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

１．平成 28 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，2004 年 4月 2日から 2010 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 19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/itpr_ja/con_kyokasho_kouki_2016.html 

 

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

２．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。 

 

 8月 30 日（火）  ノースダコタ州ファーゴ市（旅券仮申請受付期限：8月 16日） 

   http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_nd_160830.pdf 

http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/con_kyokasho_kouki_2016.html
http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_nd_160830.pdf


  9月 1 日（木） 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 18 日） 

   http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_sd_160901.pdf 

  9月 21日（水） インディアナ州プレインフィールド市（旅券仮申請受付期限：9月 7日） 

   http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_in_160921.pdf 

  9月 29日（木） ミネソタ州イーガン市（旅券仮申請受付期限：9月 15日） 

   http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_mn_160929.pdf 

11月 3日（木） ネブラスカ州オマハ市（旅券仮申請受付期限：10月 20日） 

   http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_ne_161103.pdf 

11月 6日（日） ウィスコンシン州フランクリン市（旅券仮申請受付期限：10 月 21日） 

   http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_wi_161106.pdf 

 12月 7 日（水） ミズーリ州カンザスシティ市（旅券仮申請受付期限：11月 17 日） 

   http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_mo_161207.pdf 

 

 今後実施予定の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，

以下の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/itpr_ja/con_main_j.html#con_shuccho 

 

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

３．日本関連文化事業のお知らせ  

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

（１）シカゴ在住日本人若手研究者による研究発表会（イリノイ州シカゴ） 

日時：8月 27日（土）午後 1時～午後 5 時 

場所：当館広報文化センターホール 

   （737 North Michigan Ave. Suite 1000, Chicago, IL） 

シカゴ近郊の大学で研究している日本人研究者たちが，それぞれの専門分野の研究内容や成果

をわかりやすく日本語（または英語）で解説します。今回の講演タイトルは「M&A の実務」「硝

子だけじゃないんです ～新しいフッ素系材料の開発～」「コネの構造」です。入場無料，申込不

要。 

詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。 

http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/000174241.pdf 

 

（２）イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校ジャパンハウス夏祭り（イリノイ州アーバナ） 

日時：8月 28日（日）14:00-19:00 

場所：イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校ジャパンハウス 

   （2000 S. Lincoln Avenue, Urbana, IL 61802） 

http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_sd_160901.pdf
http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_in_160921.pdf
http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_mn_160929.pdf
http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_ne_161103.pdf
http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_wi_161106.pdf
http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_mo_161207.pdf
http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/con_main_j.html#con_shuccho
http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/000174241.pdf


昨年から始まったジャパンハウスの夏祭り。和太鼓公演、三味線演奏、武道デモンストレーシ

ョン、茶道デモンストレーション等日本の伝統文化紹介に加え、様々な展示や日本食をはじめと

する出店も出店される予定です。詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。 

http://illinois.edu/calendar/detail/3020?eventId=33235539&calMin=201608&cal=20160804&

skinId=972 

 

（３）アイオワ太鼓祭り（アイオワ州デモイン） 

日時：8月 28日（日）午後 2時～午後 6 時 

場所：Windsor Heights Community Center/Pavilion at Colby Park 

   （6900 School Street, Windsor Heights, IA) 

入場料：無料 

アイオワ日米協会が主催する太鼓祭り。蒼天太鼓演奏とワークショップの他、金魚すくいや太

鼓マスター（Wii)といった子供達のゲーム、日本のお土産屋、おにぎり、ぎょうざ、やきそばド

ッグ、綿菓子、ラムネといった日本の食べ物と飲み物が出店されます。詳細は以下のウェブサイ

トをご覧ください。 

https://www.facebook.com/japaniowa 

 

（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 3 日（土）～9月 5日（月）午前 10時～午後 8時 

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。 

 詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。 

http://www.missouribotanicalgarden.org/things-to-do/events/event-details/sreventid/17

35/eventmonth/9/eventyear/2016.aspx 

 

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

４．在カンザスシティ日本名誉領事の着任 

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

8 月 1 日付で、ジェームズ・サトシ・カンキ（James Satoshi Kanki）元米国中部日米協会会

長が、在カンザスシティ名誉領事に着任しました。 

中西部各地の日本名誉領事につきましては、下記リンクをご覧ください。 

http://illinois.edu/calendar/detail/3020?eventId=33235539&calMin=201608&cal=20160804&skinId=972
http://illinois.edu/calendar/detail/3020?eventId=33235539&calMin=201608&cal=20160804&skinId=972
https://www.facebook.com/japaniowa
http://www.missouribotanicalgarden.org/things-to-do/events/event-details/sreventid/1735/eventmonth/9/eventyear/2016.aspx
http://www.missouribotanicalgarden.org/things-to-do/events/event-details/sreventid/1735/eventmonth/9/eventyear/2016.aspx


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

 

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

５．職員募集のお知らせ 

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

当館では，以下のとおり現地採用職員（1名）を募集しております。ご関心のある方は，8月

31 日（水）までに履歴書（電話番号又は電子メール等連絡先を必ず記載してください）を下記

の宛先まで，郵送又はメールにてお送りください。なお，ご送付いただいた履歴書は返却いたし

ませんので，予めご了承ください。 

（１） 業務内容 

 総領事館業務補助（経理事務補助を含む） 

（２）勤務開始日 

2016年 9 月下旬 

（３）勤務時間 

 月曜日から金曜日までの週 5日，午前 9 時 15分から午後 5 時まで。但し，時間外勤務が必要

となる場合もあります。 

（４）応募条件 

 米国籍者、又は米国の永住権を取得している方。 

（５）望ましい要件 

（ア）日本語及び英語に堪能であること。 

（イ）ワード，エクセル，インターネット，Ｅメール等パソコンのスキルが身に付いていること。 

（ウ）協調性，積極性に富み，責任感を持って仕事を遂行していただける方。 

（６）選考方法 

 書類選考後，面接及び筆記・パソコン実技等の試験を行います。 

（７）応募先 

 Consulate-General of Japan in Chicago 

 737 North Michigan Ave., Suite 1100 

 Chicago, IL 60611 

Attn: 総務班（General Affairs Section） 

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

※電話でのお問い合わせはご遠慮ください。 

 

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

６．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。 

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


  9月 5 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/itpr_ja/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/itpr_ja/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。 

 

◆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/itpr_ja/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/itpr_ja/emailchange.html 

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


 ＜バックナンバー＞ 

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

 ＜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/itprtop_ja/index.html 

    Tel: 312-280-0400 

    Fax: 312-280-9568 

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

http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/backnumber.html
mailto:ryoji1@cg.mofa.go.jp
http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

