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Ageo World Fair 2022
This is an event for international ex-
change, with participation of some 30 
countries. You can experience the world 
through various programs: performan-
ces on stage (songs and dances), food 
corner, exhibition and sale of folk han-
dicrafts and other items, speeches given 
by non-Japanese residents in Japanese, 
Kids-spot and so on. There will be a 
corner where non-Japanese residents 
can experience Japanese culture as well. 
When: December 4 (Sun) 10:00 a.m. ～ 
4:00 p.m. Where: Bunka Center. → AGA 
Secretariat Tel 780-2468 / Fax 775-0007 
office@aga-world.com
Provision of Assistance for Educational 
Expenses before Entering Schools 
While assistance for educational expen-
ses is usually provided during the school 
year, assistance for school supplies ex-
clusively for new 1st and 7th graders will 
be provided before school begins (arou-
nd the end of February, 2023). New 
1st graders: Assistance is available to 
parents/guardians living in Ageo as of 
February 1 (Wed), 2023, whose children 
will enter a city-run elementary school 
in April, 2023, and who have difficulty 
in paying for school supplies. New 7th 
graders: Assistance is available to pa-
rents/guardians living in Ageo as of Fe-
bruary 1, 2023, who received assistance 
for educational expenses for the school 
year of 2022, and whose children will 
enter either city-run, national, or prefec-
tural junior high school, in April, 2023. 
→ Gakumu-ka Tel 775-9604 / Fax 775-
5633
For more information 
Please contact Shimin-kyodo-suishin-ka 
(in English or Japanese) at 775-4597 
(Fax 775-0007) or “Hello Corner” 
(counseling service for non-Japanese 
residents in English) held on the 1st, 2nd, 
3rd, and 5th Mondays, as well as the 4th 
Saturday of every month, 9:00 a.m.～
noon. Hello Corner publishes a monthly 
newsletter called “Hello Corner News” 
to inform non-Japanese residents of 
events in Ageo and tips on living in the 
city. It is posted on Ageo City website.  

Ageo World Fair 2022 
Evento de intercâmbio internacional, ̈
Ageo World Fair 2022̈  que contará 
com a participação de 30 países e 
estado. Haverá área para alimentos, 
exposição e venda de mercadorias, 
oratória em japonês de estrangeiros, 
brincadeiras para crianças e outros, 
podendo conhecer vários países em 
um dia. Estrangeiros também poderão  
conhecer um pouco mais da cultura ja-
ponêsa. Data: 4 de dezembro, domingo, 
de 10h00 às 16h00. Local: Bunka Center.

English� 英語

Português� ポルトガル語

→ AGA JIMUKYOKU Tel 780-2468 / 
Fax 775-0007 office@aga-world.com
Ajuda para Ingresso Escolar para Alu-
nos do Primário e Ginásio
Este benefício é aplicado para crianças 
ou estudantes que entrarão para o pri-
meiro ano escolar (pagamento feito em 
final de fevereiro de 2023). 
Para alunos que entrarão na 1ª série do 
primário: crianças que na data de 1º (4ª 
feira) de fevereiro de 2023 tenham reg-
istro na cidade de Ageo e que em abril 
do mesmo ano irão cursar a 1ª série da 
escola primária pública de Ageo e que 
estejem com dificuldades para fazer 
o pagamento das despesas escolares. 
Para alunos que entrarão na 1ª série do 
ginásio: crianças que na data de 1º de 
fevereiro de 2023 tenham registro na ci-
dade de Ageo e que em 2022 já estejem 
sendo beneficiadas com a ajuda escolar 
e que em abril de 2023 irão cursar a 1ª 
série do ginásio da escola pública de 
Ageo, da província ou do país.
→GAKUMUKA (Seção de Assuntos Es-
colares) Tel 775-9604 / Fax 775-5633
Para maiores informações
Favor contactar Shimin-kyodo-suish-
in-Ka (inglês/japonês) 775-4597 / Fax 
775-0007 ou a ̈ Hello Corner̈  (balcão 
de atendimento para residentes es-
trangeiros em português). Consultas na 
1ª, 2ª, 3ª e 5ª segunda-feira e quarto 
sábado de cada mês, de 13h00～16h00. 
A Hello Corner também publica men-
salmente o informativo Ḧello Corner 
News̈  em língua estrangeira onde 
poderão ser encontrados informações 
gerais do cotidiano e eventos de nossa 
cidade. Ver o site da prefeitura de Ageo.

