
在シドニー日本国総領事館  

メールマガジン第 178 号（2019 年 9 月号） 

 
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、「たびレジ」に登録されたメールアドレス、及び

当館「メールマガジン」登録者に自動的に配信されております。 
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１ 領事情報 

（１）2019 年度小学校後期用教科書の配付及び 2020 年度小学校前期用及び中学校通年用教科書の申込受

付について 
 

＜2019 年度小学校後期用教科書の配付＞ 

【配付期間】9 月 24 日（火）から１０月４日（金） 

※ご注意：上記期間は教科書の通関時間により変更あり 

【配付場所】教科書配付室 

※当館領事部セキュリティに入らず、その右脇の部屋にお進みください。 

【窓口時間】10:30ー12:00、15:00ー16:30 

【対 象 者】本年 4 月に申込をされた方 
 

教科書を持ち帰るための手提げ袋をご持参ください。 
 

＜2020 年度小学校前期用及び中学校通年用教科書の申込（来年 4 月配付予定）＞ 

【申込期間】8 月 30 日（金）ー 9 月 20 日（金） 

【申込場所】教科書配付申込は、オンライン申請のみとなります。 

【申込方法】以下リンクから教科書申請オンラインフォーム画面に進み、フォーム上の全項目を記入し、

ご送信ください。 

教科書申請オンラインフォーム 
https://www.deliver.mofa.go.jp/m?f=1907 
 

2020 年度教科書対象年齢 

該当学年を以下リンクの教科書配付年齢表でご確認の上、上記オンラインフォームにてご申請ください。 
http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/life_and_safety/age2020.pdf 
 

郵送による受取、追加送付申請、申込をされていない方で配付希望等詳細については、以下、当館ホーム

ページにてご確認ください。 
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/life_and_safety_children_education.html 
 

（２）在留届と「たびレジ」に関するお願い  
  

外国に 3 か月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館又は総領事館等に在留届を提出することが義務付け

られています。  

大規模な災害が発生した場合など、当館では、オーストラリアの関係当局に連絡を取って邦人の被害につ

いて確認をする一方、在留届を確認して該当地域にお住まいの方に、直接ご連絡を差し上げ安否を確認す

ることがあります。在留届は、このような災害時の安否確認のためにも使用しますので、届出内容に変更

（住所や同居家族の変更等）が生じた場合には変更届を、帰国の際には帰国届をご提出いただくようお願

い致します。  
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html 
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また、3 か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう、

「たびレジ」にご登録をお願いいたします。詳細は以下の URL よりご確認ください。  
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 
 

(３)在外選挙人名簿への登録  
 

日本国外に居住されている満 18 歳以上の日本人は、国外からの投票を通じて国政選挙に参加することがで

きます。国外で投票するには、在外選挙人名簿への登録が必要ですので、登録を済まされていない方は、

最寄りの大使館又は総領事館等にて登録をお願いいたします。  

当館にて登録申請をされる場合、3 か月以上継続して当館管轄区域に居住していることを確認する必要が

ありますが、すでに在留届を提出されている場合は在留届により確認が可能ですので、パスポートを持参

の上、ご来館いただければ登録が可能です。  

申請後、在外選挙人証を交付するまでに 2 か月程度を要します。選挙日程が決まり、選挙に対する関心が

大きくなった時点からでは登録が間に合わない恐れがありますので、今後の国政選挙に備えて、お早めに

在外選挙人名簿への登録手続きを行ってください。詳細は以下の URL よりご確認ください。  
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html 
 

（４）日本人向け障害者・シニア支援制度勉強会 
 

 10 月 25 日、日本人向けに障害者・シニア支援制度の勉強会が開催されます。詳細・お問い合わせ等は

下記 URL をご覧ください。 
 

 日時：10 月 25 日(金)10:30ー12:30 

 会場：Customs House (31 Alfred Street, Sydney NSW 2000) 

 主催：Sakura Club with support from the St Vincent de Paul Society NSW Local Area Coordination Program 

 詳細・登録・お問い合わせ： 
https://www.eventbrite.com.au/e/caring-in-cultural-contexts-tickets-67404038293 
 

