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１ 総領事通信ウェブ掲載・総領事館公式 SNS 

（１）総領事通信ウェブ掲載 

○第 45回 日豪ビジネス 3.0（2021年 7月 29日掲載） 

新型コロナウイルスの中にあっても、日豪ビジネスの取組を着実に進めることは重要で

す。戦後の貿易の拡大、近時の投資（特に M&A）の拡大に続き、これからはグリーンやデジ



タルなど新分野のイノベーションを通じて新たな価値と成長の源泉を共創する「日豪ビジ

ネス 3.0」の時代になっていくでしょう。「日豪ビジネス 3.0」実現の方途を、皆様と一緒に

考えていきたいと思います。 

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/CGKiya_45newsJ.pdf 

 

○第 44回 コロナ後の世界に向けての日豪の新たな動き（2021年 7月 9日掲載） 

日豪両国は、国内の対策のみならず、世界の新型コロナ対策にも大きく貢献しています。

日本は 6月 2日、Gaviと共催で COVAXワクチンサミット（AMC増資首脳会合）を開催、また

7 月 2日には第 9回太平洋島サミットを日・ツバル両首相の共同議長のもとで開催し、新型

コロナへの対応と回復を重点分野の一つとして取り上げました。 

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/CGKiya_44newsJ.pdf 

 

（２）総領事館公式 SNS：日本関連行事、新型コロナウイルス最新情報更新中 

 総領事館の行事や日本関連の行事、日本の文化情報の他、新型コロナウイルスに関する最

新情報も発信しています。ご関心がありましたらフォローいただければ幸いです。 

（紀谷総領事公式 Twitter） 

https://twitter.com/CGJapanSydney 

（総領事館公式 Facebook） 

https://www.facebook.com/CGJSYD 

（総領事館公式 Instagram） 

https://www.instagram.com/CGJapanSyd/ 

 

２ 山上大使のナショナル・プレス・クラブでの講演 

山上信吾・駐オーストラリア大使が 7月 21日、キャンベラのナショナル・プレス・クラ

ブ(全豪記者協会)で講演をしました。日本大使がこの場で講演を行うのは 6年ぶりです。大

使は、日豪関係の経緯と現状を述べた上で、今後 15 年間の日豪関係の将来について、（1）

経済、（2）気候変動、（3）安全保障という 3つのパートナーシップの観点から考察し、相互

信頼が日豪にとって最大の財産であり、日豪両国の協働は両国のみならず、インド太平洋地

域、引いては世界全体にとって重要である旨を述べました。 

（講演及び質疑応答の動画）［英語］ 

https://www.youtube.com/watch?v=QDzUn7qv3Jk 

（講演全文）［英語］ 

https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100215257.pdf 

（南半球だより：ナショナル・プレス・クラブ）［日本語］（令和 3年 7月 26 日） 

https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100216445.pdf 
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３ シドニー日本人会・シドニー日本商工会議所年次総会での総領事挨拶 

 7 月 30 日、シドニー日本人会通常総会とシドニー日本商工会議所定時総会が開催されま

した。両総会では、新旧両年度の事業報告書・収支決算報告書が承認され、新役員が発表さ

れるとともに、紀谷総領事より挨拶を行いました。 

 

シドニー日本人会の総会では、当地の在留邦人の皆様が、多文化主義を掲げる豪州社会の

中で、日本の良さを伝え、生かしていくこと、豪州を一層理解し、交流を深めることは、両

国の信頼関係を支える基盤として大変重要と感じており、日々の生活やオンラインなど可

能な活動を通じて日豪の架け橋となっていただければありがたいとお伝えしました。 

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/files/100218385.pdf 

 

また、シドニー日本商工会議所の総会では、日本企業の皆様が、当地にあって日本と豪州

のビジネスを結びつける立役者であり、現状に安住することなく、新たな可能性が広がって

いる日豪ビジネスの担い手となって、日豪双方、そして世界に豊かさと幸せをもたらすよう

願っているとお伝えしました。 

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/files/100218412.pdf 

 

