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１ 倉光総領事からのメッセージ 

モントリオール総領事館が入居しているビルでは，現在大がかりな改修工事が行われております。そ

の一環として，総領事館前のエレベーターホールでも天井・壁・床の張り替え工事が順次行われていま

す。   

この工事は，３月中旬のある日，全く予告もないまま突然開始されました。できるだけ早く工事を終

了するよう申し入れているところですが，毎週の工事予定は共有されるものの，いつ終了するのかにつ

いて具体的な日付は判らない，という状況です。 

このような事態を見ておりますと，２０１６年１１月に福岡市で起こった道路陥没事故のことが思い

出されます。通常なら，数ヶ月はかかるという復旧作業がわずか一週間で完了したということで，世界

中で評判になりました。その時には，多くのカナダ人や外交使節の仲間から日本の工事の迅速さについ

て絶賛を受けたことが思い出されます。これと比較するのは酷かもしれませんが，当地の大型工事の効

率性をもう少し高めてもらえないか，と感じるのは私だけではないと思います。 

話を総領事館前の工事に戻しますと，天井部分と床部分の工事がだいたい終わり，以前に比べると見

苦しいところが多少改善しておりますが，最終的に工事が終了するまでには，さらに一ヶ月近い日時を

要するとのことです。総領事館に来館される皆様には，ご不便をおかけしますが，ご理解のほどよろし

くお願いいたします。 

 

在モントリオール日本国総領事 

倉光 秀彰 

 

２ 総領事館からのお知らせ 

（１）５月，６月の休館日のお知らせ 

 ５月２１日（月） National Patriot’s Day 

 ６月２５日（月） Quebec National Holiday 

 

３ 領事便り 

（１）在留邦人子女に対する「いじめ相談窓口」の設置について 

 平成２５年にいじめ防止対策推進法が施行されたことに伴い，日本国内の学校においては，各学校に



対して，いじめ防止に関する措置等が求められているところですが，本法律を受け，海外子女教育振興

財団（海外に在留する邦人の子女及び本邦に帰国した邦人の子女への教育振興を目的とする公益財団法

人）においては，従来から実施していた海外子女教育専門の教育相談員による教育相談の中で，在留邦

人子女に対する「いじめ相談窓口」を設けて対応することとなりました。 

 

 「いじめ相談窓口」の連絡先等については以下のとおりです。 

○ 公益財団法人 海外子女教育振興財団 事業部 教育相談事業チーム 

（http://www.joes.or.jp/kojin/sodan） 

○ 電話番号：＋81－3－4330－1352 

※受付時間：月～金曜日 10：00～16：00（日本時間） 

○ Ｅメール： sodanjigyo@joes.or.jp 

※受付時間：随時 

 

（２）Ｇ７シャルルボワ・サミットの開催 

 ６月８日，９日の両日，ケベック州マルベー市のホテル「マノワール・リシュリュー」において，Ｇ

７サミットの開催が予定されております。同サミット開催に伴い，期間中及びその前後，会場ホテル周

辺地域では大規模な警備や交通規制が予想されますので，同地域への旅行・出張を計画されている皆様

は，施設の閉鎖や渋滞を念頭に置き，事前の情報収集を徹底して下さい。 

 また，同期間中，特にケベック市ではＧ７サミットに反対するデモが多数計画されており，中には器

物の損壊等，暴力的な行為に及ぶ集団も存在すると報道されています。そのため，デモを見かけた場合

は興味本位で近寄らず，直ちにその場から離れるようお願いします。 

 