２ 日本文化関連行事 
 

（１）海上自衛隊音楽隊と豪州海軍バンドの合同コンサート 
 

来る９月１２日（木）から１８日（水）の間、海上自衛隊練習艦隊がシドニーに寄港します。その機会を

利用して１６日（月）１２時～１４時に、マーティンプレイスにて海上自衛隊音楽隊と豪州海軍バンドの

合同コンサートを実施致します。 

コンサートは無料ですので，当地在住の皆様も是非お気軽にお立ち寄りください。 

なお，屋外での実施のため，万が一当日雨天の場合は中止となりますところご留意頂ければ幸いです。 

 詳しくは当館ホームページ（https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html）をご覧下さ

い。 
 

（２）チャッツウッド日本祭り 

 9 月 14 日（土）、チャッツウッド駅前の遊歩道で「Matsuri Japan Festival in Chatswood 2019」が開催され

ます。日本食の屋台のほか、日本文化体験ワークショップ、舞台パフォーマンス等も予定されています。 
 

 日時：9 月 14 日（土）11 時ー18 時 

 場所：Chatswood Mall, Chatswood 

 詳細：https://www.japanclubofsydney.org/wp-content/contents/2019/08/Matsuri_Chatswood_2019.pdf 
 

（３）カウラ桜祭り・慰霊祭 

 9 月 28 日（土）ー29 日（日）、カウラ市で桜祭り・慰霊祭が開催されます。 
 

 日時：9 月 28 日（土）ー29 日（日） 

 場所：Cowra Japanese Garden & Cultural Centre 他 
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 詳細：https://visitcowra.com.au/sakura-matsuri-cherry-blossom-festival 

 ※桜祭りの入場にはチケット購入が必要です。 
 

（４）日本映画祭 

 国際交流基金の主催により、日本映画祭（JFF: Japan Film Festival）が開催されます。NSW 州及び北部準州

での主な上映予定は次のとおりです。 

上映作品等の詳細は https://japanesefilmfestival.net/ からご確認ください。   
 

 ア JFF 2019 Regional（無料上映） 

  9 月 15 日、20 日 コフスハーバー（Jetty Memorial Theatre） 

  10 月 4 日、5 日  アリススプリングス（Alice Springs Cinema） 

  10 月 18 日、19 日 ダーウィン（BBC Cinemas Casuarina） 

  11 月 22 日、24 日 ニューカッスル（Kotara Event） 

 イ JFF 2019 Classic（無料上映） 

  10 月２日ー23 日 シドニー（Art Gallery NSW） 

 ウ JFF 2019 Main（有料上映） 

  11 月 14 日～24 日 シドニー（Event Cinema, George Street） 
 

（５）10 月以降の主なイベント 

 10 月 13 日 バーウッド・フェスティバル（Burwood Park） 

 10 月 19 日 グラニースミス・フェスティバル（Eastwood Park） 
 

（６）当館 Facebook 

 在シドニー日本国総領事館は、公式 Facebook ページを運営しています。総領事館の行事、NSW 州・北

部準州で開催される日本関連のイベント、日本の観光情報等について発信しています。

https://www.facebook.com/CGJSYD からアクセスいただくか、検索サイトで「@CGJSYD」と検索してくださ

い。ご家族・ご友人等で日本に興味をお持ちの方にも、ぜひご紹介ください。 
 

３ 休館日のお知らせ 
 

【9 月の休館日】23 日（月） 

【10 月の休館日】7 日（月），22 日（火） 
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在シドニー日本国総領事館 
Level 12, 1 O'Connell Street, 
Sydney NSW 2000 Australia 

代表電話：（61-2）9250-1000 

Fax: （61-2）9252-6600 
Web: http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/index_j.htm 
Email: japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp 
 

※「たびレジ」に簡易登録された方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下の URL から手続きをお

願いいたします。 

（変更）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth 

（停止）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 
  

※「メールマガジン」に登録された方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下の URL から手続きを

お願いいたします。 

（変更）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/modify?emb=sydney.au 

（停止）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=sydney.au 
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