Español� スペイン語
Ageo World Fair 2022 
Ageo World Fair es un evento del in-
tercambio internacional que cuenta con 
la participación de unos 30 países y 
regiones del mundo. Programa: Repre-
sentación artística (canción y baile) en la 
escena, presentación de país de origen, 
exhibición y venta de productos arte-
sanales, mini-discurso pronunciado por 
residentes extranjeros, salón de niños y 
mucho más. Los visitantes podrán viajar 
por el mundo aún estando en Ageo, y 
sobre todo los extranjeros podrán dis-
frutar de la cultura japonesa. Fecha y 
hora: 4 de diciembre (domingo), de 10 a 
16 horas. Lugar: Bunca Center. → Secre-
taría de la Asociación Global de Ageo 
(AGA), Tel 780-2468 / Fax 775-0007　
office@aga-world.com
Subsidio para gastos de materiales 
escolares otorgado antes de que em-
piece la vida escolar que se destina a 
nuevos alumnos de la escuela 
Los padres o tutores de alumnos del 1er 
grado de primaria y los de secundaria 
(solo el 1er grado) podrán recibir, alrede-
dor de finales de febrero, 2023, el subsi-

dio extraordinario para gastos de útiles 
escolares antes de que su hijo entre en 
el colegio. Nuevo alumno del 1er grado 
(primaria): La ayuda está destinada a los 
padres (o tutores) que viven en Ageo a 
fecha del 1 de febrero de 2023 y matri-
culan a sus hijos en el colegio público 
(primaria) en Ageo en abril de 2023 y 
que tienen dificultad de pagar gastos de 
materiales escolares. Nuevo alumno del 
1er grado (secundaria): Podrán solicitar 
el subsidio los padres ( o tutores) que 
viven en Ageo a fecha del 1 de febrero 
de 2023 y reciben la ayuda escolar en el 
ejercicio fiscal 2022 y que su hijo/a van 
a entrar en la escuela secundaria mu-
nicipal o la nacional o la prefectural en 
abril de 2023. → Gakumu-ka: Tel 775-
9604 / Fax 775-5633
Para más información
Sírvanse ponerse en contacto con 
Shiminkyodosuishin-Ka en japonés o en 
inglés ( 775-4597 / Fax 775-0007) o con 
"Hello Corner" (servicio de consulta para 
los residentes extranjeros en español) 
que tiene lugar el 1er, 2º, 3er y 5º lunes y 
también el 4º sábado de cada mes, de 9 
a 16 horas (de 12 a 13 horas descanso). 
Hello Corner publica el boletín mensual 
"Hello Corner News" en español para 
los residentes extranjeros con el cual po-
drán obtener informaciones varias tales 
como eventos, informaciones útiles para 
la vida cotidiana. Se pone en la página 
web de la Ciudad de Ageo.

上尾世界交流大会2022
大约30个国家的人们前来参加这次盛会。舞
台（各国的歌曲和舞蹈），世界小吃，展示・贩
卖各国的工艺品，外籍市民发表日语演讲，儿
童娱乐场等可以体验世界的各种活动。还有
外籍市民可以体验日本文化的活动。日期:12月
4日（星期日）上午10点～下午4点 地点：文化
中心 → AGA事务局Tel 780-2468 / Fax 775-0007　
office@aga-world.com
对新入学儿童・学生入学之前支付学习用品费
就学补助费之中对新入学儿童・学生将于入
学之前（大概2月底）支付学习用品费。新小学新小学
1年级的对象1年级的对象:2023年2月1日（星期三）现在，在
上尾市居住，将于2023年4月进入上尾市立小
学校就读的儿童之中，对支付学习用品费困难
的家长。新中学1年级的对象新中学1年级的对象:2023年2月1日现
在，在上尾市居住，2022年度领取就读补助者
之中，将于2023年4月在预定入学上尾市立或
国・县立中学校的学生家长。→ 学务课Tel 775-
9604 / Fax 775-5633
详细情况请在以下机关询问
市民协动推进课　电话775-4597(英语或日语) 
传真 775-0007或外语咨询服务。第一・二・三・
五周的星期一及第四周的星期六,下午1点～4
点(汉语)。

