Avise a la municipalidad en el caso de 
que no salga agua o vea que hay 
pérdida de agua en la cañería o se ha 
roto la cañería.

 
（5） Tiendas de conveniencia  
En Japón hay tiendas de conveniencia en 
todas partes y están abiertas las 24 horas. 
Además de vender comida y artículos 
para la vida diaria, se pueden efectuar 
diversas operaciones:
 ① Pagar las cuentas de gas, agua y demás  
tarifas de servicios públicos, pagar el 
importe de compras hechas por Internet. 

 ② Sacar fotocopias, mandar FAX
 ③ Despachar cartas, enviar paquetes a 
través del servicio de reparto a 
domicilio o por correo.

 ④ Reservar o comprar boletos 
(de eventos, autobús, etc.) 

 ⑤ Retirar dinero por medio 
del cajero automático 
(ATM).

（6） Si ha decidido dejar la vivienda 
que está alquilando

 ① Aviso de la anulación del contrato

Tiene que comunicarle al propietario su 

intención de anular el Contrato de Alquiler 

(chintaishaku keiyaku) 1～2 meses antes de la 
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わなければなりません。どうしたらい

いかは契約書に書いてあります。

②引越会社に頼む

日本にはたくさんの引越会社がありま

す。頼む前に値段を比べたほうがいい

でしょう。

(7) 借りている家を出るために
① 公的機関（市役所や町役場、学校など）

ですること

a. 水道

市役所や町役場の水道課に連絡してく

ださい。

b. 国民健康保険（入っている人だけ）

保険証を返してください。同じ市や町

の中で引っ越す人は、転居届をしてく

ださい。

c. 転校（転出）手続き（小・中学校）

今行っている学校に、いつ引っ越すか

知らせてください。

d. 転出届・転居届

外国や他の市や町に引っ越す場合は

転出届をして、転出証明書を忘れない

でもらってください。後で他の市や町

で住み始めたときに、市役所や町役場

で出さなくてはなりません。引っ越し

の14日前から届け出ができます。

同じ市や町の中で引っ越す場合は転居

届をしてください。

 

                  けいやくしょ　 　か

ひっこしがいしゃ　　たの

 にほん　　　　　　　　　　　　　　    ひっこしがいしゃ

　　　　 たの　　まえ　　  ねだん   　  くら

　  か　　                     いえ　 　 で

こうてききかん  　 しやくしょ　　ちょうやくば　　がっこう

 すいどう

  しやくしょ　　  ちょうやくば         すいどうか　     れんらく

 こくみんけんこうほけん  　 はい　　                  ひと

 ほけんしょう　　 かえ　　　　　　　　　　　　　　  おな　　  し　　ちょう

       なか　　   ひ　      こ　  　ひと　　      てんきょとどけ

 てんこう　  てんしゅつ　  てつづ　      　しょう  ちゅうがっこう

 いま  い　                    　 がっこう　　                      ひ　　   こ

  し

てんしゅつとどけ　てんきょとどけ

  がいこく　     ほか　     し　    ちょう　     ひ　       こ　        ば  あい

てんしゅつとどけ　                    てんしゅつしょうめいしょ　    わす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あと　    ほか　     し　   ちょう

         す　     はじ　                                     し  やくしょ　   ちょうやくば

         だ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　       こ

               か まえ　         とど　     で

 おな　     し       ちょう     なか        ひ         こ          ば あい        てんきょ

とどけ

anulación del contrato en sí. En la escritura 
del contrato está escrito cómo hacerlo.

 ② Para encargar la mudanza a una empresa 
de mudanzas 
En Japón hay muchas empresas que se 
dedican a la mudanza. Es conveniente 
comparar precios antes de solicitar el servicio.

（7） Para dejar la vivienda que está 
alquilando

 ① Trámites a realizar ante organismos 
públicos (municipalidad, escuela, etc.) 
Agua corriente 
Avise a la Sección de Aguas de la 
municipalidad correspondiente. 
Seguro Nacional de Salud (los que están 
afiliados)
Devuelva la Libreta o el Carnet del 
Seguro. Quien se muda a un lugar que 
está dentro de la misma ciudad o pueblo, 
efectúe la notificación del cambio de 
domicilio. 
Trámite del cambio de escuela primaria o 
secundaria básica (salida tenshutsu). 
Comunique a la escuela a la que está 
concurriendo, cuándo va a mudarse.
Cambio de domicilio-salida. Cambio de 
domicilio (dentro de la misma ciudad o 
pueblo)
Si se muda al extranjero o a otra ciudad o 
pueblo, haga la notificación del cambio de
domicilio-salida (tenshutsu todoke) y no se 
olvide de que le entreguen el certificado 
de cambio de domicilio-salida (tenshutsu 
shomeisho), ya que hay que presentarlo en 
la municipalidad del nuevo domicilio. Se 
puede efectuar dicho registro desde 14 
días antes de la mudanza.
Si se muda a un lugar dentro de la misma 
ciudad o pueblo, efectúe simplemente la 
notificación del cambio de domicilio 
(tenkyo todoke). 
 

a.

b.

c.

d.
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 ② 家の片付けなど

a. 電気・ガス

今住んでいるところと、これから新し

く住むところにある営業所（店）に、

住所、名前、電話番号、引っ越す日を

知らせます。このとき、電気、ガス､

水道の検針票（今月いくら使ったかを

知らせる紙が毎月来ます）か、領収書

にある「お客様番号」を言ってくださ

い。

b. 電話（NTTならTEL：116）

今住んでいるところに電話がある場合

は、NTTに引っ越す日を知らせます。

他の電話会社を使っている場合は、そ

の会社に言ってください。

c. ゴミの整理

ゴミが一度にたくさん出ますが、きち

んと分けて捨ててください。また、お

金を払って、ゴミを集める専門の会社

に持って帰ってもらうこともできます。

テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機

は、買ったときの店や、新しく買う店

に持って帰ってもらえるよう頼んで、お

金を払ってください。

d. 郵便　

郵便局で転居届を出すと、1年間は新

しい住所（国内だけ）に郵便物を送っ

てもらえます。

いえ　　か た づ

で ん き

 いま す   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    あたら

        す　　　　　　　　　　　　　　    えいぎょうしょ 　みせ

じゅうしょ　  な ま え　    でんわばんごう　　   ひ　　    こ　   　 ひ

  し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     でんき

    すいどう　  けんしんひょう　 こんげつ　　              つか

    し　　               かみ　　まいつき   き　　                           りょうしゅうしょ

  　　　　　　　　　　 きゃくさまばんごう  　　       い

 

で ん わ

いま  す　　                                              で ん わ　　　　　　    ば あ い

　                            　 ひ　　   こ　　   ひ　　   し　　   　　　　　　　　

 ほか　　  でんわがいしゃ　　  つか                          ば あ い

       かいしゃ　   い

                  せ い り

           い ち ど　　　　　　　　　　　で

　　　　   わ　　　　　 す

 かね　　はら　　　　　　　　　　　　  あつ　　　　  せんもん      かいしゃ

　　  も　　       かえ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　       れ い ぞ う こ　　 せ ん た く き

　　　　   か　　                           みせ　     　あたら　　       か        みせ

　　  も　       　かえ　　                                          たの

 かね　  はら

 ゆうびん

 ゆうびんきょく　   てんきょとどけ　　  だ　　                   ねんかん　  あたら

            じゅうしょ　　こくない　　                  ゆうびんぶつ　　  おく

 ② Cancelación de servicios. Limpieza de la 
vivienda 
Electricidad, gas   
Avise tanto a la oficina de electricidad y 
gas del lugar del que se muda como a las 
oficinas del lugar al cual se muda: 
dirección, nombre, número de teléfono, 
día de la mudanza.
Fíjese en el“aviso de consumo”de luz y 
gas ( lo que le llega mensualmente 
especificando el consumo ), o bien en 
el“número de usuario”que figura en el 
recibo.
Teléfono (NTT→TEL : 116) 
Si tiene  teléfono residencial, comunique a 
NTT el día en que se muda. Si utiliza del 
servicio de otra empresa telefónica, avise 
a la empresa que corresponda. 
Tirar la basura
Habrá gran cantidad de basura. Separe 
debidamente  para tirarla. También es 
posible encargar pagando a una empresa  
especializada para que se lleve la basura. 
Para tirar un televisor, aire acondicio-
nado, refrigerador, lavarropas, etc., es 
necesario abonar a la tienda donde lo 
compró o bien a la tienda donde piensa 
comprar el nuevo artefacto. 
Correo 
Si presenta en la oficina de correo la 
Notificación de Cambio de Domicilio ( 
tenkyo todoke), le harán el reenvío de la 
correspondencia y encomiendas al nuevo 
domicilio durante 1 año (sólo dentro del 
país).

a.

b.

c.

d.
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4.  日本・香川県での生活
(1) 日本の生活習慣
 ① 社会生活

挨拶は握手ではなく、おじぎをします。

契約をするときは、サインだけでなく、

印鑑（はんこ）を押さなくてはならない

場合がほとんどです。

印鑑（はんこ）は、日本では本人で

あることを証明するために必要なもの

です。近くのはんこ屋で作ることがで

きます。

親しい人にお祝いするときは、お金や

品物を贈ります。お金を入れる専用の

袋があります。

葬式に行くときは、黒い服（喪服）を

着ます。お金は専用の袋に入れて受付

で渡します。

多くの人が集まるところは、禁煙にな

っているところが多いので、注意して

ください。

電車・バスや病院の中は携帯電話で話

すことが禁止されています。

 ② 交通ルール

歩く人は右側、車・自転車は左側を通

ります。

信号が赤色（止まれ）・黄色（注意）

の場合は止まり、青色になったらすす

んでください。

車や自転車は、歩いている人に道をゆ

ずりましょう。

a.

b.

＊

c.

d.

e.

f.

a.

b.

c.

にほ ん　    かがわけん　　　　 せいかつ

　  に ほ ん　　せいかつしゅうかん

しゃかいせいかつ

あいさつ　  あくしゅ

けいやく

いんかん　　　　　　　　　　　    お

ば あ い

いんかん　　　　　　　　　　　　　　　     に ほ ん　　        ほんにん

　　　　　　　         しょうめい　　                         ひつよう

                   ちか　　                            や　 　つく

した   　　　 ひと　　　　 いわ　　　　　　　　　　　　　　　　  かね

しなもの　　 おく　　　　　　　　　　  かね　 　 い　　　　　せんよう

ふくろ

そうしき　　 い　　　　　　　　　　    くろ　　ふく　 　もふく

 き　　　　　　　　   かね　　 せんよう  　ふくろ　  い　        　うけつけ

     わた

おお　　　　 ひと　　あつ　　 　　　　　　　　　　　     きんえん

　　　　　　　　　　　　　　　　  おお　　　　　　　　  ちゅうい

でんしゃ　　　　　　　    びょういん　  なか　　けいたいでんわ　    はな

                         きんし

こうつう

ある　　ひと　　 みぎがわ　  くるま　　じてんしゃ　   ひだりがわ　  とお

しんごう　　 あかいろ　　  と　                       き い ろ　     ちゅうい

      ば あ い　      と　                  あおいろ

くるま　　 じてんしゃ　　　　  ある　　　　　　　　 ひと　　 みち

4. La vida en Japón y en Kagawa
（1） Costumbres de la vida diaria en 

Japón
 ① Relaciones sociales 

Se saluda haciendo una reverencia en 

lugar de dar la mano.

Para un contrato, además de la firma, la 

mayoría de las veces se sella el sello 

personal.

El sello (inkan) es necesario para 

demostrar la identidad de la persona. Lo 

confeccionan en la tienda de sellos. 

En ocasiones ceremoniales, a las personas 

muy amigas se les obsequia con dinero o 

regalos. Hay sobres especiales  para 

introducir el dinero.

Para asistir a un funeral, se va vestido de 

negro. Se acostumbra entregar dinero 

puesto en un sobre con ribete negro. 

En los lugares muy concurridos general-

mente está prohibido fumar. Tenga 

cuidado. 

Dentro del tren o autobús, en los hospi-

tales, está prohibido hablar por el celular.

 ② Normas de tránsito 

Los peatones van por la mano derecha, 

los automóviles y biciletas por la mano 

izquierda. 

Cuando el semáforo está en rojo, es señal 

de (alto); si está en amarillo (cuidado) hay 

que detenerse; verde indica que puede 

avanzar. 

Los automóviles y bicicletas deben ceder 

el paso a los peatones. 

Cuando se va en automóvil hay que 

ajustarse el cinturón de seguridad. 

a.

b.

＊

c.

d.

e.

f.

a.

b.

c.

d.
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春

（3～5月）

夏

（6～8月）

4月　新年度スタート

学校や会社などの1年が始まる月です。

6～7月　梅雨

この時季を梅雨と言いますが、毎日のように雨が続きます。大雨になることもあ

るので、注意してください。この時期は湿度が高く、カビが生えたり、食べ物が

腐ったりしやすいので、食中毒でお腹をこわしたり吐いたりしないよう、いつも

以上に気をつけましょう。

夏　水不足

香川県は雨が少なく、よく水不足（水が足りなくなること）になります。特に夏

に雨が降らないと、「早明浦ダム」の水の量が減って、夜間断水（夜に水が止め

られる）や昼間の断水になることがあります。節水（水を大切に使うこと）する

よう努力しましょう。

車では、必ずシートベルトをしなければ

なりません。

オートバイに乗るときは必ずヘルメット

をかぶらなければなりません。

自転車は2人乗りや、片手での運転は

しないでください。

(2) 香川県の四季
日本には春・夏・秋・冬の4つの季節があ

ります。

d.

e.

f.

はる 　がつ　　しんねんど

がっこう　　かいしゃ　　　　　　　ねん　　はじ　　　　つき

　　　　がつ　　 つ　ゆ 

　　　　 じ　き　       つ　ゆ　      い　　                          まいにち　　                   あめ　　つづ   　　　　　　　 おおあめ

                        ちゅうい　                    　　　　　　　　　　 　じ　き　  　し つ ど　　 たか　                           　は　　                      た　 　もの

くさ　　                                                      しょくちゅうどく     　　なか　　                                 は

いじょう　　 き

なつ　　みずぶそく

かがわけん　　あめ　　 すく　　　　　　　　　　 みずぶそく　　みず　　   た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とく       なつ

　　あめ　 　ふ　　　　　　　　　　　　　 さ め う ら　　　　　　　　 みず　  りょう　　へ　　               やかんだんすい　　よる     　みず　　  と

　　　　　　　 　　　ひ る ま　　 だんすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 せっすい　　 みず　　たいせつ　　つか

            どりょく　　

がつ

なつ

がつ

くるま　　　　　かなら

　　　　　　　　　　　　　の                         かなら

じてんしゃ　    ふた り  の 　               　か た て　　        うんてん

　 かがわけん　　   し　き

 に ほん 　　　   はる      なつ　   あき      ふゆ　　よっ           き せ つ

e.

f.

Al ir en moto es obligatorio ponerse el 

casco.

Cuando vaya en bicicleta, no maneje con 

una sola mano ni suban de a dos.

（2） Las cuatro estaciones de Kagawa
En Japón hay 4 estaciones: primavera, 

verano, otoño e invierno.

Primavera
(marzo a 
mayo)

Verano
(junio a 
agosto)

Abril: comienzo del año lectivo y laboral
Es el mes en que empieza el año en las escuelas y empresas.

Junio a julio
Llueve casi todos los días. A veces llueve torrencialmente y hay que tener 
cuidado. En esta época hay mucha humedad, crecen hongos, los alimentos 
se pudren fácilmente, hay que tener más cuidado que de costumbre para 
evitar diarrea y vómitos a causa de una intoxicación.

Verano: escasez de agua
En la prefectura de Kagawa llueve muy poco y hay escasez de agua con 
frecuencia. Sobre todo si no llueve en verano, la cantidad de agua del 
“embalse Sameura”disminuye, entonces hay corte de agua por la noche 
(no sale agua de noche) y si la situación se agrava, cortan el agua de día 
también. Procuremos restringir el consumo de agua.
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高松市インフォメーションプラザ（JR高松駅前）【英語】

香川県観光振興課（香川県庁）

9:00～18:00

8:30～17:15

 月曜日～金曜日

TEL：087-851-2009

TEL：087-832-3360

TEL：087-832-3377

秋

（9～11月）

冬

（12～2月）

夏～秋　台風

この時季は強い風と雨が何日か続くことがあります。テレビやラジオで警報が出

ると、電車などが止まります。台風が来たら、窓を閉めて風や雨が部屋に入らな

いよう注意してください。

冬　雪

香川県でも雪が降って積もることがあります。

四国ツーリズム創造機構

＊巡るめく四国

【英語・韓国語・簡体字中国語・繁体字中国語・韓国語・ドイツ語・フランス語・スペイン語】

http://www.shikoku.gr.jp/

香川県観光協会（香川県庁）

＊－うどん県旅ネット－

【英語・韓国語・簡体字中国語・繁体字中国語】

http://www.my-kagawa.jp/

(3) 香川県の観光情報
観光案内所では外国語のパンフレットが

もらえたり、外国語で対応してもらうこと

ができます。

＊「日本の祝日・休日」

あき なつ　　あき　　だいふう

　　　　  じ   き　　  つよ　　かぜ　　あめ　　なんにち　　つづ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けいほう　  　で

　　　　　　 でんしゃ　             　と　　                            たいふう　　 き　　              まど　  　し　　        かぜ　　あめ　　  へ　や　  　はい

                  ちゅうい

ふゆ　　ゆき

かがわけん　　　　ゆき　 　ふ　         　つ

たかまつし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  たかまつえきまえ　　  えいご

かがわけんかんこうしんこうか　　かがわけんちょう

がつ

ふゆ

がつ

げつようび　　きんようび

しこく　　　　　　　　　　　そうぞうきこう

　  めぐ　　　　　    しこく

    えいご　   かんこくご　  かんたいじちゅうごくご　 はんたいじちゅうごくご     かんこくご                   ご                        ご                        ご

かがわけんかんこうきょうかい　　かがわけんちょう

　　　　　　　　　  けんたび

 

     え い ご　　かんこくご 　　  かんたいじちゅうごくご　　   はんたいじちゅうごくご

　　　 かがわけん　　 かんこうじょうほう

かんこうあんないしょ　　　    がいこくご

                                     がいこくご　    たいおう

にほん　　しゅくじつ　　きゅうじつ

＊ Feriados Nacionales y Días 
　No Laborables de Japón

（3） Información turística sobre la
　　prefectura de Kagawa
En la Oficina de Turismo le darán folletos en 
idioma extranjero. También puede ser que 
lo atiendan en idioma extranjero.

Centro de Información Turística de la Ciudad de Takamatsu
(delante de la estación Takamatsu JR)【inglés】

Sección de Promoción del Turismo de la Pref. de Kagawa 
(Oficina del Gobierno de la Pref. de Kagawa)

Asociación de Turismo de la Pref. de Kagawa
(Oficina del Gobierno de la Pref. de Kagawa)

Organización de promoción del turismo de Shikoku

Lunes a viernes

Otoño 
(septiembre 
a noviem-
bre)

Invierno
(diciembre 
a febrero)

Verano a otoño: tifón
En esta época hay veces en que soplan vientos fuertes y llueve mucho sin 
parar durante varios días. Si por la televisión o radio anuncian señal de 
alarma, no corren los trenes. Si se acerca un tifón, cierre las ventanas para 
evitar que la lluvia penetre en la habitación.

Invierno: nieve
A veces nieva y se acumula nieve en Kagawa.

＊ －“Udon-ken tabi netto”－ (Información turística de Kagawa)

【inglés・coreano・chino・taiwanés】

＊ “Megurumeku Shikoku” (Información turística de Shikoku)

【inglés・coreano・chino・taiwanés・coreano・alemán・francés・español】
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5.  お金に関すること
(1) 窓口でできること

開いている時間：

銀行…平日9:00～15:00

郵便局（局による）

      …平日9:00～16:00

 ① 口座を開く《手数料無料》

印鑑（はんこ）、在留カード、パスポート

を持って行きましょう。また、最初に

入れるお金は少しでかまいません。

② 預け入れ（お金を入れる）、払い戻し

（お金を出す）《手数料無料》

窓口でする場合は、決まった紙に必要

なことを書いて印鑑（はんこ）を押

し、通帳と一緒に渡しましょう。

（ATMでもできます）

 ③ 料金を払う《手数料無料》

ガスや電気など、家に届いた請求書の

お金を払うことができます。窓口に行

って請求書を出し、現金を払ってくだ

さい。自分の口座から出してもらうと

きは、通帳と印鑑（はんこ）も出しま

しょう。

 ④ 両替をする《有料》

日本では基本的に銀行で両替をします。

レートは銀行によって違いますが、ほと

んど変わりません。

香川県にある郵便局で両替ができると

ころは観音寺、坂出、高松中央、高松

南、丸亀の5ヶ所だけです。

かね　　かん

　　   まどぐち

  あ　　　　　　　　  じ か ん

      ぎんこう　　へいじつ

          ゆうびんきょく　  きょく   

            　　　　へいじつ

　　こ う ざ　　 ひら　　　　てすうりょうむりょう

いんかん　　　　　　　　　　　ざいりゅう

　　  も　        　   い                                                          さいしょ

  い　　             かね　  すこ

 あず　　  い　　　　　       かね　　  い　　                    はら　   もど

           かね　　 だ　　              てすうりょうむりょう

 まどぐち　　　　　　   ば あ い　　         き　　              かみ　　 ひつよう

                             か　　          いんかん　                              　        お　　      

                  つうちょう　      いっしょ　　   わた

 りょうきん　  はら　　　   てすうりょうむりょう

　　　　　　 で ん き　　　　  　　 いえ　　とど　      　せいきゅうしょ

　    かね　　はら　  　　　　　　　　　　　　　　　　    まどぐち  　　い

　　　   せいきゅうしょ　   だ　　          げんきん　　はら

　　　　　　 じ ぶ ん　　 こ う ざ　　　　   だ

　　　　　   つうちょう　 いんかん                                　　   だ

りょうがえ　　　　　　　ゆうりょう

 に ほ ん　 　　 きほんてき 　 ぎんこう　  りょうがえ

　　　　　　     ぎんこう                        ちが

　　　　 か

かがわけん　　　　　　 ゆうびんきょく　 りょうがえ

                         かんおんじ　　 さかいで　     たかまつちゅうおう  　 たかまつ

         みなみ      まるがめ　　         しょ

5. En relación al dinero
（1） Lo que se puede hacer en venta-
nilla

  Horario de atención: 

Bancos…Entre semana 9:00～15:00 

Correos…Entre semana (varía según la 

oficina) 9:00～16:00 

 ① Abrir una cuenta《Gratuito》 

Lleve el sello, Tarjeta de Residencia, el 

pasaporte. No importa que el dinero que 

deposite al comienzo sea poco. 

