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ブレーメン通り商店街 SIGNALはボランティアの協力による季刊誌です。本誌に対するご意見・
ご感想がございましたら、ぜひ、FAXやE-mailでお聞かせください。
（FAX：044-435-7010　E-mail: kiankawasaki@kian.or.jp）

コロナ禍、そこに災害も重なって、衝撃的な映
像や膨らんでいく数字に怯え、家族から遠く海

外の知人までどうしているかと無事を祈り、過去のこと、将来のこと、い
ろいろなことに想いをはせる時間が多くなりました。日常になってし
まった非日常で、安心や出口をみつけたい焦りとは裏腹のニュースが
多い中、楽しい、役に立つことや遠くて近い国々のおもしろさを伝えて
いきたいと思っています。　　（公財）川崎市国際交流協会　加藤恵美
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皆様のご支援・ご協力に感謝申し上げます。 （五十音順）
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川崎市国際交流協会【2020年度 賛助会員】

今年、10月1日に  国勢調査が  あります。
こ　　  とし　　　　　　　  がつ   ついたち　　　　　　　　こく　　せい　  ちょう　　さ

This survey is for recording all people (including 
non-Japanese residents) living in Japan on October 
1st.The data to be recorded includes number of people 
living in Japan, their age, occupation, etc.

10月1日に 日本に 住んでいる すべての 人（外国人も　
はいります）の 人数 や 年齢　仕事 などを 調べる 国勢調査を 
します。

がつついたち　　　 に  ほん　　　  す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 がいこくじん

にんずう　　　ねんれい　　 し  ごと　　　　　　　 しら　　　　  こくせいちょうさ

Request for cooperation with
the Population Census2020.国勢調査のお願い

こく せいちょう  さ　　　　 　 ねが

Starting in September, Census takers will distribute an 
Internet ID and a Census form to your house.

9月に　調査員が　みなさんの　家に　インターネットで　
答える　ための　ID　と　調査票を　配ります。

がつ　　　　ちょう さ  いん　　　　　　　　　　　　　　　　 いえ

こた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ちょうさひょう　　　　くば

For those who have access to internet (services available 
in Japanese, English, Chinese, Korean, Portuguese, 
Spanish, and Vietnamese), please answer online.

インターネット（日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・
スペイン語・ベトナム語が　あります）で　答えられる　人は　
インターネットで　答えて　ください。

に  ほん  ご　  えい  ご　 ちゅうごく  ご　  かん こく  ご　　　　　　　　　　　  ご

ご　　　　　　　　　 ご　　　　　　　　　　　　　　　　　こた　　　　　　　　　  ひと

こた

If you do not have internet access, please fill out the 
Census form in Japanese. Translated versions of the 
Census form are available at your local Ward Office or 
Branch Office if you have difficulty with Japanese. 

インターネットで　答えられない　人は　翻訳した　調査票
を　渡します。　住んでいる　ところの　区役所・支所へ
連絡　してください。

こた　　　　　　　　　　　　 ひと　　　　 ほんやく　　　　　　ちょうさひょう

わた　　　　　　　　　す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く  やくしょ　  し  しょ

れんらく

Your answers on the Census form will never be seen by 
the Immigration Bureau, police, etc., so we kindly ask 
that you cooperate with the Population Census. 

国勢調査の　答えは　入国管理局　や　警察　などが　見る
ことは　絶対に　ありません。　ご協力　を　お願いします。

こくせいちょうさ　　　　 こた　　　　　 にゅうこくかん  り きょく　　　　　  けいさつ　　　　　　　　　　 み

ぜったい　　　　　　　　　　　　　　　  　　きょうりょく　　　　　　　 ねが

といあわ　　　かわさき  し そう  む   き かくきょくとうけいじょうほうか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 そう  むしょうこくせいちょうさ　　　　　　そうごう

問合せ：川崎市総務企画局統計情報課 TEL044-200-2070　　総務省国勢調査2020総合サイト https://www.kokusei2020.go.jp/

賛助会員は、当協会の事業にご賛同いただける個人・団体のどなたでもご加入いただけます。
ご加入いただくと、季刊誌「SIGNAL」や主催公演事業など催し案内の送付、一部事業の優先受付等の特典がございます。 
賛助会費　●個人会員 1口 3,000円／年　　●団体会員 1口 10,000円／年　　●学生会員 1口 1,000円／年　


