
在シドニー日本国総領事館  

メールマガジン第 180 号（2019 年 11 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 新総領事着任のおしらせ  
 

 10 月に紀谷 昌彦（きや まさひこ）が在シドニー総領事として着任いたしました。紀谷総領

事から皆さまへのご挨拶を当館ホームページに掲載しております。 
 https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/about_consul_generals_message.html 
 

＜在シドニー総領事通信＞ 

 紀谷総領事によるコラム「在シドニー総領事通信」を開始いたしました。第 1 回目のテーマは

「シドニーの日本人社会」です。今後、当館ホームページに連載記事として掲載いたしますの

で、ぜひご覧ください。 
 

○第 1 回 シドニーの日本人社会 
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/about_consul_generals_newsletter.html 
 

＜紀谷総領事公式 Twitter＞ 

 紀谷総領事による公式 Twitter アカウントを開設いたしました。総領事の活動などを発信中です

ので、ぜひフォローください。 
https://twitter.com/CGJapanSydney 
 

２ 領事情報 
 

（１）クリスマス及び年末・年始開館日のお知らせ 

 当館の年内最終週の開館日は 12 月 23 日（月）、24 日（火）及び 27 日（金）の 3 日間となり

ます。また、新年最初の開館日は 1 月 6 日（月）となります。各種申請を予定されている方にお

かれましては、交付までの所要日数をご留意の上、お早めに申請手続きをお済ませいただきます

ようお願い申し上げます。  

 なお、パスポート及び各種証明書を申請される方で、本年中に交付を希望される方は、12 月 17

日（火）までに、申請をお済ませいただきますようご留意願います。  

【領事窓口受付時間】 9：30 － 12：30、 14：00 － 16：30  

人命に関わる緊急時には、担当者が対応しますので、当館代表番号 02-9250-1000 にご連絡くださ

い。 
 

（２）領事窓口の混雑緩和にご協力のお願い（11 月、12 月） 
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 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。 
 

（３）「海外安全虎の巻 2020」のご案内 

 外務省では「海外安全虎の巻 2020」を作成し、外務省ホームページ等に電子データを掲載して

います。 

 今般、外務省では海外安全対策啓発広報冊子「海外安全虎の巻 2020」（第 18 版）を作成しま

した。海外での生活や海外旅行の際に注意すべき事などが詳しく記載されています。 

 以下リンクのとおり、外務省海外安全ホームページや海外安全アプリにて当該冊子の電子デー

タを閲覧することができますので、当地での安全な生活や当地へのご旅行の際にお役立ていただ

ければと思います。 
 

○外務省海外安全ホームページ： 
https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/toranomaki.pdf 
 

○海外安全アプリ案内ページ： 
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html 
 

（４）海外子女教育（在留邦人子女に対するいじめ相談窓口の周知について） 

 海外に在留する邦人の子女への教育振興を目的とする公益財団法人海外子女教育財団において

は、従来から海外子女教育専門の教育相談員による教育相談を実施しておりますが、この中で、

いじめ相談についても対応しております。相談窓口は以下のとおりです。 
 

〈いじめ相談窓口〉 

公益財団法人 海外子女教育振興財団 事業部 教育相談事業チーム 

電話：+81-3-4330-1352 

受付時間：月～金曜 10～16 時（日本時間） 

メールアドレス：sodanjigyo@joes.or.jp 

受付時間：随時 
 

（５）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いたします。  
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 
 

（６）在外選挙人名簿への登録  
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 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 
 

３ 日本文化関連行事 
 

（１）令和新元号記念「日本伝統芸能祭 2019」オペラハウスにて開催決定！ 

2019 年 12 月 16 日、シドニー日系史上最大規模の日本古典芸能の祭典がオペラハウスにて開催さ

れます。 

 シドニーの有名な和太鼓グループ「TAIKOZ」や琴奏者「小田村さつき」氏他、東京や沖縄から

もプロのアーティスト達が参加し、世界遺産のシドニーオペラハウスにて、格式高い古典芸能が

披露されます。 
 

日時：2019 年 12 月 16 日（月） 

会場：シドニーオペラハウス ( THE STUDIO ) 

チケット販売：www.sydneyoperahouse.com/japanspectacular 

電話：02-9250-7777 

イベント詳細 : www.jculture.net 
 

（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）が開催されています。NSW 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 11 月 22 日、24 日 ニューカッスル（Kotara Event） 

 イ JFF 2019 Main（有料上映） 

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

（３）"Japan supernatural"展 

 NSW 州立美術館において、"Japan supernatural"展を開催中です。 
 
 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中です。 
 
 HORROR MANGA JAPAN 
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 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/ 
 

（４）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。 
 

４ 休館日のお知らせ 
 

土日及び以下の日は休館致します。 

【12 月】25 日（水）クリスマス・デー 

26 日（木）ボクシング・デー 

30 日（月）年末休暇 

31 日（火）年末休暇  

【1 月】1 日（水）元旦 

    2 日（木）年始休暇 

    3 日（金）年始休暇 
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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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