４ 領事情報（コロナ規制・ワクチン接種、領事窓口ご利用に関するお願い、日本への入国

手続き、在留届と「たびレジ」、在外選挙人名簿登録） 

（１）コロナ規制・ワクチン接種 

新型コロナウイルス感染拡大によるシドニー大都市圏等での外出制限令など、各地でコ

ロナ規制が実施され、ワクチン接種が進められています。当館の領事メール、当館や州政

府のウェブサイトで最新情報をご確認いただけますようお願いいたします。 

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

 

（２）外出制限下での領事窓口ご利用に関するお願い 

州政府の規制に基づき、現在当館も限られた職員数で対応しており、以下のとおりの対

応とさせていただいております。皆様にはご不便をおかけいたしますが、皆様へのコロナ

感染予防のためにも、ご理解・ご協力いただければ幸いです。 

・不急の来館はお控えいただき、真に急を要する手続に限ってご来館ください。 

・原則「予約のみ」の対応とさせていただきます。予約なしでの来館はご遠慮ください。 

・来館予約の必要がない、申請後の旅券交付や証明書等の受取りについても、急を要する

場合のみご来館ください。 

・各種お問い合わせは、可能な限りメールでお願いいたします。 

・来館される場合は、必ず、マスクの着用及び QRコードでのチェックインをお願いいた

します。 
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・その他来館に際しては、NSW州政府による最新の新型コロナウイルス規制に従ってご対

応いただきますようお願いします。 

  

（３）日本への入国手続き 

 本邦入国に必要となる出国前の COVID-19検査証明に関し、出国時の搭乗手続きや本邦

入国時の検疫で、検査証明の有効性をめぐるトラブルや混乱等が確認されていることか

ら、検査証明の確認が一層厳格化されております。無用な混乱を避けるためにも、厚生労

働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得するようお願いいたします。ま

た、入国時には誓約書の提出やスマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用等が求

められます。詳しくは以下のページをご覧ください。 

（水際対策に係る新たな措置について／厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

（検査証明の提示及び誓約書について） 

https://www.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/pcrtestingjapanese.html 

※豪国内で検査証明が取得可能な検査機関の情報もあります。 

（スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html 

（質問票の提出について） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html 

  

（４）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

ることが日本の法律（旅券法）で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 URLよりご確認くだ

さい。 

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

  

（５）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 

 

５ 治安・安全情報（ロックダウン反対デモへの注意喚起） 

 新型コロナウイルス感染拡大により、シドニーで 6 月下旬からロックダウンが行われて

いますが、州政府によるこのロックダウンに反対する抗議デモが 7月 24日（土）、シドニー

市中心部において行われ、約 3,500人が参加しました。このデモは警察の許可なく行われた

ため警官隊が鎮圧に乗り出しましたが、デモ隊はこの警官隊と衝突し、その結果、この日 63

人が逮捕され、90 件以上の罰金通知が発出されました。なお、負傷者が出たとの報道もあ

ります。 

 一昨年、香港で「逃亡犯罪人条例等改正案」に対する抗議デモが暴徒化し負傷者が拡大し

たことは記憶に新しいところですが、シドニーでも抗議デモがエスカレートした結果、暴動

に発展した「クロナラ暴動」と呼ばれる事案がありました。 

※2005年 12月、シドニー南郊クロナラビーチにおいて、レバノン系の若者らが白人ライフ

セーバーに暴行を加えた事件を契機として、シドニーで白人系住民による移民排斥デモが

発生。同デモは中東系移民に対する無差別襲撃事件に発展し、複数が重軽傷を負うに至った。 

 州政府は 8月 27日までのロックダウン延長を決定しており、ロックダウン反対派はさら

なるデモの実施を計画していると報道されています。また、このロックダウン反対デモには

極右などの過激派が加わっているともされており、これらの扇動によりデモが暴動に発展

する危険性は十分にあります。 

当地に滞在されておられる皆さまにあっては、 

○州政府のコロナ規制を遵守するとともに、州警察のウェブサイトなどにより関連情報の

収集に努める 

とともに、デモを認知すれば 

○近づかない 

○すぐにその場を離れる 

ことを徹底していただき、万が一被害に遭われた場合には、警察（000番）に通報するとと

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html


もに、当館にご一報ください。 

 