 ② Depositar dinero, retirar dinero《Gratuito》 

Si lo hace en ventanilla, llene el formulario 

correspondiente, ponga su sello y entré-

guelo en la ventanilla junto con la libreta 

de ahorros. (También se puede efectuar 

por medio del cajero automático)            

 ③ Abonar tarifas《Gratuito》

Es posible abonar las tarifas de gas, luz, 

etc. con las facturas enviadas a su casa. 

Presente las facturas en la ventanilla y 

pague en efectivo. Si lo va a abonar con 

fondos de su cuenta, sírvase entregar la 

libreta de ahorros y su sello.

 ④ Efectuar cambio de moneda extranjera

《No gratuito》

En Japón, el cambio de moneda extran-

jera se realiza básicamente en el banco. 

Aunque la cotización de la moneda 

varía según el banco, no existe mucha 

diferencia.

Las Oficinas de Correo de la prefectura 

de Kagawa donde se puede cambiar 

moneda extranjera son 5: Kanonji, 

Sakaide, Oficina Central de Takamatsu, 

Takamatsu-Minami y Marugame.
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 ⑤ Transferencia de dinero《No gratuito》

Transferencia dentro del país 

Es posible transferir dinero de su cuenta 

al domicilio o cuenta de otra persona de 

diversas maneras. La comisión varía 

según la forma y el monto que se  quiera 

transferir, verifique de antemano.  Para 

furikae = transferencia (pasar  dinero de 

una cuenta a otra cuenta) , furikomi= 

ingreso (ingresar dinero a una cuenta), 

etc., el costo es  menor si realiza dichas 

operaciones a través del cajero 

automático (ATM). 

Transferencia al extranjero 

Verifique de antemano si es posible trans-

ferir dinero desde Japón a tal país, cuánto 

cuesta la comisión. 

・Banco: 

Es posible transferir fondos al extran-

jero por medio de transferencia 

telegráfica (de una cuenta de Japón a 

una cuenta del extranjero) o mediante 

cheque para giros al extranjero. 

・Oficina de correo 

Es posible transferir  fondos a una 

cuenta o a un domicilio del extranjero 

por medio de transferencia internacio-

nal. 

a.

b.

 ⑤ お金を送る《有料》

a. 国内送金

現金やあなたの口座に入れてあるお金

を、いろいろな方法で相手の住所や口

座に送ることができます。手数料は、

送りたい方法や金額によって違います

ので、先に確認してください。

また、振替（口座から口座へお金を移

す）や振込（または払込、現金を口座

に入れる）など、ATMでできる場合は、

ATMでした方が手数料は安くなります。

b. 海外送金

日本からお金を送ることができる国か

どうか、手数料がいくらかは、先に確

認してください。

・銀行：

電信送金（日本の口座から外国の口

座へ）や送金小切手などで外国にお

金を送ります。

・郵便局：

国際送金で外国の口座や住所にお金

を送ることができます。

　   かね　　 おく　　　  ゆうりょう

こくないそうきん

げんきん　　　　　　　　　  　こ う ざ  　　  い　                          　  かね

　　　　　　　　　　　　　　  ほうほう　　 あ い て　　じゅうしょ　   こう

  ざ　　  おく　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  てすうりょう

おく　　　　　　 ほうほう　　 きんがく　　                   ちが

                  さき　　かくにん

　　　　　　 ふりかえ　　 こ う ざ 　　        こ う ざ 　　　　 かね　　 うつ

　　　　　　 ふりこみ　　　　　　　　はらいこみ　   げんきん　　 こ う ざ

　　 い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      ば あ い

　　　　　　　　　　  ほう　  てすうりょう　  やす

かいがいそうきん

 に  ほん　　             かね　　 おく　　　　　　　　　　　　　　  くに

　　　　　　　　 てすうりょう　　　　　　　　　　　　　　   さき　　 かく

にん

　  ぎんこう

でんしんそうきん　　  に ほ ん　 　こ う ざ　      　  がいこく　　 こう

 ざ　　　　　　　 そうきん  こ ぎ っ て　　　　　  　 がいこく

かね　　おく

 ゆうびんきょく

こくさいそうきん　　  がいこく　 　こうざ　    じゅうしょ            かね

　　おく
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（2） Lo que se puede hacer a través de 
las máquinas ATM/CD (cajero 
automático/ distribuidor automático 
de dinero) 

En base al programa que figura en la 

pantalla, se opera presionando en orden los 

botones luego de introducir la tarjeta o la 

libreta. El costo de la operación varía de 

acuerdo a la índole de la operación.  Sírvase 

verificarlo.

 ① Explicación de los botones de mayor uso 

Retiro (reembolso)

Para retirar dinero de la cuenta.

Depósito (depositar dinero) 

Para depositar dinero en la cuenta.

Transferencia

Para pasar dinero de una cuenta a otra.

Ingreso   

Para ingresar dinero en una cuenta.

Información del saldo

Con la tarjeta y la clave secreta puede

verificar cuánto dinero le queda en la 

cuenta.

Registro en la libreta (asiento)

Para asentar en la libreta el dinero que se 

retira o ingresa.

 ② Otros botones

Para depositar dinero…10.000, 1.000, yen

◆Ejemplo：16.000 yenes = 1 billete de 

10.000, 6 billetes de 1.000

Para continuar:

clave secreta, confirmación,  corrección,  

anulación

a.

b.

c.

d.

e.

f.

・

・
confirmación

(2) 機械（ATM/CD）でできること
メニュー画面に従って、順

番にボタンを押し、カード

や通帳を入れて操作しま

す。手数料は何をどの時間

帯にするかによって違いますので、確認

してください。

 ① よく使うボタンの説明

a. お引き出し（払戻）

口座からお金を引き出せます。

b. お預け入れ（ご入金）

口座にお金を入れることができます。

c. 振替

口座から口座へお金を移します。

d. 振込

現金を口座に入れます。

e. 残高照会

カードと暗証番号で、口座にお金がい

くら残っているか確認できます。

f. 通帳記入（ご記帳）

お金を出したり入れたりした記録を、

通帳に書き込むことができます。

 ② その他のボタン

・金額を入れるとき･･･万、千、円

◆例：¥16,000-を1万円札×1枚、1,000

円札×6枚で出したいとき

１ → 万 → 6 → 千 → 円 → 確認

・次にすすむために･･･暗証番号、確認、

訂正、取消

　き か い

　　　　　　 　　が め ん　   したが　　          じゅん

ばん 　　　　　　　　　　  お　

　    つうちょう　      い　　           そうさ

             てすうりょう　　なに　　              じかん

たい　  　　　　　　　　　　　　          ちが　　　　　　　　　　　　   かくにん

　　　  つか　　　　　　　　　　せつめい

　　 ひ　　   だ　　      はらいもどし

こ う ざ　　　　　　 かね    　ひ　   　だ

　　あず　 　い　            　にゅうきん

こ う ざ　　　　かね　  　い

ふりかえ

こ う ざ　　 　　こ う ざ　　　　 かね　　うつ

ふりこみ

げんきん　　こうざ　     い

ざんだかしょうかい

                        あんしょうばんごう　　　  こ う ざ　　        かね

            のこ　　                        かくにん

  つうちょうきにゅう　　　   きちょう

　   かね　　  だ　　　　　 　　い　　　　　　　　　　　きろく

つうちょう　   か　      こ　　

　　　　 た

きんがく　 　い　　                             まん　　せん　　えん

　　れい　　　　　　　　　　　  　  まんえんさつ　　  　 まい

　  えんさつ　　    まい　    だ

　　　　　　　   まん　　                     せん　　    えん　        かくにん

つぎ　　                                        　  あんしょうばんごう　　かくにん

ていせい　　とりけし
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 ③ ATM利用手数料

a. 銀行：平日9:00～18:00《無料》

平日の18：00より遅い時間、土曜日、

日曜日、祝日《有料　1回¥105-》

b. 郵便局：《無料》

(3) 海外からの送金
外国からあなたの銀行口座にお金を送って

もらうときは、銀行の番号、銀行の店

の番号、あなたの口座の番号、銀行に登録

しているあなたの名前を言いましょう。国

によっては、銀行のコードを言わなければ

ならないこともあります。大体2～3週間で

着きます。着いたらあなたに確認の電話が

あるかもしれません。

＊外国の銀行と提携している銀行もあり

ます。1つの口座を外国と日本の両方か

ら使うことができ、とても便利です。

詳しいことは銀行できいてみましょう。

　　　　   りよう てすうりょう

ぎんこう　　へいじつ　　　　　　　　　　　  むりょう

へいじつ　　　　　　　　　　　　   おそ   　じ か ん  　 　ど よ う び

 にちようび  　しゅくじつ　 ゆうりょう  　 かい

ゆうびんきょく　　     むりょう

　       かいがい　　　　　　そうきん

        がいこく　　　　　　　　　　　　ぎんこうこうざ　       　かね　　おく

                    　　　　　　　　　  ぎんこう　　ばんごう　　   ぎんこう　     みせ

　   ばんごう　　                         こ うざ　　 ばんごう　　ぎんこう　  とうろく

　　　　　　　　　　　　　　 　  な ま え  　　 い　　　　　　　　　　　　 くに

　　　　　　　　　　　　ぎんこう　　                          い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だいたい            しゅうかん

 つ     　　　　　　　  つ　　　　　　　　　　　　　    かくにん        でんわ

　　 がいこく　　ぎんこう　　 ていけい　　                     ぎんこう

　　　　　　　　　　　　     こ う ざ　    がいこく        に ほ ん　  りょうほう

            つか　   　　　　　　　　　　　　　　　        　    べ ん り

      くわ　　                        ぎんこう       

 ③ Comisión por el uso del cajero automático 

(ATM)

Bancos: entre semana 9:00～18:00

《Gratuito》

entre semana después de las 18:00, 

sábados, domingos, feriados《No gratuito, 

105 yenes por operación》

Oficina de Correo:《Gratuito》

（3） Transferencia de dinero del
　　extranjero 
Para recibir dinero que le envían desde el 
extranjero, es necesario decir el número de 
la sucursal, el número de su cuenta, el 
nombre suyo registrado en el banco. Según 
el país, es necesario decir el código de dicho 
banco. Tarda en llegar unas 2～3 semanas. 
Al llegar a su cuenta, es probable que reciba 
una llamada telefónica para confirmar. 
Hay bancos que tienen conexión con 
bancos del extranjero. Es muy conveniente 
porque con una sola cuenta es posible 
hacer operaciones desde ambas partes: 
desde Japón y desde el exterior. Para 
más detalles, sírvase preguntar al banco.

＊

a.

b.
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定形郵便物

定形外郵便物

　   

はがき

ゆうパック

～25g

25g～50g

50g～500g

-

～30kg

82

92

120～400

52

手紙など

荷物

＊急ぐときは速達にしてください

 　（＋速達料金　280）

種類 重さ

6.  手紙や荷物を送りたいとき
(1) 郵便局
開いている時間（局による）：9:00～17:00

日本の郵便業務は、日本郵便がしています。

国内なら普通に送っても大体1～2日で着き

ます。早く届けるためにも、手紙や荷物を

送るときは、郵便番号を書くようにしまし

ょう。

はがきや切手は、郵便局のほか、「〒」の

マークがついたお店でも買うことができま

す。その場合は切手を貼った封筒を、赤い

郵便ポストに入れるだけです。

＜国内で手紙や荷物などを送るとき＞

料金（2014年4月現在）

てがみ

にもつ

しゅるい

ていけいゆうびんぶつ いそ　　　　　　　　そくたつ

ていけいがいゆうびんぶつ

おも

そくたつりょうきん

送る住所によって違いますので、近くの郵便局で
きいてください。

おく　 じゅうしょ　　　　　　　  ちが　　　　　　　　　　　   ちか　　    ゆうびんきょく

て がみ 　  に も つ　    おく

　　   ゆうびんきょく

 あ　　                    じ か ん  　きょく   

 にほん 　 ゆうびんぎょうむ　     　 にほんゆうびん

こくない　         ふ つ う　 　おく　　　　　　だいたい　     ふつか 　　 つ

　　　　　　はや　　とど　　　　　　　　　　　　　　 て がみ   　  にもつ

おく　　　　　　　　　   ゆうびんばんごう　    か

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　きって　　       ゆうびんきょく

　　　　　　　　　　　　　　　   みせ             か

　　　　　　　　ば あい　 　き っ て        は　　        ふうとう　      　 あか

ゆうびん　                      い

　　こくない　　て がみ　　 に も つ　                おく

りょうきん　　　　　　ねん　がつげんざい

6. Si desea enviar correspon-
dencia o encomiendas

（1） Oficina de Correo 
Horario de atención (depende de la 
oficina) : 9:00～17:00
En Japón, el Correo de Japón se encarga 
del servicio postal. Enviando por correo 
común  al interior del país,  normalmente 
llega en 1 ～2 días. Al mandar correspon-
dencia o encomienda, escriba el código 
postal para que llegue rápido a destino. 
Las tarjetas postales y estampillas pueden 
conseguirse no sólo en las Oficinas de 
Correo sino también en las tiendas con el 
símbolo“〒”. En ese caso, es suficiente 
con pegar la estampilla en el sobre y 
echarlo en el buzón rojo.

＜Para enviar correspondencia o encomiendas＞

Tipo de correo

Tarjeta postal

Peso Tarifa en yenes (vigente en abril de 2014)

Corres-
ponden-
cia

Correo de 
formato regla-
mentario

＊Si tiene apuro, envíelo por  
   expreso
　(＋tarifa de expreso 280 yenes)

Correo fuera 
del formato 
reglamentario

Varía según la dirección de destino. Sírvase 
preguntar en la oficina de correo.

Enco-
mienda

Yu-Pack
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＜外国に手紙や荷物などを送るとき＞ 

第一地帯：ｱｼﾞｱなど

第二地帯：ﾖｰﾛｯﾊﾟ、ｵｾｱﾆｱ、中北米、中近東

第三地帯：ｱﾌﾘｶ、南米

定形郵便物

定形外郵便物

グリーティングカード

　   

はがき

国際スピード便（EMS）

航空便

エコノミー航空便（SAL）

船便

第一地帯 第二地帯 第三地帯

～25g

25g～50g

50g～2.000g

～25g

90

160

220～
　2.150

90

70

110

190

260～
　3.410

110

130

230

300～
　4.990 

130

手紙など

荷物
料金は高いですが、早く確実に届きます。

飛行機で送ります。

航空便より安く、船便より早く届きます。

船で送りますので時間がかかりますが料金は安いです。

重さ種類

料金（2014年4月現在）

がいこく　　てがみ　　  にもつ             　　おく

だいいちちたい

だいにち た い　　　　　　　　　　　　　  ちゅうほくべい　ちゅうきんとう

だいさんちたい　　　　　　　 なんべい

てがみ

にもつ

ていけいゆうびんぶつ

ていけいがいゆうびんぶつ

こくさい　　　　　　　びん りょうきん　 たか　　                        はや　　かくじつ　  とど

こうくうびん　　　　やす　　　　ふなびん　　　　はや　　とど　　　

ふね　　おく　　　　　　　　　   じかん　　　　　　　　　　　　　　りょうきん　 やす

ひ こ う き　　おくこうくうびん

ふなびん

こうくうびん

しゅるい おも

だいいちちたい だいさんちたいだ い に ち た い

りょうきん　　　　　　ねん　がつげんざい

Tipo de correo Peso

Corres-
ponden-
cia

Correo de formato 
reglamentario

Tarjeta de felicitción

Correo expreso 
internacional La tarifa es cara pero llega rápido y seguro.

Se envía por avión.

Como se envía por barco, tarda tiempo pero es 
económico.

Es más barato que el correo aéreo y llega más rápido 
que por barco.

Correo aéreo

Correo aéreo 
económico

Correo vía 
marítima

Tarjeta postal

Area 1 Area 2 Area 3

Correo fuera del formato 
reglamenntario

Enco-
mienda

Area  1  : Asia, etc.

Area  2  : Europa, Oceanía, Centroamérica, Norteamérica, 　
　　　　　Próximo y Medio Oriente

Area  3  : Africa, Sudamérica

＜Para enviar correspondencia o encomien-
das al exterior＞

Tarifa en yenes (vigente en abril de 2014)
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＊ 送り方や費用が日本郵便のホームページ

で検索できます。

国際郵便（日本郵便）【日本語・英語・

中国語・韓国語・ポルトガル語】

http://www.post.japanpost.jp/int/index.html

＊ 注意：

・送っていい箱の大きさ、重さ、料金

が国によって違いますので、詳しい

ことは郵便局できいてください。

・荷物を家に取りに来てもうらうこと

もできます。

・外国に荷物を送る場合は、手紙の場

合と料金地帯が変わります。

(2) 宅配便
宅配便でも荷物を送ることができます。

コンビニエンスストアやスーパーなどに

は専用の用紙がありますので、それに住

所を書いて送ります。

　おく　　かた　   ひよう　      にほんゆうびん

        けんさく

こくさいゆうびん　　　にほんゆうびん　　　　 にほんご　　　　えいご

ちゅうごくご　　　かんこくご　　　　　　　　　　　　  ご

ちゅうい

 おく　　　　　　　　 はこ　　 おお　　              おも　　     りょうきん

      くに                          ちが　　                                 くわ

　　           ゆうびんきょく

 に も つ　　いえ　 　  と                き

 

がいこく　　 に も つ　 　 おく　　  ば あ い　　        て が み　　   ば

あい   　りょうきんち た い 　   か

　　    たくはいびん

  たくはいびん　　　　  に も つ　　 おく

　　 せんよう　　 よ う し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         じゅう

しょ       か　       　 おく

 ＊ Para saber cómo hacer envíos y su costo, 

buscar en la página web del Correo de 

Japón.

Correo internacional (Correo de Japón)
【japonés・inglés・chino・coreano・portugués】
http://www.post.japanpost.jp/index.html
 ＊ Atención: 

El tamaño permitido de la encomienda 

y la tarifa dependen de cada caso. Para 

mayor información, sírvase preguntar 

en la Oficina de Correo.

Hay servicio de recogida a domicilio.

Para las encomiendas al exterior, las 

áreas no son las mismas que para las 

cartas.    

（2） Servicio de reparto a domicilio 
También es posible mandar encomiendas 

por medio del servicio de reparto a domi-

cilio.

En las tiendas de conveniencia y supermer-

cados tienen formularios de dichos servi-

cios.

・

・

・
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7.  電話・インターネット・テレビ
(1) 電話

 ① 公衆電話

緑やグレーの公衆電話が多いです。電

話によって、硬貨（コイン）しか使え

ないものや、テレホンカードしか使え

ないもの、海外に電話できないものな

どがあります。硬貨が使える公衆電話の

場合、100円硬貨はおつりが出ません。

 ② 携帯電話

携帯電話を持つには、携帯電話の店か、

電器屋などで携帯電話を買って、申込

みをしてください。そのときは、銀行

の通帳に使ったのと同じ印鑑（はんこ）

と、在留カードや保険証、運転免許証

など、住所が書いてある身分証明書を

持っていってください。

カードで先に通話料（電話代）を払う

携帯電話（プリペイド携帯）は、後か

ら料金を払ったり、解約（契約をやめ

る）手続きをしなくていいので、日本

に長く住まない人にはよいでしょう。

詳しくはau、docomo、SoftBankなどの

携帯電話会社にきいてください。

でんわ

   で ん わ

こうしゅうでんわ

 みどり　　　　　　　　　　 こうしゅうでんわ　　 おお　　　　　　　　 で ん

    わ　　　　　　　　　　　こ う か　　                                        つか

                                                                            　　　　　　 つか

             　　　　　　  かいがい　   で ん わ

                         　　　　　　  こ う か　   つか　         こうしゅうでんわ

   ば あ い　　　　　えん こ う か                          　 で

けいたいでんわ

けいたいでんわ　　 も　　　　　　 　 けいたいでんわ　  みせ

 でんきや　　　　　 　   けいたいでんわ　　   か                 　 もうしこ 

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ぎんこう

     つうちょう　 つか　                    おな  　 いんかん

             ざいりゅう　　                 ほけんしょう　　 うんてんめんきょしょう

　                 じゅうしょ   　 か　　                      みぶんしょうめいしょ

  も

　　　　　　　　  さき　 　つうわりょう　　 でんわだい       　   はら

  けいたいでんわ　　                                   けいたい　　              あと

        りょうきん　  はら　　                    かいやく　　けいやく

      て つ づ　　                                                          　　  に ほ ん

      なが        す　             　ひと

 くわ

 けいたいでんわがいしゃ

7. Teléfono. Internet. televisión 
（1） Teléfono 
 ① Teléfono público 

En su mayoría son de color verde o gris.

Según el teléfono, hay teléfonos públicos 

en los que sólo es posible usar monedas, 

otros en los que sólo se pueden usar 

tarjetas de teléfono y aquéllos a través 

de los cuales no es posible efectuar 

llamadas internacionales. En los   teléfo-

nos  públicos que funcionan con mone-

das, no hay vuelto para monedas de 100 

yenes. 

 ② Teléfono celular 

Para poseer un teléfono celular, primero 

es necesario comprarlo en una tienda 

de celular o en una tienda de electrodo-

mésticos y luego efectuar la solicitud de 

uso. Para ello, tiene que presentar el 

mismo sello registrado en la libreta 

bancaria y algún documento de identi-

dad en el que figure su domicilio, puede 

ser la Tarjeta de Residencia, el Seguro 

de Salud o la Licencia de Conducir. 