（３）安全対策：Ｆ－１カナダ・グランプリ開催に伴う注意喚起 

６月８日（金）から１０日（日）までの３日間，モントリオール市内のノートルダム島において，Ｆ

－１カナダ・グランプリの開催が予定されています。 

 毎年，世界中から大勢の観客がモントリオールを訪れますが，管轄署の警察関係者によりますと，同

イベント時期には，強盗，傷害といった身体へ直接的な被害の及ぶものはまれではあるものの，人混み

の中でカバンから財布やパスポートを抜き取られる，食事中に背もたれや足下に置いた荷物が盗まれる

等の被害が毎年多く報告されているとのことですので，常に周囲に気を配り,これらの犯罪被害に遭わ

ないよう努めてください。 

 また，例年モントリオールでは，Ｆ－１カナダ・グランプリの観客が車上狙いの被害に遭う事件が数

件発生しておりますので，自動車での移動はなるべく避け，公共交通機関での移動をお勧めします。自

動車で観戦に来られる方は，管理人が常駐しているなど，しっかり管理されている駐車場や周囲からの

見通しのよい駐車場を選び，車内に貴重品やバッグ等を放置したまま車から離れないようにしてくださ

い。 

 なお，Ｆ－１カナダ・グランプリ開催に伴い，道路を封鎖してイベントが行われる場所もありますの

で，最新の交通情報の収集に努めてください。 

 

○ モントリオール市警察 (SPVM)のホームページ 

・仏語版 ：https://www.spvm.qc.ca/  

mailto:sodanjigyo@joes.or.jp
https://www.spvm.qc.ca/


・英語版 ：https://www.spvm.qc.ca/en 

・Twitter：https://twitter.com/SPVM 

○ モントリオール交通局（STM）のホームページ 

・仏語版 ：http://www.stm.info/fr 

・英語版 ：http://www.stm.info/en 

・Twitter：https://twitter.com/stminfo 

 

４ 広報・文化便り 

 当館では，日本関連行事に関する情報を随時募集しております。皆様御自身が実施される日本関連行

事のほか，知り合いの方についての情報を（ emagazine@mt.mofa.go.jp ）までお知らせください。毎

月末までに原稿をいただければ翌月のメールマガジンに掲載することができます。ホームページへの掲

載は随時行います。 

（１）日加修好９０周年記念事業の募集 

 ２０１８年は，日本とカナダが外交関係を樹立してから９０年目に当たります。日加両首脳が「日加

協力新時代」と名付けた最近の日加関係にスポットライトを当て，この節目の年を日本とカナダの間の

幅広い協力・交流の年として祝うため，以下の要領で，日加修好９０周年を記念するにふさわしい事業

を募集し，「日加修好９０周年記念事業」として認定します。周年事業として認定された事業は，広報

媒体（ポスター，パンフレット，チラシ，プログラム，ウェブサイト，看板，垂れ幕等）に，「日加修

好９０周年事業」の名称とロゴマークを使用いただくことができるほか，管轄地区にある大使館又は総

領事館の「日加修好９０周年行事カレンダー

（ http://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/90th_calendar.html ）」に掲載されることにな

ります。皆様も奮って御参加ください。 

日加修好９０周年記念事業の認定基準，申請方法等，詳細はこちらからご確認ください。 

http://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/90th_event.html 

  

５ 日本関連行事等のお知らせ 

＊以下の日本関連行事は，必ずしも当館が共催，後援，保証している行事ではありません。また，同行

事にて表明される意見等は日本国政府の公式見解とは異なる内容を含み得ます。行事詳細については，

各主催団体へ直接お問合わせください。 

＊外部のサイトへのリンクは，あくまでも皆様への御参考情報です。外部のサイトに掲載されている内

容や信頼性に関しましては，当館は一切責任を負いませんので御了承ください。 

（１）日加修好９０周年事業 

ア 日仏語ランゲージエクスチェンジ（ケベック市） 

日時：５月２８日（月），６月１１日（月） 

（仏語）１９時～１９時４５分 （日本語）１９時４５分～２０時３０分 

場所：ラヴァル大学日本館 

Bibliotheque de l'Universite Laval 

Pavillon J.-C.-Bonenfant 

Espace Japon, niveau 00 

参加無料 

https://www.spvm.qc.ca/en
https://twitter.com/SPVM
http://www.stm.info/fr
http://www.stm.info/en
https://twitter.com/stminfo
mailto:emagazine@mt.mofa.go.jp
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http://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/90th_event.html