６ J-Syd InstaLive（7月：東京オリンピック空手豪州代表・八尋恒存氏）  

当館公式インスタグラムにて、インタビューシリーズ『J-Syd InstaLive』(英語)を配信

しています。原則、毎月ゲストを招いて日本やオーストラリアにおける日本文化についてお

話を伺い、ライブ配信を行っています。7 月には 2021 年東京オリンピック・空手競技豪州

代表・八尋恒存氏をお招きし、日豪スポーツ関係につきお話を伺いました。 

https://www.instagram.com/tv/CRFtxlkFZwq/ 

8月 12日（木）正午には紀谷総領事が Japanaroo 2021 の開催についてライブ配信をする

予定です。『J-Syd InstaLive』ページはこちらです。 

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_en/culture_instalive.html 

 

７ Japanaroo 2021の開催（8月 20日（金）～10月 2日（土）） 

Japanarooは、多文化主義や雇用創出を掲げる豪州における日本の貢献や日豪交流を更に

推進するために、官民連携で立ち上げられたイニシアティブです。今般、初めての取組とし

て、8月 20日（金）～10月 2日（土）（コロナ規制を受けて開催期間延長となりました）に

「Japanaroo 2021」を開催する運びとなりました。多数の日豪関係団体・企業の参画を得て、

50 以上のイベントがシドニーを中心にオンラインやハイブリッドを含めて開催されます。 

最新情報は以下をご参照ください。 

（ウェブサイト） 

https://japanaroo.com/ 

（Facebook） 

https://www.facebook.com/Japanaroo 

（Instagram） 

https://www.instagram.com/japanaroo/ 

 

８ 経済関連行事（水素ウェビナー、北部準州世界遺産セミナー） 

（１）AJBCC・ジェトロ共催ウェビナー「日豪水素サプライチェーンの展望 -NSW州を中心

に- 」 

豪州水素への関心の高まりを受け、豪日経済委員会（AJBCC）とジェトロの共催にて、豪

州水素産業のキー・プレイヤを講師として迎え、NSW 州を中心に日豪水素サプライチェーン

の可能性について展望するウェビナーを開催します。 

【日時】2021年 8月 10日（火）16:00～17:15 

【講演言語】英語 

【参加費】無料 

【申込方法・詳細情報】以下のリンク先をご覧ください。 

https://www.instagram.com/tv/CRFtxlkFZwq/#_blank
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https://www5.jetro.go.jp/newsletter/syd/2021/0810.pdf 

【主催】豪日経済委員会（AJBCC）、日本貿易振興機構（JETRO）シドニー事務所 

【協力】Real Assets Advisory and Finance、在シドニー日本国総領事館  

  

（２）絶対に行きたい世界遺産！ウルルとカカドゥ丸わかりセミナー 

北部準州政府観光局主催、オンライン丸わかりセミナーのシリーズ第 2弾が 2021年 9月

2 日（木）に開催！今回のテーマは「2つの世界複合遺産」です。 

【日時】2021年 9月 2日（木）19:30～20:15 

【料金】無料（先着 100名様限定） 

【申込方法・詳細情報】以下のリンク先をご覧ください。 

https://www.jams.tv/announcement/210016 

【主催】北部準州政府観光局 

 

９ 日本文化関連行事（JAPANAROO OPENING GALA NIGHTの延期、チャッツウッド日本祭り、

動画作品オンライン・コンテスト、映画祭、映画無料配信） 

（１）JAPANAROO OPENING GALA NIGHT の延期 

先月号でお知らせした 8月 20日のガラコンサート JAPANAROO OPENING GALA NIGHT は、

12 月 17日に延期することとなりました。現在のところ以下の予定で開催に向けて準備を進

めております。 

【イベント名】 JAPANAROO2021 A FESTIVE CONCERT 

【会場】Sydney Town Hall (Centennial Hall) 

【日時】2021年 12月 17日 (金) 19:00～ 

【詳細情報】以下のリンク先をご覧ください。 

https://www.jculturesydney.com/copy-of-event-production 

※スケジュールは予告なしに変更する場合がございます。 

【主催】J Culture Sydney、WSO 

【後援】国際交流基金シドニー日本文化センター、JNTO SYDNEY、在シドニー日本国総領事

館 

 