Para las personas que residan durante 

un tiempo prolongado, es muy útil la 

tarjeta pre-pago de teléfono celular, le 

evita tener que abonar la cuenta con 

posterioridad y no es necesario realizar 

el trámite de cancelación al dejar de 

usarlo. Para mayor detalle, sírvase 

preguntar en au, docomo, SoftBank, etc.
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初めてつけるとき、引っ越すとき

　   

こわれたとき

 電話番号を知りたいとき《有料》

コレクトコール（料金先方払い）

NTTコミュニケーションズ

NTT電話サービス

国際電話

TEL：116

TEL：113

TEL：104

TEL：106

TEL：0120-506-506

 ③ 固定電話（家に設置）

NTTを使う場合は、116に電話します。

申し込みには、氏名・住所を証明する

もの（パスポートや在留カード、運転

免許証など）が必要です。申し込みを

したときに、とりつけ工事《有料》を

する日を決めますが、工事日は家にい

なければなりません。

＊ 国際電話を扱う会社は他にもたくさん

あります。会社によっては、多言語での

サービスも受けられますので、インタ

ーネットなどで探すとよいでしょう。

でん わ

はじ　　　　　　　　　　　　　　　　 ひ　　　こ

でんわばんごう　　　し　　　　　　　　　　　  ゆうりょう

こくさいでんわ

りょうきんせんぽうばら

こくさいでんわ　   あつか　  かいしゃ　　 ほか

                               かいしゃ　　                             た げ ん ご

 　　                          う　

　　　　　　　　　　　　　　さが

こ て い で ん わ  　 いえ  　せ っ ち

　　　　　　つか　  ば あい        　　         で ん わ

もう       こ　　                し め い  　 じゅうしょ     しょうめい

                                               ざいりゅう                      うんてん

めんきょしょう　                      ひつよう　　             もう         こ

   　                                                           こうじ        ゆうりょう

       　　  ひ　　    き　　                            こ う じ び     　いえ

 ③ Teléfono fijo (instalación en la vivienda) 

En el caso de instalar un teléfono de 

NTT, llamar al 116. Para su solicitud  son 

necesarios: su nombre, documento donde 

figure su domicilio (pasaporte, Tarjeta de 

Residencia o Licencia de Conducir). Al 

efectuar la solicitud, se decide la fecha de 

la instalación《No gratuito》, es necesa-

rio estar en casa el día acordado.

Existen muchas compañías que ofrecen 

servicio de llamada internacional. Según 

la compañía, tienen servicio de atención 

al público en diferentes idiomas, será 

conveniente averiguar por Internet.

 

＊

Servicio de teléfono NTT

Llamada internacional

NTT Communications

Cuando se instala por primera vez, cuando se muda

Cuando desee averiguar un número de teléfono《No gratuito》

Cuando sufre un desperfecto

Llamada internacional a cobro revertido (pago de la 
cuenta a cargo de quien recibe la llamada)
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 ④ 電話のかけ方

a. 国内へかけるとき

同じ市外番号の家や会社への電話は、

市外番号はいりません。携帯は、全部

ダイヤルしてください。

b. 外国にかけるとき

国際電話の会社の電話番号を選んで、

０１０を忘れないでください。その後、

国番号から家の番号をダイヤルします。

＊主な国番号と日本との時差

　 

  

国

国番号

時差

ｱﾒﾘｶ

1

-14～-17

ｲｷﾞﾘｽ

44

-9

ﾍﾟﾙｰ

51

-14

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

55

-12～-14

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

62

-2～0

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

63

-1

ﾀｲ

66

-2

韓国

82

0

ﾍﾞﾄﾅﾑ

84

-2

中国

86

-1

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ

855

-2

例：アイパル香川 ０８７ － ８３７ － ５９０８

                  　 　　↑　  　　↑　　 　   ↑

　          　 　　市外番号　市内番号 　家の番号

れい かがわ

しがいばんごう しないばんごう いえ　　ばんごう

例：アイパル香川   ００×× － ０１０ － ８１ － ８７ － ８３７ － ５９０８

            　　　  　　↑　　　      ↑   　    ↑ 　    ↑　　          ↑

            　　 電話会社の番号　    010　       国   地域（0をとる）電話番号
　　            　　　　　  

れい かがわ

でんわがいしゃ　　ばんごう くに ち い き でんわばんごう

おも　　くにばんごう　　 に ほ ん       　　じ　さ

 で ん わ　　　　　　 かた

    こくない

　 おな　　しがいばんごう   　  いえ　　 かいしゃ　　      で ん わ

   しがいばんごう　　                                       けいたい　　       ぜ ん ぶ

    がいこく

    こくさいでんわ　     かいしゃ　　でんわばんごう　　 えら

                            わす　                                                         　  あと

     くにばんごう　        いえ　  ばんごう

くに かんこく ちゅうごく

くにばんごう

じ　さ

 ④ Para efectuar llamadas 
Para llamar al interior del país
Para llamadas que tengan el mismo 
código de área  no es necesario marcar 
dicho código. En el caso del teléfono 
celular, sí es necesario marcarlo.

Para llamadas al extranjero 
Marque el número de teléfono de la 
compañía de teléfono internacional que 
haya elegido,luego no se olvide de marcar 
010, acto seguido marque el código del 
país y el número de teléfono residencial.

  

＊Códigos telefónicos de los principales países. Las 
diferencias de hora con respecto a Japón

código de
área

cód.local número de
la casa

Ejemplo : I-PAL Kagawa

a.

b.

Ejemplo : I-PAL Kagawa

compañía telefónica país área (sin 0) casa

País EE.UU. Inglaterra Perú Brasil Indonesia Filipinas Tailandia Corea Vietnam China Camboya

Cód. 
del país

D i f e -
rencia
de hora
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(2) インターネット
 ① 家で使う

パソコンを買ったら、プロバイダを決

めましょう。プロバイダは色々ありま

すが、電器屋の中にあるプロバイダに

申込みをするのが一番早くて簡単です｡

基本的には家に電話がないといけません

が、なくても契約ができるプロバイダ

があります。

 ② 外で使う

インターネットカフェでは、お金を払え

ば（大体15分100円）インターネットを

使うことができます。また、次の場所で

はカードに名前を書くだけで、無料でイ

ンターネットを使えます。

・アイパル香川（M2階交流フロア）

9:00～18:00　月曜日は休み

・e-とぴあ香川

(サンポートシンボルタワー4階）

10:00～20:00　月曜日は休み

(3) テレビ
テレビを見る家には、NHKから請求書が

来るので、受信料を払ってください。衛

星放送を見たい場合は、大きな電器屋で

パラボラアンテナなどを買

って、衛星テレビ放送の受

信契約をし、受信料を払っ

てください。

いえ　　つか

　　　　　　　　　　   か　　　　　　　　　　　　　　　　　　             き

                                                                            いろいろ

　　　　　　   でんき や　 　 なか

もうしこ　　                                いちばんはや　　      かんたん

き ほ ん て き            いえ　　で ん わ

                                       けいやく

そと　　つか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　かね　　 はら

                  だいたい　   ふん　　　えん

     つか　　                                                                  つぎ       ば しょ

　                                 な ま え     　か                                 むりょう

　　                                         つか

　　　　　　　　　　 かがわ　　          かいこうりゅう

                                          げつようび　　 やす

                              かがわ

　　　　　　　　　　　　　  　                                  　    かい

                                             げつようび　　やす

　　　　　　　　   み　　  いえ　　                                       せいきゅうしょ

  く　　                    じゅしんりょう　　はら　　                                      えい

せいほうそう         み　　     　 ばあい　　  　　おお　　         でんき  や

                                                                      か

　　             えいせい                    ほうそう　　じゅ

 しんけいやく　            　じゅしんりょう　  はら        

（2） Internet
 ① En casa 
Si ha comprado una computadora, el 
siguiente paso es elegir el proveedor. 
Hay diversos proveedores, pero lo más 
rápido y sencillo es solicitar un 
proveedor de la tienda de electrodo-
mésticos.
En principio, es necesario tener teléfono 
fijo en la casa, sin embargo aunque no 
tenga teléfono fijo, es posible contratar 
un proveedor.

 ② Fuera de casa
Es posible usar Internet en los ciberca-
fés pagando (aproximadamente 100 
yenes por 15 minutos). Por otra parte, 
con sólo escribir su nombre en una 
tarjeta, puede usar Internet gratuita-
mente en los siguientes lugares:
I-Pal Kagawa (Sala de Reunión e Inter-
cambio, M2do. piso) 
9:00～18:00   Cerrado: lunes                            
e-topia Kagawa (Sunport, 4to. piso) 
10:00～20:00   Cerrado: lunes

 

（3） Televisión 
En las casas donde se ve televisón, llega la 
factura de la NHK que hay que abonar por 
la recepción de sus emisiones. Para ver las 
transmisiones vía satélite es necesario: 
adquirir la antena parabólica en una tienda 
de electrodomésticos, establecer contrato 
para recibir las emisiones televisivas vía 
satélite y abonar las tarifas correspondien-
tes.

・

・
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8.  在留資格について
外国人が日本に入国するとき、ひとりひ

とりについて在留資格と在留期間が決め

られ、その資格と期間はパスポートに書

かれます。在留資格には27種類あり、そ

れぞれできることできないことが決めら

れています。それ以外の活動をするときや、

在留期間をこえて日本に滞在するときは、

手続きをしなくてはなりません。これを

守らない場合は、警察に行くことになっ

たり、国に帰されたりすることがあります。

（例：日本人や永住者の配偶者の在留資格を

持つ人が、正当な理由なく、配偶者としての

活動をしないで6ヶ月以上日本に滞在したと

きは、在留資格を取り消されます。）

手続きなどについては、それぞれの在留資格

などにより、準備する書類が違いますので、

詳しくは高松入国管理局にきいてください。

高松入国管理局　審査部門　

月曜日～金曜日　9:00～16:00　

TEL：087-822-5851

▲

在留審査をする

(1) 在留資格の取得（取る)《無料》
日本国籍を持たない赤ちゃんが、日本で生

まれて60日以上日本に滞在する場合は、生ま

れた日から30日以内に入国管理局で在留資

格を申請してください。（市役所や町役場へ

の出生届は14日以内なので注意。また、母国

の大使館か領事館へも報告してください。）

ざいりゅうしかく

がいこくじん　　  に ほん　　にゅうこく

                                       ざいりゅうしかく　　 ざいりゅうきかん　　　き

　　　　　　　　　　  し か く　　 き か ん　　                                         か

                                ざいりゅうしかく　             　 しゅるい

                                                                                                き

                                             いがい  　  かつどう　

ざいりゅうきかん　                  　  にほん　　たいざい

て つ づ

まも　　　　　　  ば あ い　       　けいさつ　  　 い

                 くに　  かえ

　　れい　　  にほんじん　　えいじゅうしゃ　 はいぐうしゃ　　ざいりゅうしかく

  も　　 ひと　　　　せいとう　　　りゆう　　　　　　はいぐうしゃ

 かつどう　　　　　　　　　　　　　 げついじょう  にほん　　　たいざい

　　　　　　ざいりゅうしかく　 　と　　　 け

て つ づ　                                                                           ざいりゅうしかく

　　　　　　　　　　　じゅんび　　     しょるい　　ちが

くわ　　         たかまつにゅうこくかんりきょく

　 たかまつにゅうこくかんりきょく　  しんさぶもん

      げつようび　      きんようび

　    ざいりゅうしんさ

　　　　 ざいりゅう し  かく　    しゅとく　　　 と　　　　　　  むりょう

 に ほん こくせき　　 も　　　　　　  あか　　　　　　　　　　 にほん　　　う

 　　　　　　　にち いじょう にほん     たいざい 　　　  ばあい　　　　　う

　　　　 ひ　　　　　　  にち  いない　　にゅうこくかんりきょく   ざいりゅうし

かく　　 しんせい 　　　　　　　　　　　　　　しやくしょ       ちょうやくば

　しゅっしょうとどけ　　　 か  いない　　　　　　ちゅうい　　　　　　　　 ぼこく

　　 たいしかん　  りょうじかん　　　　ほうこく

8. Sobre la Categoría del
Derecho de Estadía  

Cuando un extranjero ingresa en Japón, cada 
uno tiene establecida la Categoría del Derecho 
de Estadía (zairyu shikaku) y el Período del 
Derecho de Estadía (zairyu kikan), los cuales 
figuran en el pasaporte. Existen 27 Categorías y 
las actividades permitidas y no permitidas 
varían según la Categoría. Para desarrollar 
actividades ajenas a las permitidas o para 
permanecer en Japón habiendo vencido el 
Período del Derecho de Estadía, es necesario 
realizar ciertos trámites. Si no respeta estas 
disposiciones, es probable que tenga que ir a la 
policía, que lo regresen al país de origen, etc. 
（Ejemplo: Si una persona casada con un 
japonés o con un extranjero que tiene residen-
cia permanente no se comporta debidamente 
como cónyuge durante 6 meses o más, si es que 
no existe una razón justificable, queda anulado 
su Derecho de Estadía.）
Los trámites a realizar varían según la 
Categoría del Derecho de Estadía que se tenga, 
los documentos que hay que presentar difieren 
según el caso. Para mayor información, sírvase
preguntar en el Departamento de Migraciones.

▶Examina qué Derecho de Estadía 
le corresponde

（1） 

Un niño que haya nacido en Japón sin nacio-
nalidad japonesa y que permanezca 60 días 
o más en este país, favor solicitar el Derecho 
de Estadía en el Dpto. de Migraciones en el 
plazo de 30 días a partir de su nacimiento. 

Dpto. de Migraciones de Takamatsu - 
Sección de Trámites Migratorios　
lunes～viernes 9:00～16:00
TEL：087-822-5851

Obtención del Derecho de 
Estadía 《Gratuito》
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(2) 在留期間の更新（延ばす）《有料》
在留期間が終わる前に、入国管理局に申請

して許可をもらってください。

※2012年7月9日から、在留期間の上限が5年

になりました。

(3) 在留資格の変更（変える）《有料》
入国管理局に申請して許可をもらってくだ

さい。

例：留学生が学校を卒業した後、就職して

そのまま日本で生活するときや、就職活動

を続けるとき/日本人と結婚したときなど

(4) 資格外活動許可の取得(取る)《無料》
今持っている在留資格ではできないことで、

働いてお金を稼ぐという活動をするときは、

入国管理局に申請して許可をもらってくだ

さい。

例：留学生がアルバイトをするときなど

 ★ 外国人在留総合インフォメーションセンター

では、多言語で入国手続きや在留手続き

などについて質問することができます。

また、高松入国管理局には相談員がいま

す。 

TEL：0570-013904

【日本語､英語､韓国語､中国語､スペイン語】

     ざいりゅうきかん　      こうしん　 　   の　　                    ゆうりょう

ざいりゅうきかん　    お　　  　　まえ　      　にゅうこくかんりきょく  　 しんせい

 　　　 きょか

　　　　　  ねん  がつここのか　　　　　ざいりゅうきかん　 じょうげん　　 ねん

         ざいりゅうしかく　     へんこう　　     か　                       ゆうりょう

にゅうこくかんりきょく 　  しんせい　         き ょ か

れい　　りゅうがくせい　　がっこう　　そつぎょう　　　　あと　　しゅうしょく

　　　　　　　　  にほん 　   せいかつ　　　　　　　　　　　 しゅうしょくかつどう

　　つづ　　　　　　　　　 にほんじん 　　 けっこん

 

　　　 しかくがいかつどうきょか　   しゅとく     と　　　　  むりょう

いまも　　                ざいりゅうしかく

はたら　         　かね　　かせ　　               かつどう

にゅうこくかんりきょく　 しんせい　　　　きょか

れい 　りゅうがくせい

　   がいこくじん ざいりゅうそうごう

　　　　　　 た げ ん ご　　　にゅうこく てつづ　　　　 ざいりゅう てつづ

　　　　　　　　　　　　しつもん

　　　　　　たかまつにゅうこくかんりきょく　　　  そうだんいん

  に ほ ん ご　　えいご　  かんこくご　 ちゅうごくご　　　　　　　　　ご

(Atención: El registro de nacimiento en la 
municipalidad debe efectuarse en el plazo 
de 14 días. Además haga también el trámite 
en la embajada o consulado del país de 
origen de los padres.)

（2） 

Antes de que expire el Período del Derecho de 
Estadía, haga la solicitud de renovación en el 
Dpto. de Migraciones.
※Desde el 9 de julio de 2012, el período máximo 
de estadía se ha extendido a 5 años.

（3）

Efectúe la solicitud en el Dpto. de Migraciones 
y obtenga el permiso.
Ejemplo: Cuando un estudiante extranjero 
luego de graduarse consigue trabajo y se 
queda a vivir en Japón o bien cuando continúa 
buscando trabajo/ Cuando se casa con una 
persona japonesa/etc.

（4）

Para desarrollar una actividad que no le 
permite la Categoría del Derecho de 
Estadía que posee actualmente, como ser 
trabajar para ganar dinero, debe solicitar 
el permiso en el Dpto. de Migraciones.
Ejemplo: Cuando un estudiante extranjero 
desee trabajar por horas, etc.

 ★ En el Centro de Información General para 
los Residentes Extranjeros es posible 
preguntar en diferentes idiomas sobre los 
trámites de ingreso al país y de residencia. 
El Dpto. de Migraciones de Takamatsu 
cuenta con personal de consulta.
TEL : 0570-013904
【japonés・inglés・coreano・chino・español】

Obtención del Permiso para desa-
rrollar Actividades Diferentes de 
las permitidas《Gratuito》

Cambio de la Categoría del Derecho 
de Estadía《No gratuito》

Renovación del Período del Derecho 
de Estadía《No gratuito》
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9.  在留カード
2012年7月9日から、日本に90日以上住

む予定の外国人は、入国管理局から在留

カードをもらうことになりました。（特別

永住者は、市役所や町役場で「特別永住者

証明書」をもらいます。）

今までの外国人登録証明書は、2015年7月

8日までの一定の期間（今持っている在留

期間が終わる日か16歳の誕生日のどちら

か早い日まで）は在留カードとみなされ

ますが、次の入国管理局での在留期間更新

のときには在留カードにかわります。

在留カードになると、自分の在留期限と

在留カードの有効期限が同じ日付にな

り、分かりやすくなります。

在留カードはいつも持っていなければな

りません。警察などからカードを見せる

ように言われたときに持っていなけれ

ば、罰金を払わなければならないことも

ありますので、注意してください。

●在留カードの有効期間

＜永住者＞

　16歳以上の人…もらった日から7年

　16歳未満の人…16歳の誕生日まで

＜永住者以外の人＞

　16歳以上の人…在留期間が終わる日まで

　16歳未満の人…16歳の誕生日まで

ざいりゅう

 　　　　 ねん　 がつここのか　　　　　　　に  ほん　　　　　にちいじょう   す

　　 よ  てい　　がいこくじん　　　 　　にゅうこくかんりきょく　　　　ざいりゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  とくべつ

えいじゅうしゃ　　　　しやくしょ　　 ちょうやくば　　      とくべつえいじゅうしゃ

しょうめいしょ

いま　　　　　　がいこくじんとうろくしょうめいしょ　　　　　　　　 ねん　がつ

ようか　　　　　　いってい　　　きかん　　 いま  も　　　　　　　　  ざいりゅう

 きかん　　　お　　　　　 ひ　　　　　さい　　たんじょうび

　　はや　　  ひ　　　　　　　　　ざいりゅう

　　　　　　　　つぎ　　にゅうこくかんりきょく　　     ざいりゅうきかんこうしん

　　　　　　　　　  ざいりゅう

ざいりゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　じ  ぶん　　 ざいりゅうきげん

ざいりゅう　　　　　　　　　ゆうこう  きげん　　　おな 　　  ひづけ

　　　　 わ

ざいりゅう　　　　　　　　　　　　　　  も

　　　　　　　　　　  けいさつ　　　　　　　　　　　　　　　　　 み

　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　  も

　　　　ばっきん　　  はら

　　　　　　　　　　　　　　ちゅうい

　　ざいりゅう　　　　　　　　ゆうこうきかん

　　えいじゅうしゃ

　　　　さいいじょう　　ひと　　　　　　　　　　 ひ  　　　　　ねん

　　　　さい みまん　　  ひと　　　　さい　　たんじょうび

　　えいじゅうしゃいがい　　ひと

　　　　さいいじょう　  ひと　　ざいりゅうきかん　　お　　　　　ひ

　　　　さい  みまん 　　ひと 　　　 さい 　　たんじょうび

9. Tarjeta de Residencia
A partir del 9 de julio de 2012, se ha determi-
nado que los extranjeros que residan en 
Japón por 90 días o más, recibirán la Tarjeta 
de Residencia expedida por el Dpto. de 
Migraciones. (Los extranjeros con residencia 
permanente especial obtendrán el“certificado 
de residencia especial”en la municipalidad.)
El Carnet de Registro de Extranjería de 
hasta ahora se considera como Tarjeta de 
Residencia hasta el 8 de julio de 2015 (según 
el caso, hasta el vencimiento del período de 
residencia permitido o bien el día en que 
cumpla 16 años, lo que llegue antes); para la 
siguiente renovación le será expedida la 
Tarjeta de Residencia en el Dpto. de Migra-
ciones.
Con la introducción de esta Tarjeta de 
Residencia, la fecha de vencimiento del 
período de estadía coincide con el del período 
de validez de la Tarjeta, con lo cual resulta 
más claro.
Debe portar la Tarjeta de Residencia en todo 
momento. Atención: Si la policía le pide que le 
muestre dicha tarjeta y no la tiene, pueden 
cobrarle multa.
●Período de validez de la Tarjeta de 
Residencia

＜Residentes permanentes＞
Los de 16 años o mayores de 16…7 años 
desde el día de su expedición
Los menores de 16 años…Hasta el día en 
que cumpla 16 años

＜Los que no sean residentes permanentes＞
Los de 16 años o mayores de 16…Hasta el 
día en que expira el período de estadía
Los menores de 16 años…Hasta el día en 
que cumpla 16 años
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(1) 市役所や町役場でする(変更)届け出
 ① 住所

・日本に来てすぐの人

もらった在留カードに住所が書かれてい

なかったり、まだ在留カードをもらっ

てない人は、新しい住所が決まってか

ら14日以内に新しい住所を知らせてく

ださい（転入届）。そのとき、在留カー

ドやパスポート（在留カードをもらって

ない人だけ）をいっしょに持って行っ

てください。

・引越しをした人

新しい家に住み始めてから14日以内に

新しい住所を知らせてください（転入届

／転居届）。そのとき、在留カードを持

って行ってください。

(2) 入国管理局でする(変更)届け出

▲

次の届け出や変更をするときには、

パスポート、写真、在留カードを持っ

て行ってください。新しいカードはそ

の日のうちにもらえます。

① 氏名、生年月日、性別、国籍・地域に

変更があったとき

　…14日以内に変更届け出（変更を知らせる)

② カードの紛失（なくした）・盗難（とられた)

　…14日以内に再交付申請（新しいのをつくる)

③ カードの毀損（われた・まがった）

　…できるだけ早く再交付申請（新しいの

をつくる）

　　　  しやくしょ　　ちょうやくば　　　　　　  へんこう　とど　    で

 　　じゅうしょ

　　　にほん　　  き　　　　　　　　ひと

　　　　　　　　　　ざいりゅう　　　　　　　　　じゅうしょ　　 か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざいりゅう

　　　　　　　　  ひと　　　　あたら　　　 じゅうしょ　　  き

　　　　　　　か　いない  　　あたら　　　じゅうしょ 　　し 

　　　　　　　　　　てんにゅうとどけ　　　　　　　　　　　　ざいりゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ざいりゅう

　　　　　　 ひと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  も　　　　　  い

　　 ひっ こ　　　　　　　　  ひと

　　あたら　　　  いえ　　　す　     はじ　　　　　　　　　　　 か   いない

　　あたら　　　  じゅうしょ　　  し　　　　　　　　　　　　　　　  てんにゅうとどけ

　　　　てんきょとどけ　　　　　　　　　　　　  ざいりゅう　　　　　　　　  も

　　　　　　  い

　　　　にゅうこくかんりきょく 　　　　　　 へんこう 　とど　     で

　　つぎ　　　とど　　　で　　　へんこう

　　　　　　　　　　　　　　　しゃしん　　ざいりゅう　　　　　　　　  も

　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　あたら

　　　　  ひ

　　  し  めい 　　せいねんがっぴ 　　  せいべつ　　 こくせき　　 ちいき

　　へんこう

　　　　　　  か いない　　 へんこうとど       で　 へんこう　   し

　　　　　　　　　　ふんしつ  　　　　　　　　　　とうなん

　　　　　　か  いない　　さいこうふしんせい あたら

　　　　　　　　　　 きそん

　　　　　　　　　　　　　　 はや 　  さいこうふ　しんせい　 あたら

（1） Notificaciones (Cambios) a reali-
zar en la Municipalidad

 ① Domicilio
・Los recién llegados a Japón
Si en la Tarjeta de Residencia que le han 
dado no figura el　domicilio o bien todavía 
no ha recibido la Tarjeta, efectúe el cambio 
de domicilio-entrada en el plazo de 14 días 
luego de la　fijación del domicilio. En ese 
caso lleve la Tarjeta de Residencia y　si no 
la tiene, lleve el pasaporte.
・Los que se han mudado
Efectúe la notificación del cambio de 
domicilio en el plazo de 14　días desde que 
empezó a habitar en la nueva casa (cambio 
de　domicilio-entrada / 
cambio de domicilio, si es 
dentro de la misma 
ciudad o pueblo).  Lleve 
la Tarjeta de Residencia.