詳細はこちらからご確認ください。 

https://www.bibl.ulaval.ca/web/programmation-culturelle/espace-japon-immersion-francaise-ja

ponaise 

 

イ モントリオール市立植物園でのイベント（植物園入園料がかかります。） 

（ア）日本館展示「広島は今、「市民の日常」－「未来へ引き継ぐ平和」」 

モントリオール市と姉妹都市でもある広島市に関する展示が行われています。 

期間：５月１５日（火）～１０月３１日（水）１０時～１８時 

場所：モントリオール市立植物園日本館 

4101 rue Sherbrooke Est, Montreal 

問合せ先：514-872-0607 

 

（イ）生け花インターナショナルモントリオール支部華道展「La vie en fleurs / Life in Bloom」 

日時：５月１９日（土）～２１日（月）１０時～１８時 

場所：モントリオール市立植物園日本館 

4101, rue Sherbrooke Est, Montreal 

詳細はこちらからご確認ください。 

http://calendrier.espacepourlavie.ca/ikebana-life-in-bloom-808371 

 

ウ 草月流 生け花展示会「友情」（ハリファックス市） 

日時：５月２６日（土）１２時～１８時 

５月２７日（日）１２時～１７時 

場所： Halifax Central Library   

5440 Spring Garden Rd, Halifax, NS 

連絡先：the ikebana shop 902-407-0487 又は inquiry@theikebanashop.com 

 

エ Festival Orford Musique 

オーフォードで行われる音楽祭です。今年は日本がテーマ国となっており，日本文化各種イベントも

開催されます。 

期間：７月６日（金）～８月１１日（土） 

詳細はこちらからご確認ください。 http://www.orford.mu/festival-2018/ 

（日本食イベント） http://www.orford.mu/gastronomie/ 

（生け花・日本酒・茶道イベント） http://www.orford.mu/traditions-japonaises/ 

 

（２）その他新着情報 

ア Festival des musiques de creation 

期間：５月１６日（水）～２０日（日） 

詳細はこちらからご確認ください。 

http://musiquesdecreation.org/ 

 

https://www.bibl.ulaval.ca/web/programmation-culturelle/espace-japon-immersion-francaise-japonaise
https://www.bibl.ulaval.ca/web/programmation-culturelle/espace-japon-immersion-francaise-japonaise
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日本から「あふりらんぽ」が出演します。 

日時：５月１８日（金） 

場所：Salle Pierrette-Gaudreault 

4160, rue du Vieux-Pont, Jonquiere 

 

イ モントリオール・コミック・アート・フェスティバル 

日時：５月２５日（金）～２７日（日） 

場所：Espace La Fontaine 

無料 

詳細はこちらからご確認ください。 http://www.fbdm-montreal.ca/en/ 

 

日本からマンガ作家・山本美希氏と漫画家・横井三歩氏が参加，ワークショップが５月２７日（日）１

６時から行われます。 

http://www.fbdm-montreal.ca/babillard/artistes-internationaux-2018/ 

 

ウ ジョーキーボール世界大会２０１８ 

 日本代表チームも参加予定です。 

日時：７月４日（水）～７日（土）９時～２１時 

場所：Club de Jorkyball St-Leonard-d'Aston 

846 rue de la Station, St-Leonard-d'Aston, QC 

詳細はこちらからご確認ください。 https://www.jorkyballcanada.ca/ 

 

（３）既にお知らせしている情報 

ア Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville 

ヴィクトリアヴィルで開催される国際音楽祭です。「あふりらんぽ」など日本からもアーティストが

多数参加します。 

期間：５月１７日（木）～２０日（日） 

詳細はこちらからご確認ください。 

http://www.fimav.qc.ca/en/edition/programming 

 

