
【主催】 高知県外国人生活相談センター(ココフォーレ) 【共催】 土佐市

おかねは、
かかりません

ひみつは
まもります

高知県外国人生活相談センター
ココフォーレ (Kocoforre)
Kochi Consultation Center for Foreign Residents

Tel: 088-821-6440
〒780-0870  こうちし ほんまち 4-1-37
Fax: 088-821-6441
E-mail :consultation@kccfr.jp  
〈げつようび～どようび 9：00～17：00〉

＊当センターは、(公財)高知県国際交流協会が高知県からの委託を受けて運営しています

https://kccfr.jp

≪予約は、こちら≫

・Googleフォーム ↓

または、

・うらの「参加申込票」に かいて、

2月16日(木)までに、メールかFAX

か、ゆうびんで おくってください。

ココフォーレに もってきても い

いです。

がいこくじんのための
そうだんセンターです！

おもうしこみ
おといあわせ

----------
外国人、

外国人と関わりのある日本人、

会社、役場の人など

2023年２月 18日(土)10:00～15:40

■相談員：高知県外国人生活相談センター相談員

■相談例：日本語学習、社会保険・年金、税金、教育、結婚・離婚、

子育て、防災・災害、住宅、運転免許、国際交流 など

土佐市複合文化施設 つなーで 3階

多目的スペース・多目的室３－２

(土佐市高岡町乙3451-1)

■相談員：高松出入国在留管理局審査官

■相談例：外国人雇用と在留資格、在留資格認定証明書交付申請、

在留資格の変更・更新、特定技能、永住、

資格外活動許可申請、母国にいる家族の呼び寄せなど

在留資格に関する相談

高知県外国人生活相談センター(ココフォーレ)

＜やさしい にほんご＞

こうちけん がいこくじん せいかつ そうだん

と さ し しゅっちょう そう だん かい

土佐市出張相談会
ねん がつ にち ど

と さ し ふくごう ぶんか しせつ かい

たもくてき たもくてきしつ

と さ し たかおかちょうおつ

そうだんできるひと

がいこくじん

かいしゃ やくば ひと

がいこくじん かか にほんじん

ざいりゅうしかく かん そうだん

外国人のための生活相談
がいこくじん せいかつそうだん

そうだんいん たかまつしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょくしんさかん

そうだんれい がいこくじんこよう ざいりゅうしかく ざいりゅうしかくにんてい しょうめいし ょ こうふ しんせい

ざいりゅうしかく へんこう こうしん とくてい ぎのう えいじゅう

しかくがい かつどう きょか しんせい ぼこく かぞく よ よ

予約して
ください

よやく

予約しなくてもいいです。

ただし、予約した人を

優先します

よやく

よやく ひと

ゆうせん

そうだんいん こうちけん がいこくじん せいかつそうだん そうだんいん

そうだんれい にほんご がくしゅう しゃかい ほけん ねんきん ぜいきん きょういく けっこん りこん

こ そだ ぼうさい さいがい じゅうたく うんてんめんきょ こくさいこうりゅう

こうちけん がいこくじん せいかつ そうだん

さんかもうしこみひょう

がつ にち もく

よやく

しゅさい こうちけん がいこくじん せいかつ そうだん きょうさい と さ し



なにを 相談したい ですか？ 書いて ください。

会社の名前(かいしゃのなまえ)

どんな仕事(しごと）

会社の住所(かいしゃのじゅうしょ)

会社の電話・メールアドレス tel: mail:

高知県外国人生活相談センター（ココフォーレ）出張相談会

2022年2月１8日（どようび）

土佐市複合文化施設つなーで

＜会社で仕事している人、会社を経営している人＞

そうだんに 来たい 時間に ☑し

て ください。

10:00～10:40

10:50～11:30

11:40～12:20

13:20～14:00

14:10～14:50

15:00～15:40

いつでもいい

名前(なまえ)〈name〉

住所(じゅうしょ)〈address〉

在留資格(ざいりゅうしかく）

言葉(ことば)〈Language〉
・にほんご ・English ・中文 ・あなたのことば（ ）

でんわ・メールアドレス tel: mail:

〈 Status of Residence 〉

※外国語での 相談は、電話通訳サービス（無料）を 使う 場合が あります。

※予約をした人には、そうだんに 来てもらう時間を、電話か メールで おしらせします。

こうちけん がいこくじん せいかつ そうだん しゅっちょうそうだんかい

ねん がつ にち

そうだん か き じかん

がいこくご そうだん でんわつうやく むりょう つか ばあい

かいしゃ しごと ひと かいしゃ けいえい ひと

よやく ひと き じかん でんわ

かいしゃ でんわ

そうだんに くる
ときは、マスクを
つけて ください。

あなたのことば

にほんご

この紙に書いた情報は、相談会のためだけに使い、他の人におしえることはありません。
かみ か じょうほう そうだんかい つか ほか ひと

相談したいことに(〇)をしてください。両方でも構いません。

（ ） 在留資格に関する相談 【 2月16日(木)までに申し込んでください】

（ ） 外国人のための生活相談
がいこくじん せいかつそうだん

ざいりゅうしかく かん そうだん

そうだん りょうほう かま

がつ にち もく もう こ

さんかもうしこみひょう

参加申込票 と さ し ふくごう ぶんか しせつ
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