（2） Notificaciones (Cambios) a reali-
zar en el Departamento de Migra-
ciones▲

Para efectuar las siguientes notificaciones o 
cambios, lleve el pasaporte, la foto y la  
Tarjeta de Residencia. Le entregarán la 
nueva Tarjeta en el día. 

 ① Cuando haya cambio de nombre, fecha de 
nacimiento, sexo, nacionalidad, región
…Efectuar la notificación en el plazo de 
14 días de producirse el cambio 
(comunicar el cambio)

 ② Cuando haya perdido la Tarjeta o se la 
hayan robado
…Solicitar la re-expedición en el plazo de 
14 días de ocurrido el incidente (hacer 
una tarjeta nueva)

 ③ Cuando la Tarjeta haya sufrido daño 
notable (se partió, se dobló)
…Solicite lo antes posible la re-
expedición (hacer una tarjeta nueva)
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④ 在留カード有効期間の更新（延ばす）

　…永住者：有効期間が終わる2ヶ月前から

　　有効期間が16歳の誕生日の人：誕生日

の6ヶ月前から

▲

次の届け出をするときは、在留カードを

持って行ってください。このときは新し

い在留カードにはなりません。

① 所属機関などがかわったとき

　…「技術」や「留学」「研修」などの在留

資格の人は、会社や学校の名前や住所

が変わったり、なくなったりしたと

き、また、雇用などの契約が終わった

り新しくなったりしたときなどに、14

日以内に届け出

② 結婚相手と離婚したり、死別したとき

　…「家族滞在」「特定活動（ハ）」「日本人

の配偶者等」「永住者の配偶者等」の

在留資格の人が離婚したり、相手が亡

くなったりしたときは、14日以内に届

け出

(3) みなし再入国許可
　有効なパスポートと在留カードがあれ

ば、再入国許可の手続きをしなくても、１

年以内（在留期限前）であれば、日本に戻

ってくることができます。日本を出るとき

に、在留カードを必ず見せてください。

　ただし、１年より長い期間日本に戻らな

い場合は、これまでと同じように再入国

許可を入国管理局で申請してください。

　　　  ざいりゅう　　　　　   ゆうこうきかん　　こうしん　　  の

　　　　  えいじゅうしゃ　  ゆうこう き  かん　　お　　　　　　　げつまえ

　　　　　ゆうこう き かん　　　   さい　   たんじょうび　　 ひと　　たんじょうび

　　　　　　　　　　げつまえ

　　　つぎ　　とど 　　 で　　　　　　　　　　　　　　ざいりゅう

　　　  も　           い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたら

　　　　　ざいりゅう

　　　   しょぞく きかん

　　　　　　   ぎじゅつ　　　　　 りゅうがく　　けんしゅう　　　　　　　　ざいりゅう

　　　　　 しかく　    ひと　　　　かいしゃ　　がっこう　　　なまえ　  じゅうしょ

　　　　　　　  か

　　　　　　　　　　　　　　　  こよう　　　　　　 けいやく　　 お

　　　　　　  あたら

　　　　　  か  いない　　  とど　　  で

　　　   けっこん あいて　　  りこん　　　　　　　　  しべつ

　　　　　　　かぞくたいざい　　  とくていかつどう　                      にほんじん

　　　　　　　はいぐうしゃとう　　　 えいじゅうしゃ    はいぐうしゃとう

　　　　　ざいりゅうしかく      ひと        りこん　　　　　　　　　あいて　　　な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  か いない         とど

　　　　　　　  で

　　　　　　　　　　   さいにゅうこくきょか

　　　 ゆうこう　　　　　　　　　　　　　     ざいりゅう

　　　      さいにゅうこくきょか　　 てつづ　　　　　　　　　　　　　　　 

　ねん いない　　　ざいりゅうきげんまえ　　　　　　　　　　　    にほん　　もど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 にほん　     で　　　　　

　　　　　ざいりゅう　　　　　      かなら　　み

　　　　　　　　　　　　　ねん　　　　なが　　 きかん　 にほん　    もど

　　　  ばあい　　　　　　　　　　　　　　    おな　                      さいにゅうこく

    きょか　　    にゅうこくかんりきょく　   しんせい 　　　

 ④ Cuando tenga que renovar el período de 
validez de la Tarjeta
…Residentes permanentes: Desde 2 meses 
antes de que expire el período de validez 

…Para quienes el período de validez es 
hasta el día en que cumpla 16 años: 
Desde 6 meses antes de ese cumplea-
ños▲

Los que efectúen las siguientes notifica-
ciones, sírvanse llevar la Tarjeta de 
Residencia. En estos casos no le darán 
una Tarjeta nueva.

 ① Cuando haya cambios en la organización 
a la que pertenece
…Los que poseen la categoría de “activi-
dad profesional”, “estudio”, “entre-
namiento”, etc. en el Derecho de 
Estadía, al cambiar o desaparecer la 
denominación o la dirección de la 
compañía o escuela a la que pertenece, 
o bien al cambiar el contrato de trabajo 
o al establecer un nuevo contrato, se 
ruega efectuar la notificación corres-
pondiente en el plazo de 14 días.

 ② Cuando se divorcie o el o la cónyuge 
fallezca
…Los que tengan la categoría de 
“permanencia como familiar”, “activi-
dad especial ハ”, “cónyuge de japonés 
o japonesa”, “cónyuge de residente 
permanente”, al divorciarse o al fallecer 
su pareja, efectuar la notificación en el 
plazo de 14 días.

（3） Medida especial para el Permiso 
de Reingreso 

Teniendo válidos el pasaporte y la Tarjeta de 
Residencia, es posible reingresar a Japón en el 
plazo de 1 año (antes de que expire el período 
de estadía permitido) sin necesidad de hacer 
el trámite de reingreso. Al salir de Japón, 
enseñe sin falta su Tarjeta de Residencia.

－ 46 －

　そうしなければ、在留期間がまだ残って

いても、その在留カードはもう使えなくな

り、在留資格から取り直さなければならなく

なりますので、注意してください。

(4) 在留カードの返納（返す）
 ① 日本を出国して、もう再入国しない場合

日本を出国するとき返す（空港や港）

② 日本国籍になったとき

　14日以内にその人が入国管理局に返す

③ 亡くなったとき

　14日以内に一緒に住んでいた家族が入国

管理局に返す

(市役所や町役場への死亡届は7日以内な

ので注意。また、母国の大使館か領事館

にも報告すること。）

 ＊ 在日本大使館・
　　　　　領事館TELリスト

 ＊ 県市町国際交流担当課
　　　　　　　　TELリスト

 ＊ ｢新しい在留管理制度について」

(法務省入国管理局）

【26言語】

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/

index.html

P.70

P.70

P.70

P.70

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざいりゅうきかん　　　　　　のこ

　　　　　　　　　　　　　ざいりゅう　　　　　　　　　　　  つか

　　　　　ざいりゅうしかく　　　　 と　　 なお

　　　　　　　　　　　　　　ちゅうい

　　　　ざいりゅう　　　　　　　   へんのう　　 かえ

　　　　にほん　　しゅっこく　　　　　　　　　   さいにゅうこく　　　　　　 ばあい

　　　　にほん 　 しゅっこく　　　　　　　　かえ　　　 くうこう　   みなと

　　　　にほんこくせき

　　　　　  か   いない　　　　　　 ひと　　にゅうこくかんりきょく　　かえ

　　　   な

                 か   いない　　 いっしょ　　  す　　　　　　　　　かぞく　　にゅうこく

　　　 かんりきょく　　かえ

　　　　しやくしょ　　ちょうやくば　　　　　しぼうとどけ　　なのかいない

　　　　　　　ちゅうい　　　　　　　　  ぼこく　      たいしかん　    りょうじかん

                      ほうこく

  ざいにほんたいしかん

　　　　　　　  りょうじかん

   けんしちょうこくさいこうりゅうたんとうか

　　  あたら　　　  ざいりゅうかんりせいど

         ほうむしょうにゅうこくかんりきょく

　　　       げ ん ご

Sin embargo, si la estadía en el exterior es 
mayor de 1 año, solicite el permiso de 
reingreso en el Dpto. de Migraciones. De 
lo contrario, aunque todavía le quede 
tiempo hasta que expire el período de 
estadía permitido, dicha Tarjeta deja de 
tener validez y deberá tramitar todo de 
nuevo, desde la Categoría del Derecho de 
Estadía. Tenga cuidado.

（4） Devolución de la Tarjeta de Resi-
dencia 

 ① Cuando sale de Japón y no piensa 
reingresar al país. 
Devolver el Carnet al salir de Japón 
(aeropuerto o puerto).

 ② Cuando ha adoptado la nacionalidad 
japonesa 
Devolver personalmente la Tarjeta al Dpto. 
de Migraciones en el plazo de 14 días.

 ③ Cuando ha fallecido
La persona que vivía con el fallecido 
(familiar), tiene que devolver la Tarjeta 
en el plazo de 14 días.
(Atención: El Registro de Fallecimiento 
debe efectuarse en la municipalidad en 
el plazo de 7 días. Además es necesario 
comunicar la muerte a la embajada o 
consulado del país de origen.)

 ＊ Lista de teléfonos de las 
Embajadas y Consulados  con 
sede en Japón

 ＊ Lista de teléfonos de los 
Organismos a cargo del 
Intercambio Internacional en Kagawa

 ＊ “Sobre el Nuevo Sistema de Control 
de Residentes”(Dpto. de Migracio-
nes del Ministerio de Justicia)
【26 idiomas】
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/
index.html
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10.  外国人住民基本台帳制度
(1) 住民基本台帳制度とは
2012年7月9日から、それまで日本人だけ

を対象にしていた住民基本台帳制度が

外国人住民にも適用され、日本人と外国人

の住民票が世帯ごとに編成されることに

なりました。そのことで、いろいろな手続

きが簡単になります。

① 日本人と外国人の家族が同じ住所に住

んでいることが分かる証明書（住民

票）がでます。

② 市役所や町役場で住所を変更するだけ

で、国民健康保険や国民年金に登録し

ている住所も変更になります。

③ 入国管理局で在留資格や在留期間の

変更をしたら、市役所や町役場に届け

出をしなくてもいいです。

 ＊ ｢外国人住民に係る住民基本台帳制度に

ついて｣（総務省）

【英語・韓国語・簡体字中国語・繁体

字中国語・スペイン語・ポルトガル語】

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jic

hi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

がいこくじんじゅうみんきほんだいちょうせいど

    　　　じゅうみんきほんだいちょうせいど

　　　　 ねん　 がつここのか　　　　　　　　　　　　　　 にほんじん

　　たいしょう　　　　　　　　　　　 じゅうみん き ほん  だいちょうせい ど

がいこくじんじゅうみん　　　  てきよう　　　　　　 にほんじん　    がいこくじん

　  じゅうみんひょう　　 せ たい　　　　　　  へんせい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 て  つづ

　　　　かんたん

  にほんじん　　　がいこくじん　　 かぞく　　 おな　　じゅうしょ　    す

　　　　　　　　　　　　　　　　わ　　　　　しょうめいしょ　　 じゅうみん

ひょう

  しやくしょ　　 ちょうやくば　　じゅうしょ　  へんこう

　　　　こくみんけんこう  ほけん　　　こくみんねんきん　    とうろく

　　　　　  じゅうしょ　　へんこう

にゅうこくかんりきょく　　 ざいりゅうしかく　　   ざいりゅうきかん

へんこう　　　　　　　　　　　しやくしょ　　  ちょうやくば　　とど

  で

　   がいこくじんじゅうみん　　かか　  じゅうみんきほんだいちょうせいど

　　　　　　　　　　 そうむしょう

        えいご　　　 かんこく  ご　　　 かんたいじちゅうごく ご　　 はんたい

   じちゅうごくご　　　　　　　　　　   ご　　　　　　　　　　　　   ご

10. Sistema del Registro 
Básico de los Residentes 
Extranjeros

（1） Cómo es el Sistema del Regis-
tro Básico de Residentes 

A partir del 9 de julio de 2012, el sistema del 
registro básico de residentes que contem-
plaba solamente a los japoneses, también se 
aplicará a los extranjeros y todos los miem-
bros de la familia estarán inscriptos en el 
certificado de residencia (jyuminhyo). De 
esta manera se simplificarán los trámites.
 ① Para una familia compuesta por japoneses 
y extranjeros que residen en el mismo 
domicilio, será posible la expedición de un 
certificado de residencia donde figuran 
todos los miembros que viven allí.

 ② Al efectuar el cambio de domicilio en la 
municipalidad correspondiente, simul-
táneamente quedará registrado el cambio 
en el Seguro Nacional de Salud y en la 
Jubilación Nacional.

 ③ Efectuando en el Dpto. de Migraciones el 
cambio de la Categoría del Derecho de 
Estadía o bien el cambio del período 
permitido, no es necesario hacer la 
notificación en la municipalidad.

 ＊“Sobre el Sistema del Registro Básico 
que se aplica a los residentes extranje-
ros” (Ministerio de Asuntos Internos y 
Comunicaciones)
【inglés・coreano・chino・taiwanés・
español・portugués】

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi
_gyousei/c-gyousei/zairyu.htmlpurchase.
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11.  医療と保険制度
(1) 病院の基礎知識
 ① 診察に必要な物

a. 健康保険証（日本のもの）

b. 在留カードなど、身分を証明する書類

c. 現金（カードが使える病院はまだ多く

ありません。）

d. 住所、電話番号、症状、いつも飲んで

いる薬の名前などのメモ

（＊病院で使える便利な問診票がありま

す。）

多言語医療問診票【18言語】

http://www.kifjp.org/medical/

② ことばで不安のある時は、通訳できる

人に一緒に行ってもらいましょう。

＊ アイパル香川では、通訳ボランティア

の紹介をしています。　

＊ 外国語で診察してもらえる病院があり

ます。

外国語対応医療機関

（香川県総務部国際課）

【日本語・英語・中国語・韓国語】
http://www.pref.kagawa.jp/kokusai/m_medical/index.html

③ 診察結果や薬などについては、よく分

かるまで病院の先生に説明してもらい

ましょう。

④ 予約の時間や、面会（お見舞い）の時

間は守ってください。

⑤ 病院の中では、携帯電話は使わないで

P. 4P. 4

いりょう　  ほ け ん せ い ど

    びょういん　   き そ ちしき

しんさつ　　ひつよう　　もの

  けんこうほけんしょう　    にほん

 ざいりゅう　　　　　　　　　　　　み ぶ ん 　 しょうめい　　    しょるい

  げんきん　　                          つか　     　びょういん　　           おお

 じゅうしょ　　でんわばんごう　 しょうじょう　　　　　　 　 の

             くすり 　な ま え

 　　  びょういん　  つか　　       べ ん り　 もんしんひょう

           た げ ん ご  いりょうもんしんひょう              げ ん ご

　　　　　　　　   ふ あ ん　　             とき　       　つうやく

  ひと　　いっしょ　  　い

                           か が わ　              　 つうやく

     しょうかい

  がいこくご　　 しんさつ　                               　 びょういん

   　　　　　　 がいこくごたいおういりょうきかん

　　　　　　　 か がわけんそうむぶこくさいか

　　　  にほんご　　　えいご　　 ちゅうごくご　    かんこくご

しんさつけっか　   くすり                                                       　　   わ

                        びょういん　   せんせい　    せつめい

 よ や く　  　じかん　　        めんかい　　　　   み  ま                　　 じ

 かん　　まも

びょういん　  なか　　              けいたいでんわ　　 つか

  

（1） Conocimientos básicos sobre el 
hospital 

 ① Lo que se requiere para hacer una consulta 
Libreta o Carnet del Seguro de Salud  (de 
Japón) 
Documento que certifique la identidad 
como ser la Tarjeta de Residencia. 
Dinero en efectivo. (No son muchos los 
hospitales donde se puede efectuar el pago 
con tarjeta).
Llevar anotado su dirección, número de 
teléfono, los síntomas y los remedios que 
está tomando.
(＊Hay un cuestionario práctico que puede 
utilizarse en los hospitales.)   

Cuestionario Multilingüe de Asistencia Médica 【18 idiomas】
http://www.k-i-a.or.jp/medical/index.html
 ② Si no se siente seguro con el idioma, 
puede solicitar la ayuda de un intérprete.
I-Pal Kagawa puede presentarle volun-
tarios intérpretes.

Hay hospitales en los que es posible 
efectuar consultas en idioma extranjero.

Centros de Asistencia Médica con Atención en Idioma 
Extranjero (Sección de Asuntos Internacionales del 
Dpto. de Administración General de la Pref. de Kagawa)

 【japonés・inglés・chino・coreano】
http://www.pref.kagawa.jp/kokusai/m_medical/index.html

 ③ Puede solicitarle al médico que le 
explique sobre la consulta médica 
efectuada y los remedios hasta compren-
der bien.

 ④ Respete la hora de la cita concertada, el 
horario de visita al hospital.

 ⑤ No utilice el teléfono celular dentro del 
hospital.

a.

b.

c.

d.

＊

＊

Sistema de asistencia médica
y seguro de salud

11.
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ください。

⑥入院費用など、お金のことで困ったとき、

または利用できる制度がわからないと

きは、病院に相談してください。

⑦診察時間（病院によって違いますので

確認してください。）

土曜日午後、日曜日、祝日（大きな病院

は、平日の午後も）が休みのところがほ

とんどです。

(2) 医療費と公的医療保険
1年以上日本に住む人は誰でも、公的な医

療保険に入らなければなりません。医療

保険に入ると、保険料を払わなければな

りませんが、病気や怪我のとき、かかっ

た医療費の30％を払うだけですみます

し、赤ちゃんを産んだとき、手術や入院な

どで、医療費がとても高かったときに、後

で払い戻しがあります。また、難病、お年

より、赤ちゃん、親がどちらか一人しかい

ない家族などの医療費については、市役

所や町役場から援助があります。

あなたが保険に入っているかどうか、ど

の保険に入っているかで、問い合わせ先

は違うので、仕事をしている人は最初に

会社に確認してください。

 ① 社会保険

会社があなたのために一部を払い、残

りはあなたの給料から引いて手続きを

してくれます。

　　 にゅういんひよう　　　　　　    かね　                    こま

　　　　　　　　 り よ う             　　 せ い ど

                        びょういん　　そうだん

      しんりょうじかん　   びょういん　　                  ちが

      かくにん

        どよう び  ご ご　      にちようび     しゅくじつ　  おお　　    びょういん

    　           へいじつ       ご　ご              　　やす

　　　 いりょうひ　     こうてきいりょうほけん

　 ねんいじょう にほん　  　す　     ひと　   だれ　               こうてき        い

りょうほけん   　はい                                                                   　 いりょう

 ほ け ん　    はい　                  ほけんりょう　   はら

                                      びょうき     　 け  が

         いりょうひ                              はら

             あか                    　  う                        　   しゅじゅつ　 にゅういん

          いりょうひ　                      たか　　                                     あと

　　はら      もど　　                                                     なんびょう　      とし

                 あか                      　おや　　                        ひ と り

             か ぞ く              　　いりょうひ　　                                   しやく

しょ     ちょうやくば　         えんじょ

　　　　　　　　  ほ け ん   　 はい

        ほ けん    　はい　                                       　 と　       あ　           さき

      ちが　                         し ご と　                            ひと    　さいしょ

かいしゃ   　かくにん

      しゃかいほけん

             かいしゃ　　                                             い ち ぶ　     はら　          のこ

　　　　　　　　　　　　　     きゅうりょう　          ひ　             て つ づ

⑥ Si tiene problemas económicos como ser 
dificultad para pagar los gastos de internación, o 
bien cuando carece de conocimientos sobre el 
aprovechamiento del sistema de asistencia 
médica , consulte en el hospital. 