イ ワークショップ：折り紙と割り箸（ケベック市） 

日時：５月２０日（日）１３時～１４時，１４時～１５時 

場所：ラヴァル大学日本館 

Bibliotheque de l'Universite Laval 

Pavillon J.-C.-Bonenfant 

Espace Japon, niveau 00 

参加無料 

詳細はこちらからご確認ください。 

https://www.bibl.ulaval.ca/web/programmation-culturelle/espace-japon-atelier-origami-wariba

shi 

http://www.fbdm-montreal.ca/en/
http://www.fbdm-montreal.ca/babillard/artistes-internationaux-2018/
https://www.jorkyballcanada.ca/
http://www.fimav.qc.ca/en/edition/programming
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https://www.bibl.ulaval.ca/web/programmation-culturelle/espace-japon-atelier-origami-waribashi


 

ウ Next Music From Tokyo vol. 12 

 日本のインディーズバンドによるライブです。 

日時：５月２１日（月）開場：２０時，開演：２１時 

場所：La Sala Rossa 

4848 Boulevard Saint-Laurent, Montreal 

詳細はこちらからご確認ください。 https://www.nextmusicfromtokyo.com/ 

 

エ 第４回ウエストマウント室内楽ワークショップ 

 ヴァイオリニスト白石茉奈氏ほか，ピアノ，ヴィオラ，チェロ，コントラバス奏者６名の講師陣による

室内楽ワークショップが開催されます。講師陣，参加者によるコンサートも行われます。現在，ピアノと

弦楽器奏者を対象に参加者を募集しております。昼の部，大人の参加者のための夜の部もあります。 

申込み期限：５月２０日（日） 

期間：６月２９日（金）～７月８日（日） 

詳細はこちらからご確認ください。 https://wchambermusicw.wordpress.com 

問合せ先： wchambermusicw@gmail.com または 514-621-6885（白石） 

 

 

６ ケベック州・大西洋４州政治経済情勢 

 ケベック州・大西洋４州における政治・社会動向について主要なものを御参考まで御紹介いたします。 

●政治 

（１）ケベック州 

・１６日，ウルテル同州移民・多様性・編入大臣は，米国との国境を越境する難民申請希望者への対応

費用として，連邦政府に対して１億４，６００万加ドルの支援を要請。 

・１７日，ケベック自由党は，イヴ・サン＝デニ州議会議員をセクハラ問題で離党処分。 

・３０日，ケベック州上級裁判所は，外部の者と結婚した場合，自治区内での居住を禁止するカナワケ

自治区の規則は違法であると判決。 

・６日，Ｂ７会合がケベック市で開催され，トルドー加首相，クイヤール州首相が各国経済界の代表と

共に参加。日本からは榊原経団連会長等が参加。 

・６日～８日にかけて，レジェール・マーケティング社が実施した州政党に関する支持率世論調査によ

れば，ケベック未来連合（ＣＡＱ）：３４％，ケベック自由党（ＰＬＱ）：２９％，ケベック党（ＰＱ）：

２１％，ケベック連帯（ＱＳ）：９％，緑の党：３％，その他：４％の順。 

 

（２）ニューファンドランド・ラブラドール州 

・８日，同州新民主党（ＮＤＰ）党首選が行われ，ゲリー・ロジャース氏が選出。 

・２６日，同州自由党は，パワハラ問題を受け，同党のジョイス議員を離党処分とした旨発表。 

・２８日，父が元同州副総督及び連邦・州閣僚経験者であるクロスビー氏（Mr. Ches Crosbie）が同州

進歩保守党（ＰＣ）党首に選出。 

・３０日，カービー同州教育・幼少期発展大臣は，自身が絡むパワハラ問題を受け，大臣職解任及び同

州自由党からの除名処分を受ける。 

https://www.nextmusicfromtokyo.com/
https://wchambermusicw.wordpress.com/
mailto:wchambermusicw@gmail.com


 

