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《第 144 号》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  9/22/2016 

 

◎目次 

１．補欠選挙に伴う在外選挙の実施について 

（衆議院議員補欠選挙：東京都第 10区，福岡県第 6区) 

２．カナダ政府による電子渡航認証（eTA）制度の運用について 

３．領事出張サービスのお知らせ 

４．日本関連文化事業のお知らせ  

５．休館日のお知らせ 

 

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

１．補欠選挙に伴う在外選挙の実施について 

（衆議院議員補欠選挙：東京都第 10区，福岡県第 6区) 

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

 衆議院議員補欠選挙（東京都第 10区，福岡県第 6区）に伴う在外選挙が次の通り実施される

予定です。 

告示日：平成 28年 10 月 11 日（火）（予定） 

在外公館投票日：平成 28年 10 月 12日（水）（予定） 

日本国内の投票日：平成 28 年 10月 23 日（日）（予定） 

 

東京都第 10 区または福岡県第 6区に在外選挙人登録をされている方は，「在外公館投票」,「郵

便等投票」,「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。 

当館では，次のとおり在外公館投票を実施する予定です。 

投票日時：10月 12 日（水）午前 9 時 30分から午後 5 時まで（予定） 

投票場所：在シカゴ日本国総領事館（Olympia Centre 11 階） 

737 N Michigan Ave #1100, Chicago, IL 60611 

持参書類：（1）在外選挙人証，（2）旅券等の身分証明書 

 

詳しくは，当館ホームページをご覧ください。 

 http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/000188812.pdf 

http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/000188812.pdf


 

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

２．カナダ政府による電子渡航認証（eTA）制度の運用について 

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

カナダ政府は、2016年秋までとしていた電子渡航認証（Electronic Travel Authorization

（eTA））の取得義務の猶予期間を，2016年 9月 29日までとしました。 

2016年 9月 30日からは，カナダ入国査証（ビザ）の取得が免除されている国籍者（日本人も

該当）が航空機（空路）でカナダへ入国（トランジットを含む）する際は，eTAの事前取得が必

要になりますので，ご注意ください。 

 

eTAの詳細につきましては、カナダ移民省のウェブサイトをご確認ください。 

カナダ移民省ウェブサイト 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp 

 

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

３．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 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 

 

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

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp
http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_mn_160929.pdf
http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_ne_161103.pdf
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４．日本関連文化事業のお知らせ  

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

（１）広報文化センター改修工事のお知らせ 

在シカゴ日本国総領事館広報文化センターは改修工事のために 9月 26日から 11月末まで閉鎖

いたします。現在貸し出している図書の返却については，広報文化センターにメールか電話にて

お問い合わせください。 

メールアドレス：jic@cg.mofa.go.jp 

電話：312-280-0432 

 

（２）大カンザスシティ日本祭 

日時：10月 1 日（土）午前 10 時～午後 7 時 

場所：ジョンソン・カウンティ・コミュニティ・カレッジ 

    12345 College Blvd., Overland Park, KS 

入場料：大人＄12，学生＄15，6～12歳＄5（事前申込だと大人は＄10：

http://www.kcjapanfestival.org/advance-tickets/greater-kansas-city-japan-festival-266

50799258/） 

よさこいダンス，太鼓，琴演奏，J-Pop コンサートなどがステージで行われる他，茶道・武道

などのデモンストレーション，生け花展示，コスプレコンテストなどが行われます。詳細は下記

サイトをご覧ください。 

http://www.kcjapanfestival.org/ 

 

（３）オマハ・ローリツェン植物園秋祭 

日時：10月 1日（土），2日（日）午前 9 時～午後 5 時 

場所：オマハ・ローリツェン植物園 

    100 Bancroft St., Omaha, NE 

植物園入場料：大人＄10，6～12 歳＄5，6 歳未満無料 

書道体験や武道デモンストレーション，和太鼓演奏などが行われます。詳細は下記サイトをご

覧ください。 

http://www.lauritzengardens.org/Visit/Events_and_Exhibits/Japanese_Ambience_Festival/

index.asp 

 

（４）ヒロシマ・ナガサキ原爆展 

日時：10月 1日（土）～30 日（日）午前 9 時～午後 5 時 

場所：Japanese Culture Center 

    1016 Belmont Ave., Chicago, IL, 60657 

入場料：無料（オープニング・セレモニーのみ事前登録が必要） 

mailto:jic@cg.mofa.go.jp
http://www.kcjapanfestival.org/advance-tickets/greater-kansas-city-japan-festival-26650799258/
http://www.kcjapanfestival.org/advance-tickets/greater-kansas-city-japan-festival-26650799258/
http://www.kcjapanfestival.org/
http://www.lauritzengardens.org/Visit/Events_and_Exhibits/Japanese_Ambience_Festival/index.asp
http://www.lauritzengardens.org/Visit/Events_and_Exhibits/Japanese_Ambience_Festival/index.asp


広島市と長崎市の共催にて開催される原爆展。被爆の実相を伝える写真パネルの展示や平和記

念資料館所蔵資料の展示，被爆体験記，折り紙コーナーや DVD の上映の他、被爆体験者による講

演も実施される。詳細は下記サイトをご覧ください。 

https://www.facebook.com/events/1766160663661139/ 

 

（５）アジアン・ポップ・アップ・シネマ  

上映映画：When the Curtain Rises（幕が上がる） 

日時：10月 9日（日）午後 2時（上映時間 119 分） 

場所：Wilmette Theatre 

       1122 Central Ave., Wilmette, IL, 60091 

アジア各国の映画賞受賞作品を中心に約３カ月間にわたり映画を上映していくイベント。日本

映画は「When the Curtain Rises（幕が上がる）」「The Actor（俳優 亀岡拓次）」「Round Trip Heart

（ロマンス）」の３本が期間中に上映されます。入場料等を含めた詳細は下記サイトをご覧くだ

さい。 

http://www.asianpopupcinema.org/ 

 

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

５．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。 

  10月 10日（月） Columbus Day，体育の日 

 

 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 

 

https://www.facebook.com/events/1766160663661139/
http://www.asianpopupcinema.org/
http://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/con_main_j.html
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

◆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 

 ＜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 

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