 ⑦ Horario de consulta (varía según el hospital, 
verifíquelo).
Los sábados por la tarde, domingos, 
feriados (en  hospitales grandes, un día de la  
semana por la tarde) suelen estar cerrados 
en su mayoría. 

（2） Gastos médicos y Seguro Nacional 
de Salud 

Los que residen en Japón durante más de 1 

año, deben asegurarse en un Seguro de 

Salud Pública. Al adoptar el seguro de salud, 

es necesario abonar la cuota corres-

pondiente. De esa forma, en caso de enfer-

medad o lesión, basta con pagar el 30% de 

los gastos reales, en caso de que los gastos 

sean elevados por tratarse de un 

nacimiento, de una operación o internación, 

le reintegran  parcialmente con posteriori-

dad. Además cuando se trata de enferme-

dad incurable, edad avanzada, bebé, caren-

cia de uno de los padres, los municipios 

ofrecen ayuda para hacer frente  al pago de 

los gastos médicos.

De acuerdo a si está asegurado o no, a qué 

seguro pertenece, varía el lugar adonde 

dirigirse, por lo que conviene que primero 

averigüe en la empresa donde trabaja.

 ① Seguro Social (Seguro del Empleado)

La empresa donde trabaja se encarga 

de hacerle los trámites necesarios, le 

abona una parte de los aportes y la otra 

parte se lo descuenta del salario.
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 ② 国民健康保険

会社が手続きをしてくれない場合や、

仕事をしていない人は、市役所や町役

場で自分で払います。

（3） 妊娠したとき
市役所や町役場へ、病院でもらった妊娠

届を持っていくと、母子健康手帳（お母

さんと赤ちゃんの健康のためのノート）」

がもらえます。

 ① 母子健康手帳

お母さんや赤ちゃんのためのいろいろ

な保健サービスを案内するために作ら

れたものです。この手帳の中には「妊

婦の健康診査」の受診票が入っていて、

このチケットを持っていくと、赤ちゃん

が生まれる前の検査にかかるお金の

一部が返ってきます。返ってくるお金

は、市町によって違いますので、詳し

くは市役所や町役場できいてください。

外国語版の母子健康手帳は、市や町に

よっては、無料でもらえることもあり

ますのできいてください。また、8言語

に訳されたや母子健康手帳や子育て

ガイドを自分で買うこともできます。

母子保健事業団（東京）

  TEL：03-4334-1188

  FAX：03-4334-1181

　　こくみんけんこうほけん

　　 かいしゃ　 　て つ づ　                                             　  ば あ い

       し ご と　　                                 ひと　       　し や く し ょ 　 ちょうやく

        ば　     じ ぶん    　はら

　　　 にんしん

 しやくしょ　   ちょうやくば　      　  びょういん　                       　 にんしん

とどけ　  も　　                                  ぼ しけんこうてちょう      　　  かあ

                  あか　　                   けんこう

ぼしけんこうてちょう

　　 かあ　　　　　　 あか

　　 ほ け ん                          　　 あんない　                         　  つく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   てちょう　　なか　                 にん

  ぷ　　 けんこうしんさ      　  じゅしんひょう　 はい

　　　　　　　　　　　　　　 も　　                               あか

        う　　                 まえ　     けんさ　                          　    かね

いちぶ     　かえ　                           　      かえ　　                          かね

            しちょう　　                     ちが　　                                くわ

       しやくしょ　　 ちょうやくば

がいこくごばん   　  ぼ し けんこうてちょう           　し　   ちょう

　　　　　　　　　　  むりょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   げ ん ご

　    やく　　　　　　　 　     ぼ しけんこうてちょう    　   こそだ

                         じ ぶ ん     　か

                      ぼ   し  ほけんじぎょうだんたい　 とうきょう

  ② Seguro Nacional de Salud
Cuando la empresa donde trabaja no le 
efectúa los trámites o si se trata de una 
persona que no trabaja, es necesario 
abonar la cuota por sí mismo en la 
municipalidad. 

（3） En caso de embarazo 
En el hospital le entregan la Notificación 
de Embarazo (ninshin todoke). Presentando 
esta notificación en la municipalidad, le 
entregarán la Libreta de Salud Materno 
Infantil (boshi kenko techo) (una libreta para 
el control de salud de la madre y el hijo).
 ① Libreta de Salud Materno Infantil 
Es una Libreta dedicada a las madres y sus 
bebés con información sobre los servicios 
sanitarios que pueden recibir. Esta libreta 
incluye unos cupones para los “exámenes 
de salud de la embarazada”. Con estos 
cupones le reintegran parte de los gastos 
realizados en los exámenes de salud antes 
del parto. El monto que le reintegran 
depende de la municipalidad, sírvase 
preguntar. 
La Libreta de Salud Materno Infantil en 
idioma extranjero se puede conseguir 
gratuitamente en ciertos municipios, 
sírvase preguntar. También es posible 
comprar esta Libreta de Salud Materno 
Infantil y la Guía para la Crianza Infantil 
que están traducidas en 8 idiomas.

Agencia de Sanidad 
Materno Infantil (Tokyo)
TEL: 03-4334-1188
FAX: 03-4334-1181
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 ② 出産する前（赤ちゃんを産む前）

出産のために入院するお金がなくて困

っている人は、安い料金で産むことが

できる病院を紹介してもらうことがで

きます。詳しくは市役所や町役場でき

いてください。

 ③ 出産したとき（赤ちゃんを産んだとき）

病院に書いてもらった出生証明書と母子

健康手帳を持って、14日以内に市役所や

町役場に出生届を出します。（入国管理

局で在留資格を申請するのは生まれた日

から30日以内です。また、母国の大使館

か領事館へも報告してください。）

 ④ 健康保険と出産費用

妊娠検査から赤ちゃんを産むまで、保

険は使えないので、全額を自分で払う

ことになります。でも、赤ちゃんを産

むのにかかったお金は、後から42万円

までお金が返ってきますので、子ども

が生まれたらあなたが入っている健康

保険の事務所に申請しましょう。病院

がお腹を切って赤ちゃんを出すことを

決めたようなときは、保険が使えるこ

とがあります。

 ⑤ 子どもを育てる

赤ちゃんの健康診断や予防接種などが

あります。国によって違いますので、

病院などで相談してください。

 しゅっさん　　 　 まえ　　あか　                    　う　　 まえ

しゅっさん　　　　　　  　  にゅういん　            　かね　                       こま

                          ひと　　       やす　   りょうきん 　　 う

                   びょういん　   しょうかい

                         くわ　                 し や く し ょ　　 ちょうやくば

 しゅっさん　　　　　　 　　  あか　                  　う

びょういん  　か　　                        　   しゅっしょうしょうめいしょ      ぼ　し

 けんこうてちょう  　  も　                        か い な い　  　しやくしょ

ちょうやくば　  しゅっしょうとどけ　 だ　　　　　　　　　　にゅうこくかんり

きょく　 ざいりゅうしかく　　 しんせい　　　　　　　　 う　　　　　　　ひ

　　　　　　にち  いない　　　　　　　　　　　　　ぼこく　　　たいしかん

　　りょうじかん　　　　ほうこく

けんこうほけん　　しゅっさんひよう

にんしんけんさ　　　　 あか　　　　　　　　　う　　　　　　　 　　 ほ

けん   　つか　                                　  ぜんがく　　  じぶん    　はら

                                                                      あか　                     　う

                                                   かね　      　 あと　　             まんえん

                   かね　 　かえ                  　　　　　　　             こ

        う　                                             　 はい　                   　  けんこう

ほ け ん    　じ む し ょ　　  しんせい　                              　 びょういん

            なか　   　き　　        あか　                     　 だ

 き　                                 　                      ほけん 　　つか

  こ　                そだ

あか　　　　　　　　　けんこうしんだん　　  よぼうせっしゅ

　　　　　　　　　　 くに　　　　　　　  　ちが

びょういん　　　　　そうだん

 ② Antes del parto (antes de dar a luz)
A las madres de bajos recursos que no 
puedan costearse los gastos de 
internación para el parto, se les da 
información sobre hospitales donde 
podrán dar a luz a menor costo. Para 
mayor detalle, sírvase preguntar en la 
municipalidad de su ciudad o pueblo. 

 ③ Después del parto (después de dar a luz)
Con el Certificado de Nacimiento (shussho 
shomeisho) expedido por el hospital y la 
Libreta de Salud Materno Infantil es 
necesario efectuar el Registro del 
Nacimiento (shussho todoke) en la munici-
palidad en el plazo de 14 días desde el 
nacimiento. (Para solicitar el Derecho de 
Estadía en el Dpto. de Migraciones, debe 
hacerlo en el plazo de 30 días a partir del 
nacimiento. Además haga también el 
trámite en la embajada o consulado del 
país de origen de los padres.) 

 ④ Seguro de Salud y gastos del parto 
El costo de los exámenes médicos durante 
el embarazo y el parto debe ser abonado 
100% por cuenta propia. Sin embargo, por 
el costo del parto le reintegran hasta 
420.000 yenes, para lo cual, al nacer el niño, 
es necesario hacer la solicitud en la oficina 
del Seguro de Salud correspondiente. 
Cuando de parte del hospital hayan 
decidido hacer cesárea, es posible utilizar el 
seguro.

 ⑤ Crianza del niño
Hay exámenes médicos y vacunas para los 
bebés. Su aplicación varía según el país, por 
lo cual es conveniente que lo consulte en el 
hospital.
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 ⑥ 児童手当

日本に住んでいる中学生までの子ども

を育てている人は、市や町から手当

（お金）がもらえます。（金額は、子ど

もの年齢や人数で変わります。）申請

は、市役所や町役場でしてください。

 ＊ AMDA国際医療情報センター

このセンターでは、電話で医療福祉制

度などの情報提供をしています。ホー

ムページなどで確認して、直接電話し

てください。

【英語・ポルトガル語・スペイン語・

タガログ語・中国語・韓国語・タイ語】

http://amda-imic.com/

     え い ご　　    　　　　　　　   　ご　　　　　　　　　     ご

　　　　　            ご　 　ちゅうごくご　  かんこくご　　　　　　 ご

 じどうてあて

　にほん　　　す　　　　　　　　 ちゅうがくせい　 　　　　　 こ

　　そだ　　　　　　　　　  ひと　　　　　し　　 ちょう　　　　　て  あて

　　　　かね　　　　　　　　　　　　　　　　　　きんがく　　　　 こ

　　　　  ねんれい　　 にんずう　      か　　　　　　　　　　　　　しんせい

　　　　 しやくしょ　　 ちょうやくば

　　　　　   こくさいいりょうじょうほう

 　　　　　　　　　　　　 　                 で ん わ 　   いりょう ふくし  せ い

  ど                　 じょうほうていきょう

                                             かくにん                   ちょくせつでんわ

 ⑥ Subsidio para la crianza
Los que están criando en Japón a niños 
en edad hasta la escuela secundaria 
media inclusive,
pueden percibir un subsidio (dinero) de 
la municipalidad correspondiente. (El 
monto varía　según la edad y el número 
de hijos). Sírvase hacer la solicitud en la 
municipalidad que corresponda.

 ＊ El Centro Internacional de Información   
Médica AMDA
Brinda por teléfono, información sobre 
el sistema de asistencia médica. Para 
consultar, averigüe en la página web y 
telefonee directamente.
【inglés・portugués・español・
　tagalo・chino・coreano・
　tailandés】

http://amda-imic.com/
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12.  仕事を探す
日本で就労する（働く）ためには就労が

できる在留資格を持っていて、仕事の内

容が、その在留資格で認められた活動で

なければなりません。

(1) 仕事の探し方
① 仕事の紹介をしている民間の会社に登録

して探す。

② 国の機関であるハローワーク（公共職

業安定所）を利用する。《無料》

ハローワークでは、仕事に関する相談

や仕事の紹介を、無料でしてくれま

す。また、コンピュータで全国の情報

を見ることができます。

 ★ ハローワーク高松

外国人雇用サービスコーナー

毎週火曜日8:30～12:00

毎週木曜日13:00～17:00

通訳言語【中国語】

(2) 労働契約 
労働契約とは、労働者（働く人）と雇用

主（会社など）の間で決める、労働条件

に関する契約のことです。雇用主は労働

者に対して、賃金、労働時間などの労働

条件を、紙に書いて渡さなければなりま

せん。必ず内容を確認しましょう。

P.55 P.55

      し ご と　　さが

 に ほ ん　　しゅうろう 　　　　　  はたら　　                              しゅうろう

                   ざいりゅうしかく　  　 も　　                            し ご と 　　ない

よう　　                   ざいりゅうしかく　    みと　　　　　　　　  かつどう

　　   し ご と　　 さが　　 かた

　　し ご と　  しょうかい　　　　　　　　　 みんかん　　 かいしゃ　  とうろく

　                さが

      くに　　 き か ん　　                                                          こうきょうしょく

      ぎょうあんていじょ       　     り よ う                      むりょう

         　 　 　 　 　 　 　 　 　  し ご と　　 かん　          そうだん

              し ご と 　    しょうかい               むりょう

                     　　　　　　　　　　　                             ぜんこく     じょうほう

        　  み

　　　　　　　　　　　　　　たかまつ

     がいこくじんこよう

    まいしゅう か よ う び                                    　　

    まいしゅう もくようび

       つうやくげんご　    ちゅうごくご

　　　ろうどうけいやく

ろうどうけいやく　　　　　　  ろうどうし ゃ　　はたら　  ひと　　        こよう

ぬし　　 かいしゃ　                 　 あいだ　　き　             　  ろうどうじょうけん

      かん　　       けいやく　　                                  こようぬし 　　 ろうどう

しゃ　　たい　             　 ちんぎん　 　ろうどうじかん             　　 ろうどう

じょうけん　　      かみ　  　か　　         わた

                 かなら　 ないよう　　 かくにん

12. Búsqueda de trabajo
Para trabajar en Japón, es necesario tener el 

Derecho de Estadía adecuado y las activi-

dades que desarrolle deben ser las permiti-

das por el Derecho de Estadía que posea.

（1） Modo de buscar trabajo 
 ① Inscribirse en una empresa privada que 

presenta trabajos.

 ② Recurrir a las oficinas de Hello Work 

(Oficina Pública de Colocación Laboral) que 

son organismos del Estado《Gratuito》

En Hello Work (Oficina Pública de 

Colocación Laboral) se atienden consultas 

de trabajo y le presentan trabajos en forma 

gratuita. En la computadora se pueden ver 

las informaciones laborales de todo el país. 

 ★ Hello Work Takamatsu, Sección de Servi-

cio de Empleo para Extranjeros

Martes 8:30～12:00

Jueves 13:00～17:00 

Intérpretes【chino】

（2） Contrato de trabajo 
El contrato de trabajo se establece entre el 

trabajador y el empleador (como ser  una 

empresa) y contiene las condiciones 

laborales. El empleador debe entregarle al 

trabajador el papel donde se especifiquen 

las condiciones laborales (remuneración, 

horario de trabajo, etc.) Verifique sin falta el 

contenido del contrato.
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(3) 相談窓口
賃金や労働時間などで会社と問題になっ

た場合は、近くの労働基準監督署へ相談

してください。

高松市（国分寺町以外）、香川郡、木田郡

 

 丸亀市（綾歌町、飯山町以外）、善通寺市、仲多度郡

 

坂出市、高松市（国分寺町）、綾歌郡  

丸亀市（綾歌町、飯山町）

観音寺市、三豊市

さぬき市

 

 

東かがわ市

 

小豆郡

 

 

ハローワーク 労働基準監督署

 高松 Takamatsu

 

 

 丸亀 Marugame

 

 

 坂出 Sakaide

 

 

 観音寺 Kanonji

 

 

 さぬき Sanuki

 東かがわ Higashikagawa

 土庄 Tonosho

 高松 Takamatsu

 

 

 丸亀 Marugame

 

 

 坂出 Sakaide

 

 

 
 観音寺 Kanonji

 

 東かがわ Higasihkagawa

 東かがわ Higashikagawa

 小豆島 Shodoshima

 高松 Takamatsu

TEL:087-869-8609

TEL:0877-21-8609

TEL:0877-46-5545

TEL:0875-25-4521

TEL:0879-52-2595

TEL:0879-25-3167

TEL:0879-62-1411

TEL:087-811-8945

TEL:0877-22-6244

TEL:0877-46-3196

TEL:0875-25-2138

TEL:0879-25-3137

TEL:0879-25-3137

TEL:0879-62-0097

TEL:087-811-8945

あなたの町

しょうずぐん とのしょう しょうどしま

たかまつ

ひがし　　　　　　し

　　　　   し

ひがし  ひがし

 ひがし

まち ろうどうきじゅんかんとくしょ

たかまつし　    こくぶんじちょういがい             かがわぐん   　  き た ぐ ん たかまつ

まるがめし　  あやうたちょう　はんざんちょういがい　　　ぜ ん つ う じ し  　な か た ど ぐ ん まるがめ

たかまつ

まるがめ

さかいでし　　たかまつし　　こくぶんじちょう        あやうたぐん

まるがめし　　あやうたちょう　はんざんちょう

さかいで さかいで

かんおんじし    　み とよし かんおんじ かんおんじ

　　　そうだんまどぐち

ちんぎん　 　ろうどうじかん             　　かいしゃ　　もんだい 

       ばあい        　　ちか　       　ろうどうきじゅんかんとくしょ　　そうだん

（3） Centros de consulta 
En el caso de que surjan problemas por la 
remuneración o por las horas de trabajo, 
acérquese a consultar a la Oficina de Inspec-
ción  de Normas Laborales más cercano. 

Su ciudad o pueblo

Takamatsu-shi (excepto Kokubunji-cho), 
Kagawa-gun, Kita-gun

Marugame-shi (excepto Ayauto-cho y Hanzan-
cho), Zentsuji-shi, Nakatado-gun

Sakaide-shi,Takamatsu-shi(Kokubunji-cho),  
Ayauta-gun, Marugame-shi (Ayauta-cho, 
Hanzan-cho)

Kanonji-shi, Mitoyo-shi

Sanuki-shi

Higashikagawa-shi

Shozu-gun

Hello Work Oficina de Inspección 
de Normas Laborales
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13.  税金
日本で誰もが払わなければいけない税金

には3種類あります。その内、所得税や

住民税は、会社から給料をもらっている

人の場合、会社があなたの給料から先に

引いて払っていることがほとんどです。

給料明細を見ると分かるので、給料から

引かれない人は、所得税は税務署へ、住

民税は市役所や町役場へ、自分で払いに

行かなければなりません。

(1) 所得税
給料や年金などをもらっている人は、そ

の額に応じて国に税金を払います。

(2) 住民税
住んでいる県や市・町に払う税金です。

(3) 消費税
物やサービスにお金を使ったときは、8％

（2014年4月現在）の消費税を払います。

 ★ 納税証明書・所得証明書

在留資格の更新や変更をするときや、

公営住宅を申し込む時などに必要にな

ることがあります。市役所や町役場で

もらうことができます。《有料》

ぜいきん

 に ほ ん　　だれ　       　はら　                                                  　  ぜいきん

                しゅるい　                                       　  うち       しょとくぜい

じゅうみんぜい　　        かいしゃ　        きゅうりょう                                   　　

ひと      ば あ い　　  かいしゃ　                      　  きゅうりょう        　 さき　　

 ひ              はら　　                                                                                

きゅうりょうめいさい  　   み　             わ　　                          きゅうりょう　     

 ひ                           ひと　          しょとくぜい　　  ぜいむしょ　     　  じゅう

みんぜい   　し や く し ょ   　 ちょうやくば　           じ ぶ ん   　  はら　         

 い

　　   しょとくぜい

  きゅうりょう　  ねんきん　                                                  　  ひと

      がく　　おう　      　くに　　ぜいきん　　はら

        じゅうみんぜい

 す　　                    けん　 　し    　ちょう　 はら　　ぜいきん

         しょうひぜい

もの　　　　　　　　　　　　　　 かね　　つか

　　　　　　ねん　がつげんざい　　　　しょうひぜい　　はら

のうぜいしょうめいしょ　　しょとくしょうめいしょ

 ざいりゅうしかく　    こうしん　　 へんこう

こうえいじゅうたく　  もう　     こ　     とき　　　　　　   ひつよう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しやくしょ　　  ちょうやくば

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆうりょう

13. Impuestos
Son 3 los tipos de impuestos que debe pagar 
toda persona. De esos impuestos, el Impuesto 
a la Renta y el Impuesto Municipal de 
Residencia son descontados del salario y 
abonados por parte de la empresa en la 
mayoría de los casos. Viendo el salario 
detallado, es posible saberlo y los que no 
tengan descontados dichos impuestos, deben 
ir a pagarlos personalmente: el Impuesto a la 
Renta a la Oficina de Impuestos, el Impuesto 
Municipal de Residencia a la municipalidad.

（1） Impuesto a la Renta 
Las personas que perciben salario o 
pensión, pagan impuestos de acuerdo al 
monto percibido.

（2） Impuesto Municipal de Residen-
cia

Es el impuesto que se paga a la prefec-
tura, municipalidad de la ciudad o pueblo 
donde uno vive.

（3） Impuesto al Consumo
Al comprar artículos o al hacer uso de 
servicios, se paga 8% de Impuesto al 
Consumo (vigente en abril de 2014).