「你好消息」(Hello Corner News)是上尾市外语
咨询服务每月为外籍市民发行的月报。向您介
绍在市内举行的各种活动及有关生活信息。

「你好消息」还登载在上尾市网页上,您可以随
时阅读。

中文� 中国語

　今月は「あげおワールドフェア2022」(25ページ参照)と「新入学児童生徒学用品費の入学前支給」
(17ページ参照)です。　※タイトル・内容は一部要約しています。　※外
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発達相談
子どもの発達の心配や育児の悩み

㈯㈰を除く毎日
 8：30〜12：00
13：00〜17：00

運動発達訓練・相談　
運動機能の発達に不安や課題のある乳幼児の個別
訓練・相談（小・中学生も対象）
言語発達訓練・相談　
言葉の発達に不安や課題のある幼児の個別訓練・
相談（おおむね 3歳〜未就学児）
ところ 発達支援相談センター（本町 4–13–1 上尾保育所 2階）　
問 776-6166　 776-6127 メ－ル s172500＠city.ageo.lg.jp

就学相談　
障害のある、または発達に不安のある幼児・児童・
生徒の就学

㈯㈰を除く毎日
10：00〜12：00
13：00〜17：00
（予約受け付けは
16：30 まで）

教育相談　
不登校、子どもの性格・行動、知的発達、言葉に
ついて、学業など（電話・来所いずれも可）
ところ 教育センター（市役所別館〈青少年センター〉1階）　
問 776–7600　 776–7604

国民年金相談
※相談内容によっては年金事務所へ案内すること
もあります。

㈯㈰を除く毎日
 9：00〜12：00
13：00〜16：00

ところ 保険年金課（市役所1階）
問 775–5137　 775–9827 メ－ル s205500＠city.ageo.lg.jp

一般職業相談
若年者から高齢者までの職業相談・紹介、求人の
受理、求人情報の提供など

㈯㈰を除く毎日
 9：00〜17：00

ところ ふるさとハローワーク
（JR上尾駅東口プラザ館4階ワークプラザあげお）

問 773–3500

内職相談
内職の相談・紹介、求人の受理、就業情報の提供
など

毎週㈫㈭㈮
10：00〜12：00
13：00〜16：00

ところ 内職相談室（JR上尾駅東口プラザ館5階ワークプラザあげお）
問 773–3200

子育て・ひきこもり相談　
①子育て相談（子育て全般、子どもの発達、虐待など）
②ひきこもり相談（ニート、ひきこもり、不登校など）

㈯㈰を除く毎日
10：00〜12：00
13：00〜16：00
（1回の相談は50分）

ところ 子ども家庭総合支援センター（市役所5階）
問 783-4964　 774-5342 メ－ル s172100＠city.ageo.lg.jp

家庭児童相談
18歳未満の子どもについての相談

㈯㈰を除く毎日
10：00〜12：00
13：00〜16：00

ところ 子ども家庭総合支援センター（市役所5階）
問家庭児童相談室　 776-6164　 774-5342 メ－ル s172100＠city.ageo.lg.jp