（３）プリンスエドワードアイランド州 

・６日，同州政府は２０１８年度予算を発表。１５０万加ドルの黒字予算となる。 

・８日，過去に同党から立候補経験があるジョー・バーン氏が同州新民主党（ＮＤＰ）党首として選出。 

 

（４）ニューブランズウィック州 

・５日，コリンズ同州議会議長は，パワハラ被害の申し立てを受け，審査の期間中，同州自由党から一

時的に離党処分を受ける。 

 

●経済 

（１）ケベック州 

・５日，イドロ・ケベックは，シンガポール科学技術研究庁との間で，リチウム電池に関する共同研究

に取り組むことを発表。 

・８日，ソフトバンクは，リチウム鉱山開発を行うケベック州のネムスカ社の１０％の株式を取得し，

毎年，生産量のうち最大２０％を購入する権利を獲得。 

・１１日，エア・カナダ主催モントリオール・成田直行便就航記念レセプションがモントリオール市内

にて開催。 

・１７日，州政府は，持続可能な交通政策の一環として，２０２３年までに州民の平均通勤時間を２０％

削減する目標を発表。 

・３０日，利用者数の急激な増加がみられるモントリオール空港は，今後５年で２０億５，０００万加

ドルをかけ，施設を拡大する計画を発表。 

 

（２）ニューファンドランド・ラブラドール州 

・１２日，同州政府がケベック州との間で，州境にある鉱業開発プロジェクトに加え，両州間の交通を

強化するため地質調査，土地利用計画，インフラ開発及び雇用創出等において協力していく旨発表。 

・１７日，中国を訪問中のコーディー同州天然資源大臣は，中国鉄鋼業大手のＨＢＩＳグループ関係者

との間で，同州の鉱山開発事業への同社からの投資に関する意見交換を実施。 

・１７日，ラブラドール市にあるカナダ鉄鉱石会社（ＩＯＣ）の従業員は新たな契約条件を求め，３月

２７日からストライキを継続中。交渉妥結の可否を問う投票では７６．５％の組合員が会社からの提案

を否決するとの結果。 

・１７日，州内のオフショア石油産業における建設，製造業で知られるＤＦバーンズ社は英国の石油ガ

ス産業界で２５年の実績を誇るスコットランドの BurntIsland Fabrications 社に買収される。 

 

（３）プリンスエドワードアイランド州 

・２３日，シャーロット・タウン空港の滑走路改修工事が開始。同空港の主要な改修は約３０年ぶりと

なる。改修工事は６か月とされ，その間は第二滑走路で代用する予定。 

 

（４）ノバスコシア州 

・６日，同州政府は，２０１９年から海外で医学教育を受けた医師の受け入れを試験的に開始する旨発

表。２０１９年初めからダルハウジー大学で３か月の審査期間を終えた後，試験に合格した医師は秋頃



から医師としての活動を開始する。 

・１０日，同州政府は，連邦政府から今後１０年間で８億２，８００万加ドルの財政支援を受け，公共

交通，緑地化，文化・レクリエーション，ファースト・ネーションズコミュニティーのインフラ拡充計

画を実施する旨発表。 

・２１日，カナダ・ノバスコシアオフショア石油公団（ＣＮＳＯＰＢ）はＢＰカナダ社にハリファック

ス沖合での掘削権を与え，海底探査を行うことを承認。 

 

（５）ニューブランズウィック州 

・５日，サセックス近郊に位置する５，０００万加ドル規模の風力発電所は，２０１９年末にＮＢパワ

ー社に対して電力販売を開始する見通し。同発電所の事業主はトビク先住民となり，同事業から得られ

る３００万加ドルは同コミュニティのための教育と住宅に充てられる見込み。 

・１９日，同州酒類販売公社以外から購入した一定量の酒類の所持を禁止する同州酒類制限法の合憲性

が問われた裁判で，連邦裁判所は同法は合憲との判決。 

・２４日，同州漁業・海洋省は，北大西洋におけるタイセイヨウセミクジラの保護のため，同州北岸海

域におけるロブスター漁の中止を発表。 
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