
在シドニー日本国総領事館  

メールマガジン第 179 号（2019 年 10 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）領事窓口の混雑緩和にご協力のお願い(11 月、12 月)  
 

 毎年 11 月、12 月は、領事窓口が混雑しますので、お急ぎでない方はこの時期を避けて頂くと

比較的スムーズです。また、午前中は査証申請者が集中するなど特に混雑する傾向がございます

ので、窓口が混雑することが少ない午後（14:30 以降）にご来館いただけると、待ち時間が比較的

短くて済みます。  

  総領事館員一同、日頃より皆様の待ち時間を少なくするよう鋭意努力しておりますので、何卒

ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 
 

（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 
 

 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。  

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html


 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)10:30～12:30 

 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 
 

（５）第 10 回オーストラリア医療・福祉セミナー 

 JASIC（日本語名：在豪邦人コミュニティーサポート）の主催により、オーストラリアにお住ま

いの日本人の皆様を対象に、第 10 回オーストラリア医療・福祉セミナー「アライドヘルスとプラ

イベート保険 ～そのサービスと利用方法について」が開催されます。 
 

 主催：在豪邦人コミュニティーサポート（JASIC Inc.） 

 日時：2019 年 10 月 26 日(土) 13:30-15:00（開場：13:00） 

会場：Dougherty Community Centre, Chatswood ( https://goo.gl/maps/d6iDUdBbCqYstZuo9 ) 

 定員：80 名 

 参加費：10 ドル（お茶とお菓子がつきます） 

詳 細：https://www.facebook.com/events/712403492570091/ 
 

２ 日本文化関連行事 
 

（１）グラニースミス・フェスティバル 

 10 月 19 日(土)に開催されるグラニースミス・フェスティバルにて、日本舞踊のパフォーマンス

が行われます。 
  
 Granny Smith Festival 

 日時：2019 年 10 月 19 日(土) 09:00-20:30 

    ※日本舞踊パフォーマンスは 10:50-11:05 頃 

 会場：Eastwood Park 及びその周辺 ( https://goo.gl/maps/mfHkVWK96iSdpwGh9 ) 

 詳細：https://www.ryde.nsw.gov.au/Events/Granny-Smith-Festival 

 

（２）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） 

  2019 年 10 月 18 日、19 日 ダーウィン（BBC Cinemas Casuarina） 

  2019 年 11 月 22 日、24 日 ニューカッスル（Kotara Event） 

 イ JFF 2019 Classic（無料上映） 
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  2019 年 10 月 2 日～23 日 シドニー（Art Gallery NSW） 

 ウ JFF 2019 Main（有料上映） 

  2019 年 11 月 14 日～24 日 シドニー（Event Cinema, George Street） 
 

（３）児童向け日本語読み聞かせ会 

 10 月 26 日、国際交流基金シドニー日本文化センターにおいて、児童を対象にした日本語読み

聞かせと簡単な工作のセッションが行われます。 
 
 Yomikikase : Japanese Storytime for Children 

 日時：2019 年 10 月 26 日(土) 14:00-15:00 

 会場：The Japan Foundation, Sydney ( https://goo.gl/maps/qhw3Ksq7LwhbicP8A ) 

 詳細：https://jpf.org.au/events/japanese-storytime-for-children/ 
 

（４）"Japan supernatural"展 

 11 月 2 日から、NSW 州立美術館において、"Japan supernatural"展が開催されます。 
 
 Japan supernatural 

 日時：2019 年 11 月 2 日から 2020 年 5 月 8 日まで 

 会場：Art Gallery NSW (https://goo.gl/maps/FiFweRQePEb4BwL88 ) 

 詳細：https://www.artgallery.nsw.gov.au/exhibitions/supernatural/ 

    ※入場にはチケット購入が必要です。 
 

 関連イベントとして、10 月 18 日から、国際交流基金シドニー日本文化センターにおいて、ホ

ラーマンガ展も開催されます。 
 
 HORROR MANGA JAPAN 

 日時：2019 年 10 月 18 日から 2020 年 1 月 24 日まで 

 会場：The Japan Foundation, Sydney ( https://goo.gl/maps/qhw3Ksq7LwhbicP8A ) 

 詳細：https://jpf.org.au/events/horror-manga-japan/ 
 

（５）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 
 

土日及び以下の日は休館致します。 

【10 月】22 日（火）即位礼正殿の儀の行われる日 

【11 月】4 日（月）文化の日 振替休日  
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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 
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※「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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