 ★ Certificado del pago de impuestos. 
Certificado del impuesto a la renta
Son necesarios para solicitar la 
renovación o cambio del Derecho de 
Estadía, para alquilar viviendas públi-
cas, etc. Estos certificados se expiden 
en la municipalidad.
《No gratuito》
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14.  日本の教育制度 
日本の教育制度は、小学校6年、中学校3年、

高校3年、大学4年（短期大学は2年）が基

本です。このうち、小学校と中学校は義

務教育です。

学校には国立（国）、公立（県・市・町）、

私立があります。学校の1

年は4月に始まって次の年

の3月に終わります。

(1) 保育園・幼稚園

 
(2) 小学校・中学校（義務教育）
 ① 入学する年齢

小学校･･･その年の4月2日から次の年の

4月1日までに7歳の誕生日がくる子ども

が入ります。

中学校･･･その年の4月2日から次の年の

4月1日までに13歳の誕生日がくる子ど

もが入ります。

親の仕事や病気で、昼間家で育てら

れない子どもを預けられる。

1～3年間、小学校に入るまでの準備

ができる。

0歳～6歳

（保育園による）

3歳～6歳

公立：

  市役所や町役場

私立：

  直接保育園や幼稚園へ

保育園

幼稚園

手続き

こうりつ

しやくしょ　  ちょうやくば

ちょくせつほいくえん　   ようちえん

し り つ

て つ づ

ほいくえん

ほいくえん

ようちえん

たいしょうねんれい

さい

さいさい

さい おや　 　し ご と　　びょうき　　        ひ る まいえ　　そだ

                    こ　             　あず

　　　　 ねんかん　  しょうがっこう　　はい　                   　じゅんび

対象年齢

に ほ ん      きょういくせいど

　しょうがっこう　 ちゅうがっこう　   ぎむきょういく

 にゅうがく　　　  ねんれい

しょうがっこう　            　  とし　   　がつふつか　　　　 つぎ　　とし

　 がつついたち　　　　　　 さい　  たんじょうび         　         こ　        

       はい

ちゅうがっこう　　              とし　　  がつふつか　　        つぎ　   とし

    がつついたち　　                  さい　   たんじょうび        　 　　   こ

　　       はい

 に ほ ん　 きょういくせいど　        しょうがっこう  ねん     ちゅうがっこう  ねん

こうこう　ねん　　  だいがく  ねん　　たんきだいがく      　 ねん　　         き

ほん　　                                             しょうがっこう       ちゅうがっこう　 　   ぎ

むきょういく

がっこう　　      こくりつ　   くに　　    こうりつ　  けん   　 し　    ちょう　

し り つ　　　　　　　　　　　     がっこう　

ねん    　  がつ　　はじ                   つぎ　　とし

　   　がつ　　 お

　　　 ほいくえん    　ようちえん

14. Sistema de educación de Japón
El sistema de educación de Japón 
comprende básicamente: 6 años de escuela 
primaria, 3 años de escuela secundaria 
básica, 3 años de secundaria superior, 4 años 
de universidad o 2 años de universidad de 
carrera corta. La enseñanza de la escuela 
primaria y secundaria básica es obligatoria. 
Hay escuelas nacionales (del Estado), 
públicas (prefectural, municipal) y escuelas 
privadas. El año lectivo comienza en abril y 
finaliza en marzo del siguiente año.

（1） Guardería. Jardín de infantes

（2） Escuela primaria. Escuela secundaria 
básica (Enseñanza obligatoria) 

 ① Edad de ingreso
Escuela primaria…Ingresan los niños que 
cumplen 7 años en el período compren-
dido desde el 2 de abril del año en curso 
hasta el 1 de abril del siguiente año.
Escuela secundaria básica…Ingresan los 
niños que cumplen 13 años en el período 
comprendido desde el 2 de abril del año en 
curso hasta el 1 de abril del siguiente año.

Edad comprendida Trámites

Guardería

0～6 años
(depende de la 
guardería)

3～6 años

Se encarga de los niños cuyos padres 
no pueden atenderlos en casa a 
causa del trabajo o enfermedad.

Público:
en la municipalidad

Privado:
directamente en la guar-
dería o jardín de infantes

Jardín de
infantes Período de 1～3 años de prepara-

ción para ingresar a la escuela 
primaria.
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 ② 手順

a. 公立の学校に行かせる場合は、市や町

の教育委員会に就学願を出してくださ

い。その時は子どものパスポートと在留

カード、印鑑（はんこ）などが必要で

す。

b. 後で入学通知書が届きますので、手続

きをしてください。お金の問題がある

場合は、就学費の援助制度があります

ので、学校に相談してください。

 

(3) 高校・大学
高校と大学は、国立・公立・私立のどれ

であっても、学校に入るためのテストを

受けなければなりません。

ほかに、中学校や高校を卒業した人なら

入ることができる、専門の技術や職業を

教える専修学校やいろいろな専門学校が

あります。

公立：授業料や教科書代は無料。

学用品（ノートなど）、通学用品

（靴、バッグなど）、校外活動（遠

足など）、修学旅行、給食などの費

用は有料。

7歳～12歳

13歳～15歳

公立：

市や町の教育委員会

私立：

直接学校へ

小学校

中学校

手続き

ちゅうがっこう さい さい

しょうがっこう さい さい こうりつ　じゅぎょうりょう　きょうかしょだい　　むりょう

がくようひん　　　　　　　　　　　　  　                つうがくようひん

　  くつ                                                     こうがいかつどう　    えん

そく                         しゅうがくりょこう　きゅうしょく           　   ひ

よう　 ゆうりょう

たいしょうねんれい てつづ

こうりつ

 し　    ちょう　 きょういくいいんかい

しりつ

ちょくせつがっこう

こうこう　　 だいがく　　       こくりつ　 　こうりつ　 　しりつ

　　　　　　　　　　　　   がっこう　　はい

 う

　　　　　　　   ちゅうがっこう 　  こうこう　   そつぎょう　        ひと

はい　                                            　 せんもん　　 ぎじゅつ　  しょくぎょう

おし　　      せんしゅうがっこう　　                                せんもんがっこう

 てじゅん

こうりつ　　 がっこう　  　 い　              　 ばあい　        　 し　　ちょう

      きょういくいいんかい　   しゅうがくねがい　    だ

                        とき　　 こ　　                                                ざいりゅう

　　　　　　  　  いんかん　　                                             ひつよう

あと　     にゅうがくつうちしょ　   とど　                                   てつづ

                                                              かね　    もんだい

ば あ い　          しゅうがくひ　　 えんじょせいど

                  がっこう　　そうだん

こうこう　　だいがく

 ② Procedimiento 
Para concurrir a una escuela pública, 
presente la Solicitud de Ingreso a la 
escuela (shugaku negai) en el Comité de 
Educación del municipio correspondiente. 
Para ello, es necesario: el pasaporte del 
niño, la Tarjeta de Residencia, el sello, etc.
Posteriormente le llegará el Aviso de Ingreso 
a la escuela (nyugaku tsuchisho), entonces 
efectúe los trámites  que correspondan. Si 
tiene dificultades económicas, consulte a la 
escuela ya que hay un sistema de asistencia 
de subsidio para los gastos escolares.

     

（3） Escuela secundaria superior. 
Universidad

Para cursar estudios en la escuela 

secundaria  superior o en la universidad, así 

sea pública o privada, es necesario aprobar 

el examen de ingreso. Los graduados de la 

escuela secundaria básica o secundaria 

superior pueden ingresar a diversos institu-

tos especializados donde reciben capacita-

ción técnica y profesional.

a.

b.

Trámites

Escuela 
primaria

Pública: las clases y los libros de texto son 
gratuitos. Hay que pagar: los útiles tales 
como cuadernos, etc., objetos necesarios 
para ir a la escuela (zapatos, cartera, etc.), 
actividades fuera de la escuela (excursiones, 
viaje de estudio, almuerzo, etc.)

Pública:
en el Comité de 
Educación del municipio

Privada:
directamente en la 
escuela

Escuela 
secundaría 
básica

7～12 años

13～15 años

Edad comprendida

対象年齢

－ 58 －

15.  公共交通機関
(1) 鉄道（電車）
香川県では、日本全国を走る「ＪＲ」と

県内の私鉄「ことでん」の2つの電車があ

ります。

① 基本的に切符は自動販売機で買いますが､

電車の中で車掌から買うこともできます｡

ＪＲの遠距離切符や特急券などは、駅に

ある窓口などで買います。

② 12歳までの子ども（中学校に入るまで）

は半額料金です。

③ 1歳から6歳までの子ども（小学校に入る

まで）は、大人が一緒だと無料になる

場合があります。

④ 切符には、回数券や定期券、プリペイ

ドカードなどもあります。

＊ ｢ことでん」のICカード乗車券「イ

ルカ」は、切符を買わなくてすむだけ

ではなく、乗った回数によって割引が

あったり、駅の自動販売機や商店街の

店で買い物ができたりし、とても便利

です。詳しくは大きな駅の窓口できい

てください。

ことでん路線図　　　　　

JR路線図&航路　　　　　

P.76 

P.78

P.76 

P.78

　　   てつどう　    でんしゃ

かがわけん　　　　　　　 にほんぜんこく　　 はし

けんない　　 してつ　                                                    　   でんしゃ

　　  きほんてき　　  き っぷ　　 じどうはんばいき 　　か

      でんしゃ　  なか　 しゃしょう　        か

                        えんきょりきっぷ　　とっきゅうけん　　                 えき

                  まどぐち　　              か

　　　   さい　　             こ　　            ちゅうがっこう　 はい

          はんがくりょうきん

　　   さい　         　さい　　              こ　                しょうがっこう　 はい

                                      お と な　　いっしょ　　        むりょう

　　  ば あ い

　 　  きっぷ　　             　かいすうけん　　 ていきけん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  じょうしゃけん

　　　　　　　　　　　　  き っ ぷ   　   か

                                       の　　         かいすう　                       わりびき

                                      えき　　  じ どうはんばいき　 しょうてんがい

      みせ　      か     　もの                                                         　　 べ ん り

　　　　　　　    くわ　                おお　　       えき　    まどぐち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ろせん  ず

　　　　　　　　　　　　　　　　 ろせん  ず        こうろ

こうきょうこうつうきかん

15. Medios de transporte
（1） Ferrocarril (tren eléctrico)  
En la prefectura de Kagawa existen 2 tipos 

de trenes eléctricos:“JR”que circula por 

todo Japón  y“Kotoden”, la línea privada. 

 ① En principio, el boleto se compra en la 

máquina expendedora de boletos, pero 

también se puede comprar dentro del 

tren solicitándolo al revisor.

Los boletos de JR para trenes de larga 

distancia o el suplemento para el 

expreso se pueden adquirir en la venta-

nilla de la estación.

 ② Hasta los 12 años de edad (hasta ingresar 

a la escuela secundaria básica) se paga la 

mitad del importe. 

 ③ Los niños de 1～6años  (hasta ingresar a 

la escuela primaria) que van acompaña-

dos por un adulto puede ser que viajen 

gratis. 

 ④ Además del boleto común, hay bonos de 

tren, pases y tarjetas pre-pago.

 ＊ Con la tarjeta“IruCa”de“Kotoden” 

no sólo se ahorra el trabajo de comprar 

el boleto sino que tendrá descuento de 

acuerdo a la cantidad de veces que 

haya viajado, también podrá usarla en 

las máquinas expendedoras de la 

estación, y efectuar compras en las 

tiendas del centro que estén adheridas. 

Es muy práctica. Para mayor detalle, 

sírvase preguntar en la ventanilla de la 

estación.

Líneas de ferrocarril (Kotoden)

Líneas de ferrocarril (JR)
Rutas de navegación marítima
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(2) バス（路線バス）
① バスに乗ったら、整理券をバスの入口

の横にある機械から取ってください。

この券に書いてある数字で料金が計算

されます。なくさないでください。

② 降りたい停留所の名前がアナウンス

されたら、窓の横か天井にあるボタンを

押して自分が降りることを知らせます。

③ 料金は降りるときに、運転手の横の箱

に入れますが、おつりが出ないので、

先に運転手両替機で小さいお金に替え

ておきます。1万円札は使えません。

④ 電光掲示板を見ると、券の番号と運賃

がわかるようになっていますので、降

りるとき整理券とお金を一緒に箱の中

に入れてください。

＊ どこまで乗っても料金が同じバスもあ

ります。

＊ ことでんバスなら、イルカカードにお

金をチャージして持っていると、バス

に乗ったときと降りるときに機械に

「ピッ」とふれるだけで料金が払えま

す。この方法だと毎回切符を買わなく

ていいので簡単で便利ですし、乗る回

数によって割引があります。

　　　　　　   の　　                      せいりけん　　                     いりぐち

       よこ　                 き か い        　   と

             けん　 　 か　　                      す うじ　　 りょうきん　  けいさん

  お　　               ていりゅうじょ　      な ま え

                              まど　　よこ   　てんじょう

  お　        　じぶん　    お　　                          し

りょうきん　　お　　                                   うんてんしゅ　　 よこ　　はこ

        い　                                                     　 で

さき　　 うんてんしゅりょうがえき　　  ちい　　              かね　　  か

                                      まんえんさつ　　 つか

でんこうけいじばん　      み　               　けん　    ばんごう　    うんちん

                                                                                                       お

                          せいりけん       　　 かね　　 いっしょ　   はこ   　 なか

        い

                           の　                りょうきん　  おな

 かね　　　　　　　　　　　　　  　  も

         の　                          　     お　                                  きかい

                                                                    りょうきん　  はら

                          ほうほう　　      まいかいきっぷ　　    か

                                かんたん　　  べ ん り                    　    の　  　かい

 すう                       わりびき

ろ せ ん

（2） Autobús (autobús de cercanías)
 ① Cuando suba al autobús tome el ticket de 

la máquina que está al lado de la subida. 

El importe que hay que abonar depende 

del número que figura en el ticket. No lo 

pierda.

 ② Cuando anuncien la parada donde quiera 

bajar, presione el botón que está al lado 

de la ventana o en el cielo raso. 

 ③ Al bajar hay que depositar el importe 

exacto de la tarifa en la caja que está al 

lado del chofer. Como la máquina no da el 

vuelto, es necesario cambiar el dinero de 

antemano en la máquina que está junto al 

chofer. No se puede usar el billlete de 

10.000 yenes.  

 ④ En el tablero luminoso aparecen los números 

de los tickets y las tarifas. Al bajar ponga en 

la caja el ticket junto con el dinero.

Hay autobuses cuya tarifa no varía con el 

recorrido.

Si viaja en los autobuses de“Kotoden” 

con la tarjeta“IruCa”cargada, basta 

con rozar levemente la tarjeta en la 

máquina lectora de boletos al subir y 

bajar, suena“piiit”y con ello queda 

hecho el pago. Con este sistema no es 

necesario comprar cada vez el boleto 

resultando sencillo y práctico, con 

descuento de acuerdo a las veces que se 

viaje.

＊

＊
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(3) バス（長距離バス）
高松や丸亀などから、日本のいろいろな

県への長距離バスがあります。詳しくは

バス会社かチケット売り場できいてくだ

さい。

◆ チケット売り場兼乗り場：

ＪＲ高松駅横

ゆめタウン高松

高松中央インターなど

(4) タクシー
大きな駅や病院などの前には、タクシー      

乗り場があります。また、タクシー会社

に電話して、今いるところまで来てもら

ったり、道を走っているタクシーを手を

上げて呼び止めることもできます。降り

るときに車の中の料金メーターに出てい

る金額を払ってください。日本ではチッ

プはいりませんが、高速道路の料金などは、

自分が払わなくてはいけません。

昼行バス

夜行バス

京都、大阪、神戸、広島、松山、徳島、高知、関西空港など

東京、横浜、名古屋、福岡など

ちゅうこう きょうと　　おおさか　　こうべ　　ひろしま　　まつやま　　とくしま　　 こ う ち　　かんさいくうこう

とうきょう  　よこはま　    な ご や　 　ふくおかや こ う

おお　　　　えき　　 びょういん　　             まえ

 の　　   ば　　                                                                                がいしゃ

　　で ん わ　　　　　      いま　                                       　 き

                         みち　　 はし　                                                   　  て

 あ　         　 よ　　    と　　                                                             お

                       くるま　  なか　    りょうきん　　                           で　   

      きんがく　　 はら　                                       　 に ほん

                                                   こうそくどうろ　  りょうきん

じ ぶ ん　　はら

　　　　　　　 ちょうきょり

たかまつ　    まるがめ　　                            にほん

けん　　　　 ちょうきょり　                                            　  くわ

             かいしゃ　                          　 う      　ば

                          う　　  ば  けん の  　　ば

           たかまつえきよこ

                             たかまつ

たかまつちゅうおう

（3） Autobús (autobús de larga distancia)  
Desde Takamatsu, Marugame, etc. salen 

autobuses de larga distancia hacia diferen-

tes lugares de Japón. Para mayor 

información, sírvase preguntar a las 

compañías de autobús o en las ventanillas 

de venta de boletos. 

 ◆ Venta de boletos y parada:

al lado de la estación Takamatsu (JR), 

Youme Town Takamatsu, empalme 

Takamatsu Chuo, etc.

（4） Taxi  
Delante de estaciones importantes y 

hospitales hay paradas de taxis. Es posible 

llamar a un taxi para que venga a 

recogerlo o bien puede tomar un taxi que 

está en circulación levantando la mano. Al 

bajar, abone el importe que figura en el 

taxímetro. En Japón no es necesario dejar 

propina pero el peaje de las autopistas 

corre por cuenta del pasajero.

Transporte 
diurno

Transporte 
nocturno

Kyoto, Osaka, Kobe, Hiroshima, Matsuyama, Tokushima, Kochi, Aeropuerto de 
Kansai, etc.

Tokyo, Yokohama, Nagoya, Fukuoka, etc.
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(5) 飛行機
高松空港からは東京・沖縄・ソウル・

上海・台北の定期便があります。詳しく

はそれぞれの航空会社や旅行会社できい

てください。

 ＊ 高松空港ホームページ【日本語・英語・　

韓国語・簡体字中国語・繁体字中国語】

http://www.takamatsu-airport.com/

(6) フェリー
高松港からは、神戸や小豆島、直島などの

島への船が出ています。詳しくはそれぞれ

の運行会社にきいてください。

　   

(7) レンタサイクル
高松市中心地では、6時間¥100-で自転車を

借りることができます。パスポートや在留

カードなど、身分証明書を持って行き、

カードを作ってください《無料》。レン

タサイクルポートはことでん瓦町駅地下、

JR高松駅地下など7か所にあります。借り

た場所と返す場所が違ってもかまいません

が、返すときにはカードが必要なので、忘

れないようにしてください。

　 　  ひ こ う き

たかまつくうこう　　　　　　 　とうきょう　　  おきなわ

しゃんはい　たいぺい　　  ていきびん　　                                 くわ

                          　　　　こうくうがいしゃ　　  りょこうがいしゃ

    たかまつくうこう　　                                     にほんご　     えいご

　　かんこくご　      かんたいじちゅうごくご　　   はんたいじちゅうごくご

たかまつこう　                     こ う べ　　しょうど  しま      なおしま                  

しま            ふね　    で      　　                    くわ  

　   うんこうがいしゃ

たかまつし ちゅうしんち　　　　　 　  じかん　　                  じてんしゃ

 か　　                                                                                            ざいりゅう

　　　　　　　　　　　          みぶんしょうめいしょ 　    も　　　　 　い

                         つく　                                          むりょう

                                                                             かわらまちえきち  か

　　 たかまつえき ち か　                　 しょ　　　　　　　　　　     　か　

　    ばしょ　　  かえ　　ば し ょ　　ちが

            かえ                                     　　　　　  ひつよう　                     わす

（5） Avión
Desde el Aeropuerto de Takamatsu hay 

vuelos regulares a Tokyo, Okinawa, Seúl, 

Shanghai, Taipei. Para mayor detalle sírvase 

averiguar en las compañías aéreas y 

agencias de viajes. 

 ＊ Página web del Aeropuerto de Takamatsu

　【japonés・coreano・inglés・chino・taiwanés】

http://www.takamatsu-airport.com/

 
（6） Ferry
Desde el Puerto de Takamatsu parten 

barcos hacia Kobe, Shodoshima, Naoshima, 

etc. Para mayor información sírvase 

preguntar en la compañía respectiva.

（7） Alquiler de bicicletas
En la zona céntrica de la ciudad de Taka-

matsu, es posible alquilar una bicicleta por 

100 yenes al día. Para confeccionar la 

tarjeta《Gratuito》y alquilar, presente el 

pasaporte o la Tarjeta de Residencia u otro 

documento que acredite su identidad. Hay 7 

puestos de alquiler de bicicletas: en el 

subsuelo de la estación Kawaramachi 

(Kotoden), en el subsuelo de la estación 

Takamatsu (JR), etc. No importa que no 

coincida el puesto donde alquiló la bicicleta 

y el puesto donde la devuelve. No olvide que 

al devolver la bicicleta es necesaria la 

tarjeta.
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JAF : Oficina central de Shikoku.
         Oficina local de Kagawa
Entre semana: 9:00 ‒ 17.30
TEL 087-867-8411
〒760-0079 Takamatsu-shi Matsunawa-cho
1083-16
http://www.jaf.or.jp/inter/translation/index.htm

16.  車・バイク
(1) 運転免許証を用意する
 ① 免許証を持っていない人：

日本の自動車教習所で練習して、免許

をとってください。

（車・大型バイク→18歳以上、原付

（原動機付自転車）→16歳以上）

 ② 国際運転免許証（ジュネーブ条約に基

づく）を持ってきた人：

日本に入国したときから1年間は使え

ますが、1年より前に国際運転免許証

の有効期限が終わったらもう使えませ

ん。

③ 外国運転免許証（ドイツ ･フランス ･ス

イス ･イタリア ･ベルギー ･台湾）を持

ってきた人：

日本語に翻訳した文書（あなたの国の

在日領事館か、日本自動車連盟（JAF）

が作ったもの）を持っているときだけ､

日本に入国した日から1年間使うことが

できます。

④ それ以外の国の運転免許証でも、日本

の免許への切替をすることができます

が、国により違いますので運転免許セ

ンターか、近くの警察署の交通課に確

JAF四国本部・香川支部
平日 9:00～17:30

TEL 087-867-8411

〒760-0079 高松市松縄町1083-16

http://www.jaf.or.jp/inter/translation/index.htm

くるま

　うんてんめんきょしょう　  よ うい

めんきょしょう　  も　　                          ひと

  にほん　   じどうしゃきょうしゅうじょ　  れんしゅう　　            めんきょ

　  くるま　    おおがた　　                             さいいじょう　　    げんつき

      げんどうきつきじてんしゃ　　           さいいじょう

こくさいうんてんめんきょしょう　　                                 じょうやく　  もと

                         も　　                   ひと

  にほん　　 にゅうこく　　                              　    ねんかん　　 つか

                             ねん　       　 まえ　     こくさいうんてんめんきょしょう

       ゆうこうきげん        お                                 　    つか

がいこくうんてんめんきょしょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   たいわん　　　    も

                        ひと

 に ほ ん ご　　ほんやく　       　  ぶんしょ　　　　　　　　　　 くに

ざいにちりょうじ  かん　　        にほんじどうしゃれんめい

      つく　                                　 も

 にほん　　 にゅうこく　         ひ　            　ねんかんつか

　　　　   い が い　　 くに  　うんてんめんきょしょう　              　 にほん

       めんきょ    　   　 きりかえ　

             くに　　　　　　  ちが　                         　 うんてんめんきょ

                    　　　　ちか　　　　 けいさつしょ　　　こうつうか    　  かく

　　 　  しこく  ほんぶ　 か が わ  し  ぶ

へいじつ

　　　　　　　　　　たかまつしまつなわちょう

16. Automóvil. Moto
（1） Conseguir la Licencia de Conducir 
 ① Las personas que no tengan la Licencia 
de Conducir 

       Practique en una autoescuela de Japón 
y obtenga la Licencia de Conducir.