（２）10月にチャッツウッドで日本の祭り開催 

シドニー日本クラブでは、2015年から毎年、Chatswoodで日本の祭りを開催してきました

が、昨年は残念ながらコロナ禍のため中止を余儀なくされました。毎年多くの方々にご来場

いただいている日本の祭りですが、文化交流イベントとしてシドニー北部地域で最大規模

のイベントであり、今年は日本政府の助成事業として開催することが決定しました。 

コロナ禍の状況下、今回のイベントは、日系企業の事業活性化を支援し、新型コロナ感染

拡大防止の啓発と感染防止に努めることを目的としています。是非、多くの日本人をはじめ、

https://www5.jetro.go.jp/newsletter/syd/2021/0810.pdf#_blank
https://www.jams.tv/announcement/210016#_blank
https://www.jculturesydney.com/copy-of-event-production#_blank


オーストラリア人の方々の参加を願っています。 

なお、出店・出演・イベント運営のボランティアをご希望の方は、JCS事務局までお申し

込みください。多くの日系企業・団体・個人の皆さんからのご協力をいただき、今年の日本

の祭りを大盛況にしたいと願っています。 

【イベント名】Matsuri Japan Festival in Chatswood 2021 

【日時】2021年 10月 2日（土）午前 11時から午後 6時 

【会場】Chatswood Mall & The Concourse Lower Podium, Victoria Avenue, Chatswood 

【主催】シドニー日本クラブ（Japan Club of Sydney） 

【申込】JCS事務局 

【Email】jcs@japanclubofsydney.org  

【申込締切】2021年 8月 10日（火） 

※コロナ感染拡大防止規制によりイベントの中止もあり得ます。また、出店・出演枠に限り

があるため、日本食、日本文化紹介、日本観光、日本語教育など、日本に関係する出店内容

を最優先させていただきますので、ご希望に添えない場合があることをご了承下さい。 

 

 (３)動画作品オンライン・コンテスト『Japan in a Minute』 

国際交流基金がオンライン・コンテスト『Japan in a Minute』にて、動画作品を募集し

ています。日本への思いや日本関連の特技などを 3 分以内の動画に撮影して、動画配信サイ

トを通じて応募できます。入賞者には豪華賞品が用意されています。 

【応募締切】2021年 9月 8日（水）まで 

【参加資格】豪・NZの居住者。 

【応募方法】詳細は下記ウェブサイトのガイドラインをご覧ください。 

【主催】国際交流基金シドニー 

https://jpf.org.au/japaninaminute/ 

 

（４）第 25回オーストラリア日本映画祭 

国際交流基金が、豪州主要 5都市の映画館で日本映画祭を開催します。上映作品ラインナ

ップは、9月 16日（木）に発表されます。 

【日程】2021年 10月 28日（木）～12月 5日（日） 

【開催都市】キャンベラ、パース、ブリスベン、メルボルン、シドニー 

【主催】国際交流基金シドニー 

https://japanesefilmfestival.net/ 

 

（５）映画無料配信：『海街 diary』 

2015 年日本アカデミー賞最優秀作品賞他多くの映画賞を受賞した是枝裕和監督の映画作

品『海街 diary』（英語名 Our Little Sister）が、SBSオンデマンドにて無料配信されてい

mailto:jcs@japanclubofsydney.org
https://jpf.org.au/japaninaminute/#_blank
https://japanesefilmfestival.net/#_blank


ます。映画の鑑賞には下記リンクからアクセスし、SBSオンデマンドのアカウントの作成が

必要となります。なお、オーストラリア国内のみの配信となります。 

・「海街 diary」無料配信期間：～2021年 9月 30日（木） 

https://www.sbs.com.au/ondemand/video/898914371582/our-little-sister  

 

１０ ウィロビー市主催コロナワクチンに関するオンラインセミナー (日本語通訳あり） 

【日時】8月 4日（水）13:30～14:30  

【会場】Zoomによるオンライン開催（下記リンクにて要登録） 

【主催】ウィロビー市 

【協力】North Sydney Health Network 

【講演】Dr Katrina Gmach 

【言語】英語（日本語逐次通訳あり） 

【料金】無料 

【内容】ワクチン接種進行状況、ワクチンの投与回数と接種間隔、ワクチンの種類と副反応、

ワクチン対象者確認チェッカー、ワクチン接種場所、GP（一般開業医）でのワクチン接種、

ワクチンに関する風評等 

https://www.eventbrite.com.au/e/covid-vaccination-talk-japanese-tickets-

164796451623  

 

