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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１．平成 27 年度後期用教科書配布のお知らせ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 当館では，管轄地域にお住まいの日本国籍をお持ちの小学生に対して，日本の義務教育用教科

書（後期分）を無償で配布しています。 

配布対象は，2003 年 4月 2日から 2009 年 4月 1日までの間に生まれた方のうち，日本語学校・

補習授業校に通っていない方となります。 

申込み期限は 9 月 30日ですので、下記ウェブサイトを参照の上，早めの申し込みをお願いい

たします。 

 http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_kyoukasho_kouki_2015.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

２．平成 27 年度領事出張サービスのお知らせ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 領事出張サービスを下記のとおり実施する予定です。出張サービスでは，在外選挙人名簿登録

申請のほか，旅券の申請・交付，在留届（変更届），各種証明の申請，戸籍・国籍に関する届出

を取り扱っておりますので，多くの方のご利用をお待ちしております。 

 

 9月 3 日（木）   ノースダコタ州ファーゴ市（旅券仮申請受付期限：8月 20日） 

http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_kyoukasho_kouki_2015.html


  http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_nd_150903.pdf 

 9月 5 日（土）  サウスダコタ州スーフォールズ市（旅券仮申請受付期限：8 月 21日） 

  http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_sd_150905.pdf 

 9月 30 日（水） インディアナ州インディアナポリス市（旅券仮申請受付期限：9月 16 日） 

  http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_in_150930.pdf 

 10月 7 日（水） ミネソタ州ブルーミントン市（旅券仮申請受付期限：9月 23日） 

  http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_mn_151007.pdf 

 11月 5 日（木） ネブラスカ州オマハ市（旅券仮申請受付期限：10月 22日） 

  http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_ne_151105.pdf 

 

 また，今後実施予定の領事出張サービスは下記のとおりです。領事出張サービスの具体的な日

時・場所につきましては，決定次第，当館ホームページおよび本メール・マガジンでお知らせし

ますが，最新の情報をお知りになりたい方は，当館ホームページを定期的にチェックしてくださ

い。 

   http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_main_j.html#con_ex 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

３． スマートフォン向け「外務省 海外安全アプリ」のお知らせ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 外務省では，スマートフォン（iOS及び Android）向けの「外務省 海外安全アプリ」を 7月 1

日に公開しました。 

このアプリは，海外で自然災害やテロなどの事件が発生し，日本人が巻き込まれるケースが後

を絶たないことから，海外にお住まいの方や海外旅行や海外出張されている方に，海外安全情報

をより身近にご利用いただくために開発しました。 

 昨年運用を開始した外務省海外旅行登録「たびレジ」とともに，ご自身やご家族の安全のため

に是非ともご利用ください（無料）。 

 

「海外安全アプリ」でできること 

（１）スマートフォンの GPS 機能を利用して現在地及び周辺国・地域の渡航情報を表示すること

ができます。 

（２）希望する国・地域を「MY旅行情報」機能から選択することで，その国・地域に対する渡

航情報が発出された場合にプッシュ通知で受信することができます。 

（３）オフラインでも各国・地域の緊急連絡先を確認することができます。 

（４）ダウンロードはこちらからどうぞ。 

   http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

４．日本関連文化事業のお知らせ  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

（１）エスニック・エンリッチメント・フェスティバル（ミズーリ州カンザスシティ） 

日時：8 月 21 日(金)午後 6 時～23 日(日)午後 6 時 

場所：Swope Park 

   （East Meyer Boulevard and Swope Parkway, Kansas City, MO） 

入場料：大人 3 ドル，12 歳以下無料 

当館と米国中部日米協会が共催するブースにて，折り紙や書道などの文化紹介や JET プログ

ラムなどの資料配付を行う他，ステージでは剣道や太鼓のパフォーマンスが行われます。 

詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。 

http://eeckc.net/?page_id=130 

 

（２）ヒロシマ・ナガサキ原爆展「From War to Reconciliation: Hiroshima Nagasaki Peace 

Exhibition」（ミネソタ州セントポール） 

日時：8月 22日（土）から 11 月 28日（土） 

場所：Landmark Center 

   （75 West Fifth Street, Saint Paul, MN 55102） 

入場料：無料 

 長崎・セントポール姉妹都市提携 60 周年及び戦後 70 年を記念して，国立長崎原爆死没者追悼

平和祈念館が主催で開催。48 点の写真の他，遺留品，音声記録等を展示。9月後半には被爆者が

同展を訪問し，体験談を語る予定になっています。 

http://www.landmarkcenter.org/museums.htm 

http://www.stpaulpeace.org/landmark-center-exhibits/2015/8/22/nagasaki-peace-exhibiti

on 

 

（３）アンダーソン日本庭園夏祭り（イリノイ州ロックフォード） 

日時：2015年 8月 22日（土）～23 日（日） 

場所：Anderson Japanese Garden 

      （318 Spring Creek Rd, Rockford, IL 61107） 

入場：有料（大人 8ドル，62 歳以上 7ドル，学生 6ドル，5 歳以下無料） 

 イリノイ州北部のロックフォード市にあるアンダーソン日本庭園で 2日間に亘り開催される

夏祭り。和太鼓演奏や茶道デモンストレーション，飴細工，書道デモンストレーション＆ワーク

ショップの他，色々なイベントがあります。 

http://www.andersongardens.org/event/japanese-summer-festival-2/ 

プロモーションビデオ：https://youtu.be/4Gfs4MTwrNg 
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（４）セントルイス日本祭（ミズーリ州セントルイス） 