       ・automóvil・moto grande
　→ a los 18 años o  mayor de 18 años
・motoneta (moto pequeña)
　→ a los 16 años o mayor de 16 años 

 ② Los que tengan la Licencia de Conducir 
Internacional（basado en el Convenio 
de Ginebra）Puede usarse durante 1 
año a partir del ingreso al país. Sin 
embargo, si la Licencia se vence antes 
de cumplirse 1 año, sólo tiene validez 
hasta la fecha de vencimiento. 

 ③ Los que tengan la Licencia de Conducir 
de un País Extranjero determinado 
(Alemania・Francia・Suiza・Italia・
Bélgica・Taiwan)
Puede usarse durante 1 año a partir del 
ingreso a Japón siempre y cuando vaya 
acompañado de la traducción en 
japonés (redactada por el Consulado del 
país con sede en Japón o bien por JAF, 
Federación Japonesa del Automóvil) 

 ④ Tratándose de Licencias de otros países 
puede efectuarse el canje con la Licen-
cia de Japón. Como depende del país, 
será mejor que verifique en el Centro 
de la Licencia de Conducir o en la 
Sección de Tránsito de la comisaría más 
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認してください。

テスト言語：【英語、韓国語、中国語、

ポルトガル語、スペイン語、ペルシャ語・

ロシア語、タイ語、タガログ語】

(2) 日本の運転免許
 ① 免許証の有効期間

最初…3回目の誕生日の1ヵ月後まで

その後…3～5回目（人によって違いま

す）の誕生日の1ヵ月後まで

 ② 更新手続する期間

有効期間が終わる前にくる誕生日の前

後1ヶ月ずつ

 ③ 住所が変わったとき

家の近くの警察か運転免許センターで 

書き直してもらいます。在留カードな

ど、新しい住所がわかるものを持って

いってください。

(3) 車やバイクを買ったら
 ① 登録と検査

車屋で車を買った場合は、車屋が代わ

運転免許センター

運転免許東讃センター

運転免許小豆事務所

高松市

東かがわ市

土庄町

TEL:087-833-0110

TEL:0879-25-0110

TEL:0879-82-0110

たかまつしうんてんめんきょ

うんてんめんきょとうさん ひがし　　　　　　し

うんてんめんきょしょうずじむしょ とのしょうちょう

 　  にほん       うんてんめんきょ

めんきょしょう　   ゆうこうきかん

さいしょ　　　かいめ　　たんじょうび　              げつご

　　　　 ご　　　　　　　  かいめ　　　ひと　　　　　　　　 ちが

          　　たんじょうび　　　　　　げつご

  こうしんてつづき　　　　きかん

　ゆうこうきかん　　　お　　　　  まえ　　　　　　  たんじょうび　　 ぜん

   ご　　　 げつ

じゅうしょ　   か

いえ　　ちか　　       けいさつ　     うんてんめんきょ

 か　  　なお　                                           　  ざいりゅう

           あたら　　      じゅしょ　                                       　 も

　くるま　　　　　　　　　　 か

とうろく　　けんさ

くるまや　  くるま　　 か　　         ば あ い       　　くるまや　  　 か

にん

                  げ ん ご　　       え い ご 　　 かんこくご　　 ちゅうごくご

                             ご                               ご                               ご

                  ご　　　　　　 ご　　　　　　　　　　  ご

cercana.

Idiomas del examen:【inglés, coreano, 

chino, portugués, español, persa, ruso, 

tailandés, tagalo】

（2） Licencia de Conducir de Japón
 ① Vigencia de la Licencia de Conducir 

Al principio…Hasta 1 mes después del 

3er. cumpleaños.

Posteriormente…Hasta 1 mes después 

del 3er., 4to. ó 5to. cumpleaños.  

 ② Plazo para el trámite de renovación

En el plazo de 1 mes antes o después del 

cumpleaños en que expira la vigencia.

 ③ Si cambia de domicilio 

Solicite que le corrijan el dato en la comisa-

ría o Centro de la Licencia de Conducir 

más cercano. Presente la Tarjeta de 

Residencia u otro documento donde 

figure el nuevo domicilio.

（3） Si compra un automóvil o una moto
 ① Registro y revisión periódica 
En el caso de que lo compre en una 
empresa de automóviles, en la mayoría de 

Centro de la Licencia de Conducir
Takamatsu-shi

Centro de la Licencia de Conducir de 
Tosan

Higashikagawa-shi

Oficina de la Licencia de Conducir de 
Shozu

Tonosho-cho
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りにしてくれたり、知らせてくれたり

することがほとんどです。

a. 車や大型バイク、原付は、最初に香川

運輸支局で登録をします。買ったり売

ったりしたとき、廃車にしたとき、住

所が変わったとき、持っている人が変

わったときなども、知らせてください。

b. 車を登録するとき、車を置くところが

あることを証明しなければなりません

（車庫証明）。近くの警察で作ることが

できます。

c. 法律によって、決まった期間に1回ずつ、

検査（車検）をしなければなりません

（原付はしなくてもかまいません）。

 ② 自動車保険に入る

自動車・バイク保険には、自賠責保険

と任意保険があります。

法律で、車を持つ人は自賠責保険に必

ず入らなければならないことになって

います。任意保険は自由ですが、自賠

責保険より補償される範囲が広く、金

額も大きいので、入っておいたほうが

いいでしょう。

 ＊ 外国語版「交通の教則」

【英語・スペイン語・ポルトガル語・　

中国語・韓国語】

http://www.jaf.or.jp/e/road.htm

                                                          し

くるま 　 おおがた　　　                げんつき　　       さいしょ　　 か がわ

うんゆしきょく　　  とうろく　　　　　　　　　　　か　               　 う

                                                  はいしゃ　　                               じゅう

しょ　    か                                         も　                    　 ひと　　  か

                                                      し

 くるま　  とうろく　　                        くるま　　 お

                                 しょうめい

　　  しゃこしょうめい　　   ちか　　       けいさつ　　つく

  ほうりつ　　　　　　　　　   き　　            き か ん　　   かい

  け ん さ　　 しゃけん

       げんつき

 じどうしゃほけん　　はい

  じどうしゃ                      　　 ほ け ん　              　 じ ばいせきほけん

       に ん い ほ け ん

 ほうりつ　        くるま　    も　　  ひと　  　じばいせきほけん　   かなら

        はい

                           に ん い ほ け ん     　 じ ゆう　　                      じ ばい

せきほけん          　  ほしょう　　              は んい 　    ひろ 　　　   きん

  がく　　 おお　　                          はい

  がいこくごばん　　こうつう　 きょうそく

　 えいご　　　　　　　　　　  ご　　　　　　　　　　　　 ご

ちゅうごくご　　かんこくご

los casos dicha empresa se encarga del 
registro y del aviso para la revisión. 
Los automóviles, motos grandes, motonetas 
tienen que registrarse en la Dependencia 
de Kagawa del Dpto. de Transporte 
(Kagawa Unyu Shikyoku). Su registro es 
necesario: al comprar o vender el vehículo, 
al ponerlo fuera de servicio, al cambiar de 
domicilio, al cambiar de propietario, etc.
Al efectuar el registro del automóvil, es 
necesario tener un lugar donde
estacionarlo (certificado de garaje). Se 
extiende en la policía. 
De acuerdo a la ley, el automóvil debe 
someterse a una revisión periódica 
(shaken). En el caso de las motonetas, 
dicha revisión no es necesaria.

 ② Entrar en el Seguro del Automóvil 
Los automóviles y motos pueden asegu-
rarse con el Seguro Obligatorio contra 
Accidentes Automovilísticos (jibaiseki 
hoken), y el Seguro Voluntario (nin-i hoken). 
Está establecido por ley que toda persona 
que tenga un automóvil debe asegurarlo 
con el Seguro Obligatorio contra Acciden-
tes Automovilísticos. El Seguro Voluntario 
es optativo, pero es aconsejable  adoptarlo 
porque el monto asegurable y su alcance 
son mayores que los del Seguro Obligatorio 
contra Accidentes Automovilísticos.

 ＊ “Normas de tránsito”
－Versión en idioma extranjero
【inglés・español・portugués・chino・
coreano】
http://www.jaf.or.jp/e/road.htm

a.

b.

c.
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元日

成人の日

 

建国記念の日

 

春分の日

 

 

昭和の日

憲法記念日

 

みどりの日

こどもの日

海の日

1月1日

1月第2月曜日

2月11日

3月21日頃

4月29日

5月3日

5月4日

5月5日

7月第3月曜日

年のはじめを祝う。

  

おとなになったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝

いはげます。  

 

建国をしのび、国を愛する心を養う。

自然をたたえ、生物をいつくしむ。

激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来

に思いをいたす。

日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。

自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かなこころをはぐ

くむ。

こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に

感謝する。

海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。

17.  その他
(1) 日本の祝日・休日

がんじつ

せいじん　  　ひ

けんこくきねん    　ひ

しゅんぶん　 ひ

しょうわ　  　ひ

けんぽうきねんび

                         ひ

                         ひ

うみ　　  ひ

がつついたち

がつだい　 げつようび

がつ　　にち

がつ　　にちごろ

がつ　　にち

がつみっか

がつよっか

がついつか

がつだい　 げつようび

とし　　　　　　　　　　いわ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じかく　     　みずか　　い　　　ぬ　　　　　　　　　 　せいねん　 　いわ　　

けんこく　　　　　　　　　　くに　　あい　        こころ　やしな

 し ぜ ん                         　　せいぶつ

げきどう　　  ひ  び　    　へ　　       ふっこう　　  と　　       しょうわ　　 じだい　　かえり　    　くに　　しょうらい

       おも

 にほんこくけんぽう　　 し こ う　 　きねん　       　くに  　せいちょう　　き

 し ぜ ん　　した　                                          　おんけい　　かんしゃ　　      ゆた

　　　　　　　　じんかく　　おも　　　　　　　　　　　　　　こうふく　　　　　　　　　　　　　　　　　　はは

かんしゃ

うみ　　おんけい　　かんしゃ　　　　　　　　　　　　　　かいようこくにほん　　はんえい　　ねが

　　　　　　 た

　 に  ほん　  しゅくじつ　  きゅうじつ

17. Otros ítems
（1） Feriados nacionales. Días no laborables en Japón

Primer día 
del año

1er. de 
enero

Festejar el comienzo de año

Día de la Mayoría 
de Edad

2do. lunes 
de enero Festejar y apoyar a los jóvenes que han cumplido la 

mayoría de edad, fomentar su independencia personal.

Día de la 
Fundación 
del País

11 de 
febrero

Recordar la fundación del país y fomentar el amor a la 
patria.

Día del Equinoc-
cio de Primavera

Alrededor del 
día 20 de marzo 
(variable cada año)

Alabar la naturaleza y amar a los seres vivos.

Día de la Época 
de Showa

29 de abril
Recordar la época de Showa en la cual hubo acontecimientos importantes y décadas 
de reconstrucción del país y al mismo tiempo pensar en el futuro de nuestro país.

Día de la 
Constitución

3 de mayo Festejar la entrada en vigor de la Constitución japonesa 
y desear el desarrollo del país.

Día de lo Verde 4 de mayo
Disfrutar del contacto con la naturaleza, agradecer sus 
bondades y beneficios para enriquecer el espíritu.

Día de los Niños 5 de mayo
Respetar la personalidad de los niños, desear su 
felicidad y agradecer a las madres.

Día del Mar 3er. lunes 
de julio

Agradecer los beneficios que nos da el mar y desear el 
buen desarrollo marítimo de Japón.
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敬老の日

秋分の日

体育の日

文化の日

勤労感謝の日

天皇誕生日

9月第3月曜日

9月23日頃

10月第2月曜日

11月3日

11月23日

12月23日

多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。

祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。

スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。

自由と平和を愛し、文化をすすめる。

勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

天皇の誕生日を祝う。

これらの日は、官公庁や学校、主な会社は

休日になります。日曜日と重なるときは、

その翌日の月曜日が振り替え休日となりま

す。

 ① 春分の日及び秋分の日は年により変わり

ます。

 ② このほか、官公庁では、12月29日～1月

3日の6日間が年末年始の休みとなります。

けいろう　　  ひ

しゅうぶん　 　ひ

たいいく　　  ひ

 ぶんか　　ひ

きんろうかんしゃ　　  ひ

てんのうたんじょうび　　

がつだい　 げつようび

がつ　　にちごろ

　がつだい　 げつようび

　がつみっか

　がつ　　にち

　がつ　　にち

 た ねん　　　　　　  　 しゃかい　                                    　ろうじん　　 けいあい　        ちょうじゅ　 いわ

 そせん 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ひとびと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けんこう　　しんしん

 じゆう 　　へいわ　　あい　       　ぶんか

きんろう　　　　　　　　　　　　せいさん　　いわ　　　　こくみん　　　　　　　　かんしゃ

てんのう　　たんじょうび　　いわ

　　　　　　　　  ひ　　      かんこうちょう　 がっこう　　おも　　かいしゃ

きゅうじつ　                           　     にちようび　　 かさ

           よくじつ     　げつようび        ふ　      か　   きゅうじつ

      しゅんぶん       ひ  およ 　 しゅうぶん　   ひ　    とし                   か

                                     かんこうちょう　                　  がつ　    にち         がつ

      みっか　  むいかかん  　 ねんまつねんし　   やす

Durante estos días no hay actividad en las 

oficinas públicas, escuelas y muchas empre-

sas. Cuando se superpone con el domingo, el 

día siguiente lunes es día de descanso. 

 ① La fecha de los equinoccios varía según el 

año.

 ② Además, en las oficinas públicas se descansa 

desde el 29 de diciembre hasta el 3 de enero 

(6 días).

Día de los 
Ancianos

3er. lunes de 
septiembre

Rendir homenaje a los ancianos que han servido a la sociedad 
durante muchos años y festejar por su larga vida.

Día del Equinoc-
cio de Otoño

Alrededor del día 
23 de septiembre 
(variable cada año)

Rendir homenaje a los antepasados y recordar a los 
muertos.

Día del 
Deporte

2do. lunes de 
octubre

Familiarizarse con los deportes y fomentar la fortaleza 
física y psíquica.

Día de la 
Cultura

3 de 
noviembre

Amar la libertad, la paz y desarrollar la cultura.

Día de Agra-
decimiento al 
Empleo

23 de 
noviembre

Respetar el trabajo, festejar y agradecer la productivi-
dad laboral entre todos los ciudadanos.

Cumpleaños 
del Emperador

23 de 
diciembre

Festejar el cumpleaños del Emperador
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°F（華氏　　　　　　　　）＝（°C×9／5）＋32

°C（摂氏　　　　　　　　）＝（°F－32）×5／9

1cm（ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ）＝0.394 inches（ｲﾝﾁ）

1m（ﾒｰﾄﾙ）＝39.37 inches＝1.09 yard（ﾔｰﾄﾞ）

1km（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）＝3280.8 feet（ﾌｨｰﾄ）＝0.621 miles（ﾏｲﾙ）

1cm＝0,394 pulgadas

1m＝39,37 pulgadas＝1,09 yardas

1km＝3280,8 pies＝0,621 millas

1acre＝0,405 hectáreas

1milla cuadrada＝2,5899 km cuadrados

1km cuadrado＝247,1 acres

1galón＝3,785 litros

1pinta＝0,473 litros

1acre（ｴｰｶｰ）＝0.405 hectares（ﾍｸﾀｰﾙ）

1square mile（平方ﾏｲﾙ）＝2.5899 square km（平方ｷﾛ）

1square km（平方ｷﾛ）＝247.1 acres（ｴｰｶｰ）

ｱﾒﾘｶ（USA）1liter（ﾘｯﾄﾙ）=0.2642gallon（ｶﾞﾛﾝ）=2.114pint（ﾊﾟｲﾝﾄ）

ｲｷﾞﾘｽ（UK）1liter（ﾘｯﾄﾙ）=0.2203gallon（ｶﾞﾛﾝ）

ｱﾒﾘｶ（USA）1kg（ｷﾛｸﾞﾗﾑ）=1000g（ｸﾞﾗﾑ）=35.273 oz（ｵﾝｽ）

　　　　　　1kg（ｷﾛｸﾞﾗﾑ）=1000g（ｸﾞﾗﾑ）=2.2046 lb（ﾎﾟﾝﾄﾞ）

ｲｷﾞﾘｽ（UK）1kg（ｷﾛｸﾞﾗﾑ）=1000g（ｸﾞﾗﾑ）=0.157 stone（ｽﾄｰﾝ）

　　　　　　　=2.2046 lb（ﾊﾟｳﾝﾄﾞ） 

 

1 onza = 28,350 g

1 libra = 453,592 g 

1 stone = 14 libras

　= 6,35 kg

 

(2) 度量衡換算表

 ① 温度

※体温　　　Body temperature　　 37°C＝98.6°F

※気温　　　Air temperature 0°C＝32°F

※調理温度　Cooking temperature  175°C＝350°F

 ② 長さ

 ③ 広さ

 ④ 体積

 ⑤ 重さ

  か   し

せ っ し

へいほう

へいほう

へいほう

　どりょうこうかんさんひょう

おんど

　　たいおん

　　 きおん

      ちょうりおんど

なが

ひろ

たいせき

おも

Fahrenheit

Celsius

Cuadro de equivalencias de pesas y medidas

Temperatura

Longitud

Superficie

Capacidad. Volumen

Peso
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ｼｬﾂ

靴

日本

中国・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｱﾒﾘｶ

ｲｷﾞﾘｽ

ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

日本

中国・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｱﾒﾘｶ・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｲｷﾞﾘｽ

ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

9

S

10

32

38

23

36

6

4.5

36

11

M

12

34

40

23.5

37

6.5

5

37

13

L

14

36

42

24

38

7

5.5

38

15

XL

16

38

44

24.5

39

7.5

6

38

17

XLL

18

40

46

25

40

8

6.5

38

19

XLLL

20

42

48

25.5

41

8.5

7

39

21

XLLL

22

44

50

26

42

9

7.5

40

ｽｰﾂ

ｼｬﾂ

靴

日本・中国・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｱﾒﾘｶ・ｲｷﾞﾘｽ

ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

日本・中国・ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

ｱﾒﾘｶ・ｲｷﾞﾘｽ

日本

中国・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｱﾒﾘｶ・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｲｷﾞﾘｽ

ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

S

34

44

36

14

23

5.5

5

39

36

46

37

14.5

24

38

6.5

6

40

M

38

48

38

15

25

40

7.5

7

41

40

50

39

15.5

26

42

8.5

8

42

L

42

52

40

16

27

44

9.5

9

43

44

54

41

16.5

28

46

10.5

10

44

LL

46

56

42

17

29

48

11.5

11

45

くつ

(3) 洋服などのサイズ表示対照表

 ① 女性用

 ② 男性用

にほん

ちゅうごく

にほん

ちゅうごく

にほん　　ちゅうごく

にほん　ちゅうごく

にほん

ちゅうごく

くつ

　 ようふく　                                  ひょうじたいしょうひょう

じょせいよう

だんせいよう

camisa

camisa

zapato

zapato

traje

Japón

China, Filipinas

EE.UU.

Inglaterra

Europa, Brasil

Japón

China, Filipinas

EE.UU., Filipinas

Inglaterra

Europa, Brasil

Japón, China, Filipinas

EE.UU., Inglaterra

Europa, Brasil

Japón, China, Europa, Brasil

EE.UU., Inglaterra

Japón

China, Filipinas

EE.UU., Filipinas

Inglaterra

Europa, Brasil

Cuadro de correspondencia sobre talles de prendas de vestir y demás

Damas

Caballeros
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（4）在日本大使館・領事館TELリスト

（5）県市町国際交流担当課TELリスト

ｱﾒﾘｶ

ｲｷﾞﾘｽ

ﾍﾟﾙｰ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾀｲ

韓国

ﾍﾞﾄﾅﾑ

中国

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ

TEL:03-3224-5000

TEL:03-5211-1100

TEL:03-3406-4243/9

TEL:03-3404-5211

TEL:03-3441-4201

TEL:03-5562-1600

TEL:03-5789-2433

TEL:03-3452-7611/9

TEL:03-3466-3311/3/4

TEL:03-3403-3388

TEL:03-5412-8521/2

TEL:06-6315-5900

TEL:06-6120-5600

TEL:052-209-7851/2

TEL:052-222-1106

TEL:06-6252-9824～7

TEL:06-6910-7881　

TEL:06-6262-9226/7

TEL:078-221-4853/5

TEL:072-211-6666

TEL:06-6445-9481

TEL:03-5412-8521/2

TOKYO

TOKYO

TOKYO

TOKYO

TOKYO

TOKYO

TOKYO

TOKYO

TOKYO

TOKYO

TOKYO

OSAKA・KOBE

OSAKA

NAGOYA

NAGOYA

OSAKA

OSAKA・KOBE

OSAKA

KOBE

OSAKA

OSAKA

TOKYO

大使館 四国管轄領事館

担当課（室） 役所名
ＴＥＬ・ＦＡＸ

香川県庁

高松市役所

丸亀市役所

坂出市役所

TEL ：087-832-3027

FAX：087-837-4289

TEL ：087-839-2197

FAX：087-839-2440

TEL ：0877-24-8800

FAX：0877-24-8860

TEL ：0877-44-5000

FAX：0877-46-5661

香川県 総務部 知事公室 国際課

 

高松市 観光交流課 都市交流室

 

丸亀市 秘書広報課

 

坂出市 秘書広報課

 

1

2

3

4

かんこく

ちゅうごく

http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html

ざいにほんたいしかん　    りょうじかん

けんしちょうこくさいこうりゅうたんとうか

たんとうか　　しつ

かがわけんちょう

たかまつしやくしょ

まるがめしやくしょ

さかいでしやくしょ

やくしょめい

たいしかん しこくかんかつりょうじかん

かがわけん  そ う む ぶ　ち じ こうしつ こくさいか

たかまつし　かんこうこうりゅうか　としこうりゅうしつ

まるがめし　ひしょこうほうか

さかいでし   ひしょこうほうか

Embajadas Consulados de la Jurisdicción 
de Shikoku

EE.UU.

