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◎目次 

１．安全上のお知らせ：広域渡航情報の発出 

（イスラム教シーア派の宗教行事「アルバイーン」に伴う注意喚起 

２．補欠選挙に伴う在外選挙の実施について 

３．領事出張サービスのお知らせ 

４．日本関連文化行事のお知らせ 

５．休館日のお知らせ 

 

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

１．安全上のお知らせ：広域情報の発出 

（イスラム教シーア派の宗教行事「アルバイーンに伴う注意喚起」 

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

 10 月 19日（土）頃は、イスラム教シーア派の宗教行事「アルバイーン」に当たります。大規模

行事はテロ等の標的になりやすいことから、外務省は海外安全情報（広域情報）を発出しています。

詳細は以下のリンクをご覧ください。 

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/000522478.pdf 

 

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

２．補欠選挙に伴う在外選挙の実施について 

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

（１）補欠選挙に伴う在外選挙の実施について 

 参議院埼玉選挙区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙が行われます。当館での在外公館投票は 10

月 12 日（土）午前 9時 30分から午後 5時まで実施する予定です。投票方法等の詳細は以下のリン

クをご覧ください。 

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/000517885.pdf 

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/000522478.pdf
https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/000517885.pdf


 

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

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

扱っています。 

 

10月 10日（木） ミネソタ州イーガン（旅券仮申請受付期限：9月 26日） 

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/000510678.pdf 

 

 10 月 20日（日） ウィスコンシン州フランクリン（旅券仮申請受付期限：10月 4日） 

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/000510682.pdf 

 

 10 月 24日（木）ネブラスカ州オマハ（旅券仮申請受付期限：10月 10 日） 

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/000510692.pdf 

 

 11 月 7 日（木）ミズーリ州セントルイス（旅券仮申請受付期限：10月 24日） 

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/000521541.pdf 

 

 11 月 21日（木）ミズーリ州カンザスシティ（旅券仮申請受付期限：11月 7日） 

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/000521542.pdf 

 

 12 月 5 日（木）インディアナ州インディアナポリス（旅券仮申請受付期限：11月 18 日） 

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/000521543.pdf 

 

令和 2年 1月以降の領事出張サービスの予定は以下のとおりです。具体的な日時・場所について

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。 

 1 月中旬：ミズーリ州セントルイス 

 2 月上旬：ウィスコンシン州マディソン 

 2 月下旬：ミネソタ州イーガン 

 3 月上旬：インディアナ州インディアナポリス 

 

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/000510678.pdf
https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/000510682.pdf
https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/000510692.pdf
https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/000521541.pdf
https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/000521542.pdf
https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/000521543.pdf


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

４．日本関連文化行事のお知らせ 

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

（１）石田徹也展（イリノイ州シカゴ）  

スペイン・マドリードでの展覧会が好評を博した故石田徹也氏の絵画展がシカゴで開催されます。

詳細は以下の URL をご覧ください。 

https://wrightwood659.org/exhibitions/tetsuya-ishida-self-portrait-of-other/  

日時：10 月 3 日（木）～12月 14 日（土）＊要予約 

木・金 午後 12 時～午後 8 時 、 土 午前 10 時～午後 7時 

場所： Wrightwood 659 (659 W. Wrightwood, Chicago, IL 60614) 

 

（２）大カンザスシティ日本祭り（カンザス州オーバーランドパーク）  

 カンザス州オーバーランドパークで毎年恒例の日本祭りが開催されます。詳細は以下の URL をご

覧ください。  

https://www.kcjapanfestival.org/event/japanfest-2019/ 

日時：10 月 5 日（土）午前 10 時～午後 7 時  

場所：Johnson County Community College (12345 College Blvd., Overland Park, KS 66210)  

  

（３）オマハ・ローリツェン植物園秋祭り（ネブラスカ州オマハ）  

 ネブラスカ州オマハのローリツェン植物園で毎年恒例の日本祭りが開催されます。詳細は以下の 

URL をご覧ください。  

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

日時：10 月 5 日（土）～6 日（日）午前 9 時～午後 5 時  

場所：Lauritzen Gardens (100 Bancroft St, Omaha, NE 68108)  

 

（４）シカゴ・マラソン応援ブース（イリノイ州シカゴ）  

シカゴ姉妹都市委員会ほか日米関係団体と当館の共催でシカゴ・マラソンのランナーを応援しま

す。詳細は以下の URL をご覧ください。  

日時：10 月 13 日（日）午前 8 時～10 時 30 分  

場所：1715 N. Sedgwick St. Chicago, IL 60614  

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/JIC/Calendar/Marathon_flier2019.pdf 

 

 （５）飯塚翔太選手講演会（イリノイ州シカゴ）  

https://wrightwood659.org/exhibitions/tetsuya-ishida-self-portrait-of-other/
https://www.kcjapanfestival.org/event/japanfest-2019/
https://www.lauritzengardens.org/Visit/Events_and_Exhibits/Japanese_Ambience_Festival/
https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/JIC/Calendar/Marathon_flier2019.pdf


日本シカゴ商工会議所（JCCC）の主催により、陸上競技短距離走オリンピック銀メダリストの飯

塚翔太選手による講演会が開催されます。詳細は以下の URL をご覧ください。  

https://www.jccc-chi.org/ja/event/shota_iizuka_lecture/?instance_id=1222226 

日時：10 月 18 日（金）午後 4時～5 時 30分  

場所：Presidents Plaza (8700 W. Bryn Mawr Ave., Chicago, IL 60631) 

 

（６）ミルウォーキー日本祭り（ウィスコンシン州ミルウォーキー） 

ウィスコンシン州ミルウォーキーで毎年恒例の日本祭りが開催されます。詳細は以下の URL をご

覧ください。 

https://milwaukeejp.wordpress.com/fundraisers/japan-fest-2019/ 

日時：10 月 20 日（日）午後 12 時～3 時 30分  

場所：Franklin High School Cafeteria (8222 S 51st St, Franklin, WI) 

 

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

５．休館日のお知らせ 

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

 10 月～11 月の当館休館日は以下のとおりです。 

  10 月 14 日（月） コロンバスデイ 

  10 月 22 日（火） 即位礼正殿の儀 

  11 月 11 日（月） ベテランズデイ 

  11 月 28 日（木） サンクスギビングデイ 

  11 月 29 日（金） デイアフターサンクスギビング 

 

 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が、日

本人の関与する事件・事故や，その他緊急の用件がある方は，当館代表電話（312-280-0400）に電

話し，音声に従って操作する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。 

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/about_main_j.html 

 

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

◆在留状況・連絡先等の変更があった場合◆ 

https://www.jccc-chi.org/ja/event/shota_iizuka_lecture/?instance_id=1222226
https://milwaukeejp.wordpress.com/fundraisers/japan-fest-2019/
https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/about_main_j.html


 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 

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

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
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