日時：9月 5 日（土）～9月 7日（月） 

場所：ミズーリ植物園 

   （4344 Shaw Blvd, St Louis, MO 63110） 

入場料：大人（13歳以上）15 ドル，子供（12 歳以下）5ドル（植物園会員：大人 5ドル， 

子供無料） 

 毎年恒例のミズーリ植物園内日本庭園「清和園」がメイン会場となり開催される日本祭。 

日本文化体験や武道や和太鼓のデモンストレーション，フードコートなど，植物園全体で 

日本文化が楽しめるお祭りです。 

http://www.missouribotanicalgarden.org/things-to-do/events/signature-events/japanese-

festival.aspx 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

５． シカゴ日本人会主催「年金・国籍・老後の日本帰国」に関する講演会開催のお知らせ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

シカゴ日本人会主催「年金・国籍・老後の日本帰国」に関する講演会が以下の通り開催される

予定ですので，お知らせいたします。 

講演会の事前の登録方法，無料個別相談の予約方法など，講演会の詳細につきましては，シカ

ゴ日本人会事務局まで直接お問い合わせ下さい。 

 

日時: 9月 20日（日） 

      午前 9時～午後 12時 30 分 講演会・Ｑ＆Ａ(事前登録制。定員 100 名) 

   午後 1時 30 分～午後 4時 30分 無料個別相談（予約制） 

場所： Forest View Educational Center  

          2121 S. Goebbert Road, Arlington Heights, IL 60005 

会費：シカゴ日本人会会員：無料，非会員：20ドル 

講師：市川 俊治氏（海外年金相談センター） 

シカゴ日本人会連絡先： 

電話：847-593-1633, Eメール：info@chicagojapaneseclub.org 

  ウェブサイト：http://chicagojapaneseclub.org/ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

６．シカゴ双葉会日本語学校補習校教員募集のお知らせ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 シカゴ双葉会日本語学校補習校では，現地校との両立に頑張る子どもたちを応援してくださる

http://www.missouribotanicalgarden.org/things-to-do/events/signature-events/japanese-festival.aspx
http://www.missouribotanicalgarden.org/things-to-do/events/signature-events/japanese-festival.aspx
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情熱のある先生を募集しています。 

 詳しくは以下の募集要項をご覧の上，直接シカゴ双葉会日本語補習校までご連絡ください。 

 

http://www.chicagohoshuko.com/kyouinbosyu15jhd.pdf 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

７．休館日のお知らせ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 次回の当館休館日は以下のとおりです。 

   9月 7 日（月） Labor Day 

 

 休館日には領事窓口，広報文化センター，電話での応対等，通常業務は行っておりま 

せん。海外への渡航などで日本のパスポート（旅券）の発給を申請される場合には，発 

給まで時間を要しますので，現在お持ちのパスポートの有効期間を予めご確認の上，早 

めの手続きをお願いします。パスポートを含む当館の領事業務につきましては，当館ホ 

ームページをご覧ください。 

 http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_main_j.html 

 なお，事件・事故に巻き込まれた方，その他緊急の用件のある方は，当館代表電話 

（312-280-0400）に電話し，音声に従って操作して頂きますと，緊急電話受付につなが 

ります。 

 総領事館の休館日は，1年間の総休館日数が日本国内の官公庁と同数になるよう，米国 

と日本の祝日を調整して決めています。年間を通じた休館日をお知りになりたい方は， 

当館ホームページをご覧ください。 

 http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/about_main_j.html#about_closed 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

◆在留状況・連絡先等の変更があった場合◆ 

 在シカゴ日本総領事館では，テロや大規模災害などの緊急事態発生時等に日本人の皆 

様に直ちに情報の提供ができるよう，在留届を提出して頂いた方の在留状況・連絡先等 

の確認を行っています。転居やご帰国などにより在留届に記載された事項（住所，電話 

番号，メールアドレス，家族構成等）に変更があったものの，未だ当館へ変更届を提出 

していない方は，氏名（漢字およびローマ字）と生年月日を明記の上，変更事項を当館 

までご連絡下さい。 

 変更の届出を行っていないと，在留状況等を確認することができず，緊急事態発生時 

等に当館から情報の発信が行えませんので，必ず変更の届出を行うようお願いします。 

 

http://www.chicagohoshuko.com/kyouinbosyu15jhd.pdf
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◆パスポートの有効期間をご確認下さい◆ 

 パスポートの申請から交付までには時間を要しますので，日頃から現在お持ちのパス 

ポートの有効期間をご確認の上，早めの手続きをお願いします。パスポートを含む当館 

の領事業務につきましては，当館ホームページをご覧下さい。 

 http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_main_j.html 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  ＜受信中止・Ｅメールアドレスの変更＞ 

   http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/emailchange.html 

 ＜バックナンバー＞ 

  http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/backnumber.htm 

 ＜在シカゴ日本国総領事館＞ 

  E-mail: ryoji1@cg.mofa.go.jp 

    URL: http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/indexjp.html 

    Tel: 312-280-0400 

    Fax: 312-280-9568 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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