Inglaterra

Perú

Brasil

Indonesia

Filipinas

Tailandia

Corea

Vietnam

China

Camboya

Denominación

Sección de Asuntos Internacionales, Oficina del Gobernador, 
Dpto. de Administración General de la Prefectura de Kagawa

Sección de Información Pública y Secretaría
de la Ciudad de Marugame

Sede

Oficina de la Prefectura
de Kagawa

Munic. de Takamatsu
(ciudad)

Munic. de Marugame
(ciudad)

Munic. de Sakaide
(ciudad)

Lista de teléfonos de las Embajadas y Consulados con sede en Japón

Lista de teléfonos de los Organismos a cargo del Intercambio Internacional en Kagawa

Oficina de Intercambio Internacional entre Gobiernos Municipales, 
Sección de Turismo e Intercambio de la Ciudad de Takamatsu

Sección de Información Pública y Secretaría
de la Ciudad de Sakaide
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善通寺市役所

観音寺市役所

さぬき市役所

東かがわ市役所

三豊市役所

土庄町役場

小豆島町役場

三木町役場

直島町役場

宇多津町役場

綾川町役場

琴平町役場

多度津町役場

まんのう町役場

TEL ：0877-63-6300

FAX：0877-63-6351

TEL ：0875-23-3915

FAX：0875-23-3920

TEL ：087-894-6372

FAX：087-894-4440

TEL ：0879-26-1215

FAX：0879-26-1334

TEL ：0875-73-3013

FAX：0875-73-3022

TEL ：0879-62-7000

FAX：0879-62-4000

TEL ：0879-75-1700

FAX：0879-75-1500

TEL ：087-891-3302

FAX：087-898-1994

TEL ：087-892-2222

FAX：087-892-3888

TEL ：0877-49-8600

FAX：0877-49-8016

TEL ：087-876-1906

FAX：087-876-1948

TEL ：0877-75-6701

FAX：0877-73-2120

TEL ：0877-33-1115

FAX：0877-33-2550

TEL ：0877-73-0106

FAX：0877-73-0112

善通寺市 秘書課

 

観音寺市 秘書課

 

さぬき市 秘書広報課

 

東かがわ市 政策課

 

三豊市 産業政策課

 

土庄町 総務課

 

小豆島町 総務課

 

三木町 政策課

 

直島町 総務課

 

宇多津町 政策調整室

 

綾川町 総務課

 

琴平町 総務課

 

多度津町 町長公室

 

まんのう町 企画政策課

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

うたづちょうやくば

あやがわちょうやくば

ことひらちょうやくば

た ど つ ち ょ う や く ば

ちょうやくば

ぜ ん つ う じ し　ひ しょか ぜんつうじしやくしょ

か ん お ん じ し　ひ し ょ か

し 　 ひしょこうほうか

かんおんじしやくしょ

ひがし　　　 　　しやくしょ

しやくしょ

み と よ し　さんぎょうせいさくか みとよしやくしょ

とのしょうちょう　そうむか とのしょうちょうやくば

しょうどしまちょう　そ う む か しょうどしまちょうやくば

みきちょう　せいさくか みきちょうやくば

なおしまちょう　そ う む か なおしまちょうやくば

う た づ ち ょ う　せいさくちょうせいしつ

あやがわちょう  そ う む か

ことひらちょう  そ う む か

たどつちょう　ちょうちょうこうしつ

ちょう  き かくせいさくか

ひがし　　　　　　し 　せいさくか

Sección de Secretaría de la Ciudad 
de Zentsuji

Sección de Información Pública y
Secretaría de la Ciudad de Sanuki

Sección de Planificación de la 
Ciudad de Higashikagawa

Sección de Política Industrial 
de la Ciudad de Mitoyo

Sección de Administración General
del Pueblo de Tonosho

Sección de Administración General
del Pueblo de Shozu

Sección de Información del Pueblo de Miki

Sección de Administración General
del Pueblo de Naoshima

Sección de Planificación y Coordinación
del Pueblo de Utazu

Sección de Administración General
del Pueblo de Ayagawa

Sección de Administración General
del Pueblo de Kotohira

Despacho Oficial del Alcalde del
Pueblo de Tadotsu

Sección de Planificación del 
Pueblo de Manno

Sección de Secretaría de la Ciudad
de Kanonji

Munic. de Zentsuji (ciudad)

Munic. de Kanonji (ciudad)

Munic. de Sanuki (ciudad)

Munic. de Higashikagawa
(ciudad)

Munic. de Mitoyo (ciudad)

Munic. de Tonosho (pueblo)

Munic. de Shozu (pueblo)

Munic. de Miki (pueblo)

Munic. de Naoshima (pueblo)

Munic. de Utazu (pueblo)

Munic. de Ayagawa (pueblo)

Munic. de Kotohira (pueblo)

Munic. de Tadotsu (pueblo)

Munic. de Manno
(pueblo)
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団体名 所在地
ＴＥＬ・ＦＡＸ

アイパル香川内

アイパル香川内

丸亀市 秘書広報課内

坂出市 総務部 秘書広報課内

善通寺市中村町240-2

観音寺市 秘書課内

東かがわ市 政策課内

 三豊市詫間町詫間1338-127 マリンウェーブ内

多度津町 町長公室内

観音寺市大豊商工会内

まんのう町 かりん会館内

（公財）香川県国際交流協会

 

（公財）高松市国際交流協会

 

丸亀市国際交流協会

 

坂出市国際交流協会

 

善通寺国際友の会

観音寺市国際交流協会

 

東かがわ市国際交流協会

 

（公財）三豊市国際交流協会

 

（公財）多度津町国際交流協会

 

大野原町国際交流協会

 

まんのう町国際交流協会 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TEL：087-837-5908

FAX：087-837-5903

TEL：087-837-6003

FAX：087-837-6005

TEL：0877-56-1771

FAX：0877-56-8860

TEL：0877-44-5000

FAX：0877-46-5661

TEL：0877-62-0654

FAX：0877-62-0734

TEL：0875-23-3915

FAX：0875-23-3920

TEL：0879-26-1215

FAX：0879-26-1334

TEL：0875-56-5121

FAX：0875-83-8281

TEL：0877-33-1115

FAX：0877-33-2550

TEL：0875-54-2159

FAX：0875-54-4927

TEL：0877-75-0200

FAX：0877-75-2555

(6) 香川県内国際交流協会TELリスト

だんたいめい しょざいち

かがわけんこくさいこうりゅうきょうかい かがわない

たかまつしこくさいこうりゅうきょうかい

まるがめしこくさいこうりゅうきょうかい

かがわない

まるがめし ひしょこうほうかない

さかいでしこくさいこうりゅうきょうかい さかいでし　 そ う む ぶ　 ひしょこうほうかない

ぜんつうじこくさいとも　 かい ぜんつうじしなかむらちょう

か ん お ん じ し　ひしょかない

ひがし　　　　　　しこくさいこうりゅうきょうかい

こうざい　　 みとよしこくさいこうりゅうきょうかい

こうざい

こうざい

こうざい

たどつちょうこくさいこうりゅうきょうかい たどつちょう  ちょうちょうこうしつない

おおのはらちょうこくさいこうりゅうきょうかい かんおんじ  し おおとよしょうこうかいない

ちょうこくさいこうりゅうきょうかい ちょう　　　　　　　かいかんない

かんおんじしこくさいこうりゅうきょうかい

みとよしたくまちょうたくま ない

ひがし　　　　　　し 　せいさくかない

かがわけんないこくさいこうりゅうきょうかい

 

Asociación de Intercambio Internacional
de la Pref. de Kagawa I-Pal Kagawa

Asociación Internacional
de la Ciudad de Takamatsu I-Pal Kagawa

Asociación de Intercambio Internacional
de la Ciudad de Marugame

Sección de Información Pública y 
Secretaría de la Ciudad de Marugame

Asociación de Ciudades Hermanas
de la Ciudad de Sakaide

Sección de Información Pública y Secretaría del Dpto. de 
Administración  General de la Ciudad de Sakaide

Asociación de Intercambio Internacional
de la Ciudad de Higashikagawa

Asociación de Intercambio Internacional
del Pueblo de Tadotsu

Despacho Oficial del Alcalde, 
Muicipalidad del Pueblo de Tadotsu

Asociación de Intercambio Internacional
del Pueblo de Onohara

Cámara de Comercio y Industria 
de Otoyo de Kanonji

Asociación de Intercambio Internacional
del Pueblo de Manno

Asociación de Intercambio
Internacional de la Ciudad de Kanonji

Sección de Secretaría de la Ciudad
de Kanonji

Asociación de Intercambio Internacional
de la Ciudad de Mitoyo

Asociación Internacional de Amigos, 
de Zentsuji 240-2, Nakamura-cho, Zentsuji

Denominación de
la Dependencia Sede

Lista de teléfonos de las Asociaciones de Intercambio Internacional de Kagawa

Sección de Planificación de la 
Ciudad de Higashikagawa

Karin Kaikan del Pueblo 
de Manno

1338-127, Marinewave, Takuma, 
Takuma-cho, Mitoyo
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日本語

・アイパル香川

◆日本語講座

　水曜 10:00～12:00 （2クラス）

　木曜 10:00～12:00 （2クラス） 

　土曜 10:00～   　  （5クラス）

受講料：￥3,500（半年）

◆日本語サロン

　火曜 10:00～12:00

　木曜 18:00～20:00
　　　　　　　　　　　　　　　参加費：無料
☎ 087-837-5908

・アイパル香川

◆日本語サロン 

　日曜 13:00～16:00　　　　　　 参加費：無料

☎ 087-837-6003 

・サンフリー高松

◆日本語フリークラス

　土曜 13:30～15:15　　　　　　 参加費：無料 

☎ 090-2893-6352（冨田）

・カトリック桜町教会

◆日本語教室

　土曜 9:30～12:00

　第1・3日曜 12:30～13:45　  　  参加費：無料
☎ 087-831-7455（岡・中越） 

◆日本語学習講座

　＊火曜 19:00～21:00  ・市役所大内庁舎 3F 

　＊金曜 13:15～15:15  ・市交流プラザ

入会金：￥500  受講料：無料  

☎ 0879-26-1215

(7) 県内日本語教室リスト

東かがわ市国際交流協会 
ひがし　　　　　   しこくさいこうりゅうきょうかい

公益財団法人 香川県国際交流協会 
こうえきざいだんほうじん     かがわけんこくさいこうりゅうきょうかい

公益財団法人 高松市国際交流協会 
こうえきざいだんほうじん   たかまつしこくさいこうりゅうきょうかい

日本語サークル「わ」の会 

カトリック桜町教会 国際部にほんごクラス 
さくらまちきょうかい こくさいぶ

にほんご

さん か   ひ       むりょう

かがわ

に  ほん ご  こう ざ

すいよう

もくよう

ど よう

じゅこうりょう はんとし

に ほん  ご

か  よう

もくよう

さん か   ひ       むりょう

かがわ

に ほん ご

にちよう

さん か   ひ       むりょう

たかまつ

に ほん ご

ど よう

ど よう

とみた

さん か   ひ       むりょう

さくらまちきょうかい

に ほん ご きょうしつ

だい

おか なかごし

にちよう

にほんごがくしゅうこうざ

か  よう しやくしょおおちちょうしゃ

きんよう し  こうりゅう

にゅうかいきん じゅこうりょう むりょう

けんないに ほ ん ご きょうしつ

に  ほん  ご かい

Asociación de Intercambio Internacional de Higashikagawa
◆Clase en grupo ＋ Clase individual de japonés
　＊Mar.   19:00-21:00
　・Repartición de la Municipalidad de Ochi 3F
　＊Vie.    13:15-15:15
　・Centro de la Comunidad de Higashikagawa
Costo de ingreso : 500 yenes,  Costo del curso : gratuito
☎ 0879-26-1215

Asociación de Intercambio
Internacional de Kagawa

・I-PAL KAGAWA
◆Clase de japonés
   Mié.   10:00-12:00  (2 clases en grupo)
   Jue.    10:00-12:00  (2 clases en grupo)
   Sáb.   10:00-         (5 clases en grupo)
             Costo del curso : 3.500 yenes (semestre)
◆Aula libre de japonés
   Mar.   10:00-12:00
   Jue.    18:00-20:00    

Costo de participación : gratuito
☎ 087-837-5908

Asociación Internacional de Takamatsu
・I-PAL KAGAWA
◆Aula libre de japonés
   Dom.   13:00-16:00
                       Costo de participación : gratuito 
☎ 087-837-6003

Círculo de Japonés“Wa”no kai
・Centro para la Igualdad de Género“San-furi Takamatsu”
◆Clase libre de japonés 
   Sáb.   13:30-15:15
                       Costo de participación : gratuito 
☎ 090-2893-6352 (Tomita)

División internacional de la Iglesia Católica 
Sakuramachi Clase de japonés

・Iglesia Católica Sakuramachi
◆Clase de japonés
Sáb.     9:30-12:00
1er. y 3er. Dom.     12:30-13:45

Costo de participación : gratuito
☎ 087-831-7455 (Oka, Nakagoshi)

Lista de las clases de japonés en la prefectura de Kagawa

Español
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日本語

たどつ日本語交流の会 【たにこ】 
にほんごこうりゅう      かい

まんのう町国際交流協会 
ちょうこくさいこうりゅうきょうかい

丸亀市国際交流協会 
まるがめしこくさいこうりゅうきょうかい

三木町日本語ひろば《ボランティアの会》
み   きちょう  に  ほん ご かい

日本語「まんのう」
にほんご

・三木町福祉センター

◆日本語教室

　土曜 10:00～12:00　　　　　　 参加費：無料 

☎ 087-891-3314（三木町教育委員会） 

・多度津町総合福祉センター

◆日本語で交流

　第2・4日曜  13:00～15:00　 　  参加費：無料

☎ 090-6280-6917（木下）

・神野公民館

◆日本語講座

　木曜 15:00～17:00　　　 

◆日本語不定期クラス有り　　　受講料：無料 

☎ 0877-75-0200（かりん会館） 

・四条公民館

◆日本語教室

　第1・3金曜 19:30～21:00　　　 受講料：無料          

☎ 080-2990-5917（内海） 

・生涯学習センター

◆日本語水曜教室

　水曜 19:00～21:00（2クラス）

受講料：￥2,000 （半年）

◆にほんご日曜教室

　日曜 10:00～12:00　　 参加費：￥100（１回） 

☎ 0877-56-1771 

に ほ ん ご

み   きちょうふくし

にほんごきょうしつ

にほんごきょうしつ

ど よう さん か   ひ       むりょう

み   きちょうきょういくいいんかい

しょうがいがくしゅう

に  ほん  ご  すいようきょうしつ

すいよう

じゅこうりょう はんとし

にちようきょうしつ

にちよう さん か   ひ かい

たどつちょうそうごうふくし

にほん  ご     こうりゅう

だい　   　　　にちよう さん か   ひ       むりょう

きのした

じゅこうりょう     むりょう

かんのこうみんかん

に ほ ん ご こ う ざ

もくよう

に ほ ん ご  ふ て い き 　 　 　 　 　 あ

じゅこうりょう     むりょう

しじょうこうみんかん

だい きんよう

かいかん

うつみ

Grupo de Intercambio en Japonés
de Tadotsu 【Taniko】

・Centro de Asistencia Social General de Tadotsu
◆Intercambio en japonés
　2do. y 4to. Dom.   13:00-15:00
                       Costo de participación : gratuito 
☎ 090-6280-6917 (Kinoshita)

Asociación de Intercambio
Internacional de Manno

・Centro Comunitario de Kanno

◆Clase de japonés

   Jue.   15:00-17:00

◆Otras clases disponibles en horarios irregulares.

Costo del curso : gratuito

☎ 0877-75-0200 (Salón Karin)

Japonés“Manno”
・Centro Comunitario de Shijo

◆Clase de japonés

　1er. y 3er. Vie.   19:30-21:00
Costo del curso : gratuito

☎ 080-2990-5917 (Utsumi)

Asociación de Intercambio Internacional
de Marugame

・Centro de Estudios de por Vida

◆Clase de japonés del miércoles

   Mié.    19:00-21:00 (2 clases en grupo)

Costo del curso : 2.000 yenes (semestre)

◆Clase de japonés del domingo

   Dom.   10:00-12:00      

Costo de participación : 100 yenes (por vez)

☎ 0877-56-1771

Plaza de Japonés“Miki”
 《Agrupacion de voluntarios》

・Centro de Asistencia Social de Miki
◆Clase de japonés
　Sáb.   10:00-12:00

Costo de participación : gratuito
☎ 087-891-3314 (Comité de Educación del Pueblo de Miki)

Español
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日本語

学校法人 穴吹学園  

専門学校 穴吹ビジネスカレッジ日本語学科 

みとよ日本語教室

さぬき市日本語ボランティアの会 

・三野町公民館

◆日本語教室

　日曜 13:00～16:00　　　　　　 受講料：無料 

☎ 090-3215-9558（長尾） 

坂出市国際交流協会　にほんご＠坂出
・坂出市立大橋記念図書館

◆日本語教室

　第1～4日曜 14:00～15:30　　　 参加費：無料 

☎ 0877-44-5000

・高松市錦町（ひろば校舎）

☎ 087-823-7700 

◆日本語教室

　＊第1～4火曜　18:30～20:30

　　・さぬき市大川公民館

　＊第2・4金曜　18:30～20:30

　　・さぬき市志度コミュニティセンター

参加費：無料 

☎ 087-894-6372（さぬき市秘書広報課）

にほんご

じゅこうりょう      むりょう

み  のちょうこうみんかん

にほんごきょうしつ

にちよう

ながお

さん か   ひ       むりょう

しひしょこうほうか

しおおかわこうみんかん

し  し  ど

にほんごきょうしつ

か  ようだい

きんようだい

だい

たかまつし にしきまち                           こうしゃ

がっこうほうじんあなぶきがくえん

せんもんがっこう  あなぶき にほんごがっか

し  に ほ ん ご かい

にほんごきょうしつ

さん か   ひ       むりょう

さかいでしりつおおはしきねんとしょかん

にほんごきょうしつ

にちよう

さかいでしこくさいこうりゅうきょうかい さかいで

Español

Instituto Especializado Anabuki Business College 
Dapartamento de Idioma Japonés
・Takamatsu-shi, Nishiki-machi 
　(Establecimiento de Hiroba)   
☎ 087-823-7700

Clase de Japonés de Mitoyo
・Centro Comunitario de Mino-cho
◆Clase de japonés
　Dom.   13:00-16:00

Costo del curso : gratuito 
☎ 090-3215-9558 (Nagao)

Asociación Internacional de la Ciudad de Sakaide
Japonés ＠ Sakaide

・Biblioteca Conmemorativa Ohashi
◆Clase de japonés
　Del 1er. al 4to. Dom.    14:00-15:30

Costo de participación: gratuito 
☎ 0877-44-5000

Grupo de Voluntarios de Japonés de Sanuki
◆Clase de japonés
　＊Del 1er. al 4to. Mar.   18:30-20:30
　　・Centro Comunitario de Sanuki-shi Okawa
　＊2do. y 4to. Vie.          18:30-20:30
　　・Centro Comunitario de Sanuki-shi Shido

Custo de participación: gratuito
☎ 087-894-6372
(Sección de Información Pública y Secretaría de 
la Ciudad de Sanuki)
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MAPA DE LINHAS DE TREM (KOTODEN)

Linya ng Kotohira Linha de trem Kotohira Linya ng Nagao Linha de trem Nagao Linya ng Shido Linha de trem Shido
Kotohira Line LÍnea Kotohira Nagao Line LÍnea Nagao Shido Line LÍnea Shido

高松
Takamatsu

瓦町
Kawaramachi

琴平
Kotohira 長尾

Nagao

志度
Shido

琴平線 長尾線 志度線

こ と で ん 路 線 図

KOTODEN RAIL MAP

MAPA NG TREN (KOTODEN)

LINEAS DE FERROCARRIL (KOTODEN)

高松築港

片原町

瓦町

栗林公園

三条

太田

仏生山

空港通り

一宮

円座

岡本

挿頭丘

畑田

陶

綾川

滝宮

羽床

栗熊

岡田

羽間

榎井

琴電琴平

Takamatsu-chikko

Kataharamachi

Kawaramachi

Ritsurin-koen

Sanjo

Ota

Busshozan

Kukodori

Ichinomiya

Enza

Okamoto

Kazashigaoka

Hatada

Sue

Ayagawa

Takinomiya

Hayuka

Kurikuma

Okada

Hazama

Enai

Kododen-Kotohira

花園

林道

木太東口

元山

水田

西前田

高田

池戸

農学部前

平木

学園通り

白山

井戸

公文明

長尾

Hanazono

Hayashimichi

Kita-higashiguchi

Motoyama

Mizuta

Nishimaeda

Takata

Ikenobe

Nogakubu-mae

Hiragi

Gakuen-dori

Shirayama

Ido

Kumon-myo

Nagao

今橋

松島二丁目

沖松島

春日川

潟元

琴電屋島

古高松

八栗

六万寺

大町

八栗新道

塩屋

房前

原

琴電志度

Imabashi

Matsushima-nichome

Okimatsushima

Kasugagawa

Katamoto

Kotoden-Yashima

Furutakamatsu

Yakuri

Rokumanji

Omachi

Yakuri-shinmichi

Shioya

Fusazaki

Hara

Kotoden-Shido
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県庁
アイパルへ
To Kencho
I-PAL

菊池寛通り
Kikuchikan Dori

トキワ街
Tokiwagai

しごとプラザ高松
Shigoto Plaza Takamatsu

フェリー通り
Ferry Dori

薬局

Pharmacy
Farmacia
Parmasya
Farmácia

窓口
Ticket
Counter

1F

  1F
STARBUCKS

1F(BUS)

WC
114

①③高松築港へ
To Takamatsu-chikko

琴平線
Kotohira Line

②琴平へ
To Kotohira

志度線
Shido Line

④⑤志度へ
To Shido

長尾線
Nagao Line

③長尾へ
To Nagao

1F
1F

BUS

TAXI

Bilihan ng ticket
Venda de 
passagens

Ticket vendor

Venta de boletos

Pasukan sa 
istasyon

Ticket gate

Portillo de andén

Portão de 
entrada

Bangko

Banco

Bank

Banco

Convenience
store

Libreng paradahan 
ng bisikleta

Free bicycle parking

Estacionamiento de
bicicletas(Gratuito)

Tienda de
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