心配ごと相談　
家庭内の悩み事、社会的な問題、介護など

㈯㈰を除く毎日
 9：00〜12：00
13：00〜17：00

ところ 社会福祉協議会（総合福祉センター内）
問 773-7155　 772-8647

いじめ相談
いじめに関する相談（電話）

㈯㈰を除く毎日
10：00〜17：00

子ども・いじめホットライン・ホットメール
0120–556–290（フリーダイヤル）
556soudan＠ city.ageo.lg.jp

少年相談
青少年の悩み事（家庭・学校での問題、交友関係、
非行など）の相談

㈬㈯㈰を除く毎日
 9：00〜12：00
13：00〜16：00

ところ
少年愛護センター（市役所別館〈青少年センター〉2階）

0800–800–4188（フリーダイヤル）
048–775–8718（携帯電話） 

問 775–1444　 776–2117 メ－ル s106000＠city.ageo.lg.jp

市民相談
相続、離婚相談など

㈯㈰を除く毎日
 8：30〜12：00
13：00〜17：00

弁護士相談　
相続、離婚、契約、交通事故、調停・訴訟手続き
など

14日㈬、16日㈮、28日㈬
10：00〜12：00
13：00〜15：00
（1回の相談は25分）

司法書士相談　
相続、遺言、離婚、不動産、会社の登記、少額の
民事裁判、債務整理、成年後見手続きなど

1日㈭
13：00〜15：30
（1回の相談は30分）

税理士相談　
相続、贈与、所得税、その他税金問題全般

7日㈬、21日㈬
10：00〜15：00
（1回の相談は35分）

行政書士相談　
相続、遺言、贈与、離婚協議、農地転用、建設・運
送業許可申請、成年後見・会社設立の手続きなど

20日㈫
13：00〜16：00
（1回の相談は30分）

不動産相談　
不動産の売買・賃貸など

6日㈫
13：00〜16：00
（1回の相談は25分）

行政相談
国の行政事務についての要望や苦情

6日㈫
10：00〜12：00

住宅増改築・修繕相談
住宅の増改築・修繕

9日㈮
13：00〜15：00

土地家屋調査士相談　
土地境界調査・測量・分筆・合筆
地目変更や建物の表示に関する登記など

13日㈫
13：15〜15：15
（1回の相談は30分）

ところ
市民相談室（市役所第三別館 1階）　
※事前予約は、各相談日の 1 カ月前から受け付けます。受け付け開始日が、
㈯㈰㈷などに当たる場合はその直前の平日になります。

問 775–4643　 775-0007 メ－ル s53000＠city.ageo.lg.jp

女性のための相談　
自分自身の生き方、夫や家族との関係、夫や恋人
からの暴力などで悩んでいる女性のための相談

毎週㈬
10：00〜12：00
13：00〜16：00
（1回の相談は50分）

女性のための法律相談　
離婚、夫や恋人からの暴力など法律の問題で悩ん
でいる女性のための女性弁護士による法律相談

13日㈫
13：00〜16：00
（1回の相談は30分）

DV電話相談
配偶者からの暴力（ドメスティック・バイオレンス）
に関する相談（性別不問）

㈯㈰を除く毎日
10：00〜12：00
13：00〜16：00

ところ 男女共同参画推進センター（市役所第三別館 1階）　
問 778-5110　 778-5112 メ－ル s209500＠city.ageo.lg.jp

暴力追放相談　
暴力団対策の相談

㈯㈰を除く毎日
 8：30〜12：00
13：00〜17：00

ところ 交通防犯課（市役所 4階）　

問 775-5138　 775-9927 メ－ル s209000＠city.ageo.lg.jp

人権相談
差別、いじめ、ハラスメント、女性・子ども・性
的少数者（LGBT）などの人権問題

21日㈬
10：00〜12：00
13：00〜15：00

ところ 市役所 7 階大会議室
問人権男女共同参画課　 775-5117　 778-5112 メ－ル s209500＠city.ageo.lg.jp
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　 775-4597　 775-0007 メ－ル s53000＠city.ageo.lg.jp

消費生活相談（事業者は除く）
架空請求（メール・郵送）、クーリング・オフ、契
約トラブルなどの消費生活について個人の相談、
多重債務相談

㈯㈰を除く毎日
10：00〜12：00
13：00〜16：00

ところ 消費生活センター（市役所別館〈青少年センター〉2階）
775–0801（相談専用電話）

問 775-0800　 776-4600 メ－ル s252000＠city.ageo.lg.jp

※全ての相談が29日㈭～31日㈯を除く
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