１１ 日本語を使う子どもたちのための日本語教育（保護者・教師向けのウェビナー） 

国際交流基金では、NSW 大学と共催にて、日本語を使う子どもたちのための日本語教育を

テーマに、保護者や教師を対象としたオンラインセミナー（ウェビナー）シリーズを実施し

ています。 

 

○シリーズ第 6回「オーストラリアで日本語を使う子どもを育てる II ― 豪州全国調査の

結果より」 

【日時】2021年 9月 25日（土）16：00～18：00 AEST 

【料金】無料 ※事前申し込み必須 

【申し込み】下記のウェブページより 8 月 23 日～9 月 15 日の期間に申し込んでください。 

https://jpf.org.au/japanese-as-community-language/ 

 

既実施分も上記のウェブページからビデオ・オン・ディマンド（VOD）にて視聴可能です。 

○シリーズ第 5回「『子育ち』を応援する―大人になった子どもたちのことばは？」 

【講師】三宅和子氏（東洋大学名誉教授） 

○シリーズ第 4 回「 子どもたちの自分のことばを育てるための読み聞かせ：『子どもに読

む』から『子どもとよむ』へ」 

https://www.sbs.com.au/ondemand/video/898914371582/our-little-sister
https://www.eventbrite.com.au/e/covid-vaccination-talk-japanese-tickets-164796451623
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【講師】ダグラス 昌子氏 （カリフォルニア州立大学ロングビーチ校名誉教授） 

○シリーズ第 3回「オーストラリアで生きる『日本とつながりのある子どもたち』のことば

について考える」 

【講師】三輪聖氏（ドイツ テュービンゲン大学 専任講師） 

○シリーズ第 2回「オーストラリアで『移動する子ども』を考える」 

【講師】川上郁雄氏（早稲田大学教授） 

○シリーズ第 1回「オーストラリアで日本語話者を育てることを考える：NSW 州調査の結果

より」 

【講師】トムソン木下千尋氏（NSW大学教授） 

 

１２ 日本語補習授業校・日本語学校の日本語教師募集 

 当館管轄地域にある以下の学校では、日本語教師を募集しています。日本語補習授業校・

日本語学校は、当地の日本人の子どもたちの日本語教育に大きく貢献されていますが、新型

コロナウイルスの影響で多くの日本人の短期滞在者が帰国し、日本人のオーストラリアへ

の入国が困難になっている中、日本語教師がなかなか見つからないとのことです。ご関心の

ある方は、以下の学校のリンクをご参照の上、各学校に直接ご連絡・ご応募ください。 

○シドニー日本語土曜学校 

https://www.jams.tv/classifieds/jobs/23358 

○JCS日本語学校エッジクリフ校 

https://life.nichigopress.jp/syd/work/?mode=post&ids=138124  

○JCS日本語学校シティ校 

https://cityschool.japanclubofsydney.org/recruitment/  

○NSW日本語補習校 

https://www.nswjapaneseschool.org/career  

 

１３ 雑誌『外交』最新号無料公開（特集：「経済安全保障」の射程） 

外務省が発行元の外交専門誌「外交」は、新型コロナウイルスの緊急事態宣言のため、最

新号の全文を「外交 WEB」で無料公開しています。下記リンクから、PDF ファイルでご覧い

ただけます。  

【2021年 7・8月号（Vol.68）】  

〇巻頭インタビュー：「戦略的自立性」と「戦略的不可欠性」の確立は急務－DX社会を見据

えた経済安保戦略（甘利明 衆議院議員） 

〇特集：「経済安全保障」の射程-現代的経済安全保障の論点 

http://www.gaiko-web.jp/archives/3584 

 

１４ 休館日のお知らせ（2021年 8月及び 9月） 

https://www.jams.tv/classifieds/jobs/23358
https://life.nichigopress.jp/syd/work/?mode=post&ids=138124
https://cityschool.japanclubofsydney.org/recruitment/
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 土日及び以下の日は休館いたします。 

○8月 9日（月）山の日振替休日  

○9月 20日（月）敬老の日 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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  

 

※このメールに関してお気づきの点がございましたら、以下の当館代表メールアドレスに

お気軽にご連絡ください。 

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  

 

※本メールマガジンのバックナンバーは以下のページに掲載しています。 

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/life_and_safety_mailimag.html  
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