
Dành cho người nước ngoài sống ở Sendai

仙台市
ソーシャルメディア一覧

でんわ そうだん

　生活情報ガイド『仙台生活便利帳』（英語、中
国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語版。すべ
て日本語併記）は仙台多文化共生センターやす
べての区役所の戸籍住民課にあります。

仙台にお住まいの外国人の方に
せんだい がいこくじん かたす

せんだいせいかつべんりちょうせいかつじょうほう ちゅう

ごくご

くやくしょ こせき じゅうみんか

にほんご  へいき せんだいたぶんかきょうせい

かんこくご ご ばんご

えいご

仙台市では市政だよりやホームページ、SNS などで新しい情報を常に発信しています。

情報ツールを活用しよう

ごみ収集情報、子育て
情報、イベント情報、地下
鉄運行情報など、利用者
の方が希望する分野の市
政情報を電子メールでお
知らせします。

メール配信サービス

メール

市政に関するさまざまな情報をメッセー
ジやLINE VOOMで随時発信しています。
また、メニューボタンや自動応答メッセー
ジの機能を利用することで、知りたい情報
を簡単に探すことができます。

利用にあたっては、無料SNSアプリ
「LINE（ライン）」での友だち登録が必要
です。

広報課
214-1150
211-1921

広報課 アカウント名   @sendai-city

日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、

ネパール語等

　言葉、国籍、文化等の違う人々が、共
に社会で活躍できる多文化共生社会を目
指して、外国人住民支援を中心としたさま
ざまな事業を行っています。

外国人の方に向けた情報発信
がいこくじん む じょうほうはっしんかた

The Sendai information guide “Life in Sendai” (Versions in 
English, Chinese, Korean, Vietnamese,and Nepali. All are 
printed side by side with Japanese.) can be found at the 
Sendai MulticulturalCenter and the Family and Resident 
Registration Section (koseki-jumin-ka) of each ward office.

For non-Japanese residents living in Sendai

센다이 정보가이드『센다이 생활 편리수첩』（영어 , 
중국어 , 한국어 , 베트남어 , 네팔어판 . 모두 일본어병기）
은 센다이 다문화공생센터 및 모든 구청의 호적 주민과에 
비치되어 있습니다 .

센다이에 거주하는 외국인 여러분께

Sách hướng dẫn các thông tin về Sendai “Cuộc 
sống ở Sendai” (Bản tiếng Anh, Trung, Hàn, Việt, 
Nepal. Tất cả đều in kèm cả tiếngNhật) được 
phân phát tại Trung tâm Đa văn hóa Sendai hoặc 
tại bộ phận Hộ khẩu dân trú của trung tâm hành 
chính các quận,v.v...

仙台信息指南『仙台生活方便手册』（有英语、中文、韩语、
越南语和尼泊尔语版本，各语版全部都是与日语对译），
在仙台多文化共生中心以及所有的区役所戸籍住民课均
免费发放。

面向居住在仙台市的外国籍人士

224-1919（9：00～17：00）（休室日を除く）

外国人相談（情報提供）

にほんご 　English　　中国语　　  한국어　      Tiếng Việt

仙台観光国際協会

（SenTIA）

せんだいかんこうこくさいきょうかい

セ ン テ ィ ア

せんだいたぶんかきょうせい
仙台多文化共生センター　

仙台観光国際協会国際化事業部

仙台多文化共生センター（仙台国際センター内）
268-6252268-6260

265-2472265-2471

　外国人住民のための生活相談や情報提
供を行っています。また、国際交流・協力、
多文化共生の地域づくりなど、市民の国際
活動をサポートしています。気軽にお立ち寄
りください。
　  9:00 ～ 17:00（休室日を除く）

制度のお知らせや催し等を紹介して
おり、町内会などを通して毎月１回各世
帯に配布しています。区役所・総合支
所、市民センター、地下鉄駅などにも
配架しています。

点字版や音声版も発行しているほ
か、音声版はYouTubeでも配信してい
ます。

広報課

仙台市LINE公式アカウント市政だより

214-1143 211-1921

広報紙

上記以外のソーシャルメ
ディア（ツイッター・フェイス
ブックなど）でも、市政に関
するさまざまな情報を発信
しています。

放射能に
関する情報

仙台市の復興
に関する情報

東日本大震災
に関する情報

SNS

仙台市ホームページ

ウェブサイト

仙台市の魅力や市政
に関するさまざまな情報を
YouTubeで動画配信して
います。

せんだいTube
（仙台市公式動画チャンネル）

動画サイト

コールセンター

受付時間 平日 8:00～20:00
土日祝日・年末年始
8:00～17:00

（年中無休）

東日本大震災に
関する情報を
ホームページで
お知らせしています。

電話相談

214-1143
211-1921

398-4894 398-5070

市役所・区役所の制度や手続き
などに関するお問い合わせは･･･

広報課
214-1150
211-1921

市政ラジオ番組

ラジオ

どこに問い合わせたらよ
いのかわからないときも、
安心してご利用ください。

▶ごみの出し方をチャットボットで探す
こともできます(品目で検索できます)

仙台の魅力を、市内の
風景やイベント情報等を通
して発信しています。

仙台市広報課フェイスブック

ホームページで調べた
い方は、FAQ（よくある質問
と回答）をご利用ください。

FAQ（よくある質問と回答）

情報ガイド
じょうほう

がいこくじんそうだん じょうほうていきょう

きゅうしつび　  のぞ

仙台の観光情報・生活情報の提供 と通訳のお手
伝いをします。

We offer information about sightseeing and 
daily life in Sendai, and interpretation support.

用中文为您提供仙台市内旅游观光信息及生活信息。

센다이의 관광・생활정보 제공 및 통역을 
도와드립니다.

Chúng tôi giúp đỡ thông dịch và cung cấp 
các thông tin về cuộc sống, du lịch ở 
Sendai.

せんだい　 かんこうじょうほう せいかつじょうほう ていきょう　　つうやく て

つだ

外国人の方にとって暮らしがより豊かになる情報をインターネットや冊子を活用して、発信しています。
ゆた かつよう はっしんさっしじょうほうくかたがいこくじん
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