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１ 総領事館からのお知らせ 

（１）８月，９月の休館日のお知らせ 

  ９月３日（月） Labour Day 

 

２ 領事便り 

（１）第三国へ出国の際の「たびレジ」登録のお願いと各種犯罪に対する注意喚起 

在留届を提出されている在留邦人の方については，普段は海外安全情報配信サービス「たびレジ」に

登録する必要はありません。しかし，たとえば夏季期間中，第三国にお出かけの際は是非，「たびレジ」

の登録をお願いいたします。 

「たびレジ」に登録すると，渡航先の大使館・総領事館から日本語のメールで最新の安全情報が届き

ます。また，大規模な事件・事故，テロ，自然災害等緊急事態が発生した場合，被害の状況によっては，

現地の大使館・総領事館から緊急連絡のメールが届き，安否の確認や必要な支援などを受けることがで

きます。 

ご登録はこちらから： 

 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 
 

 なお，夏から秋の紅葉シーズンにかけては，各地から多くの旅行者がモントリオール，ケベック市，

ローレンシャン地方やシャーロットタウンなどを訪れますが，日本人観光客を狙ったスリや置き引き，

車上狙いといった盗難事件が増える時期となります。 

また，場合によっては日本人が各種の重大犯罪（強盗・暴行等）のターゲットとなってしまうケース

もあり得ます。在留邦人の皆様方には，「カナダ国内は安全という先入観や印象から油断してしまった」

ということがないよう，今一度，身の回りの安全に注意を払って行動することを心がけてください。 

 

（２）海外に在留する邦人子女に対するいじめ相談窓口について 

国内の学校においては，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，各学校へいじ

め防止に関する措置等が求められているところですが，これを受けて，海外に在留する邦人の子女への

教育振興を目的とする公益財団法人海外子女教育振興財団においては，従来から実施していた教育相談

の中で，いじめ相談についても対応することとなりました。 

同相談窓口詳細は以下のとおりです。 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html


 

＜いじめ相談窓口＞ 

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 

ＴＥＬ    ：＋８１－３－４３３０－１３５２ 

       （受付時間：月～金曜 １０時～１６時（日本時間）） 

メールアドレス：sodanjigyo@joes.or.jp 
          （受付時間：随時） 

 
【参考】 

公益財団法人 海外子女教育振興財団とは 

海外に勤務する邦人の子女および海外勤務を終了し本邦に帰国した邦人の子女の教育の振興を図る

ため，必要な教育・研修，支援，助言・情報提供・調査等に関する事業を行い，海外勤務生活の安定に

寄与し，もってわが国の海外における発展と国際交流の推進に資することを目的とする（昭和４６年設

立） 

http://www.joes.or.jp/cms/joes/pdf/kaiin/jigyo.pdf 
 

（３）歴史問題に端を発する邦人の方の被害に関する御連絡・御相談について 

いわゆる歴史問題を背景とした，いじめ，嫌がらせ，差別，暴言等の被害に遭われた方やそのような

具体的な被害情報をお持ちの方は，下記に御連絡・御相談ください。 

 当館といたしましては，プライバシー及び個人情報の保護に十分に留意の上，当地関係機関とも連携

し，対応いたします。 

 

＜連絡・相談・お問い合わせ＞ 

在モントリオール日本国総領事館 総務班 

ＴＥＬ    ：５１４－８６６－３４２９ 

メールアドレス：consul@mt.mofa.go.jp 
 

（４）当館管轄州での９月の領事出張サービスのご案内（再掲載） 

 当館では，モントリオールから離れた地域にお住まいの皆様のために，領事出張サービスを実施して

います。 

９月に，当館管轄州２都市（ハリファックス，ケベック市）において，領事出張サービスを実施いた

します。（ケベック市につきましては当初お知らせした日程が変更になりましたのでご注意ください。） 

 パスポートや各種証明書の申請・交付，戸籍関係書類の届出，在外選挙人名簿登録申請，その他領事

相談等がございましたら，是非この機会をご利用ください。 

 領事出張サービスの日時，会場は以下のとおりです。 

 領事出張サービスは予約制となっていますので，ご利用を希望される方はあらかじめ当館領事班まで

ご連絡ください。 

 領事出張サービスに関する詳細は当館ホームページをご覧ください。 

 

ア ハリファックス領事出張サービス（申込締切：８月２４日（金）） 

mailto:sodanjigyo@joes.or.jp
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○日時：９月８日（土）１０時００分～１５時００分 

○場所：Halifax Central Library (Windsor Foundation Room（4F）)   

        住所：5440 Spring Garden Road, Halifax, NS, B3J 1E9 

ハリファックス領事出張サービス 

http://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular/oneday_halifax_20180908.html 

 

イ ケベック市領事出張サービス（申込締切：９月１４日（金）） 

（ケベック日本語センターのご協力を得て，東部ケベック研修センターで実施します。） 

○日時：９月２９日（土）１０時００分～１５時００分 

○場所：Centre de formation Eastern Quebec 

住所：3005 Rue William-Stuart, Quebec, QC G1W 1V4 

ケベック市領事出張サービス 

http://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular/oneday_QC_20180922.html 

 

（５）安全対策：犠牲祭（イスラム教の祝日）期間に伴う注意喚起 

 ア 8 月 21 日（火）から 8 月 24 日（金）頃までは，イスラム教の犠牲祭（イード・

アル＝アドハー，一部の地域ではクルバンやタバスキとも言われます。）に当たります。犠

牲祭は，イスラム教徒によるサウジアラビアの聖地メッカへの大巡礼が終わりを迎えるイ

スラム暦 12 月 10 日から 3-4 日間行われ（今年は 8 月 21 日から 8 月 24 日），この間，イス

ラム圏の国々では休日となります。また，欧米諸国等の非イスラム圏においても，イスラ

ム教徒が多数居住する地区等では，犠牲祭にかかわる宗教行事が行われることがあります。 

 イ 現在のところ，犠牲祭に際してテロの実行を呼びかける声明などは確認されてい

ませんが，犠牲祭期間中やその前後に海外に渡航・滞在される方は，大規模行事はテロ等

の標的となり易いことに留意してください。また，外務省が発出する海外安全情報及び報

道等により，最新の治安情勢等，渡航・滞在先について最新の関連情報の入手に努めると

ともに，改めて危機管理意識を持つよう努めてください。 

たびレジ登録：https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 

海外安全情報：https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

 

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。 

ア 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
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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 

 

イ 国際交流基金巡回展「パラレル・ニッポン現代日本建築展 1996-2006」 

 日本建築学会の協力を得て過去１０年（1996 年－2006 年）に竣工した日本の建築から，安藤忠雄，

磯崎新，伊東豊雄，黒川紀章など代表的な作品を選び，写真や立体・模型を織り交ぜながら展示します。 

ベルニサージュ：８月２３日（木）１７時 

期間：８月２３日（木）～９月１５日（土） 

ラウンドテーブル「Les lecons d’architecture et d’urbanisme du Japon contemporain」（仏語） 

：９月１１日（火）１７時３０分 

場所：Centre d'exposition de l'Universite de Montreal 

2940, ch. Cote Ste-Catherine, Montreal 

Pavillon de la Faculte de l'amenagement, salle 0056 

詳細はこちらから御確認ください。 http://www.expo.umontreal.ca/expositions/en_cours.htm 

 

ウ カナダ巡回日本映画上映会（プリンスエドワードアイランド州） 

 国際交流基金トロントとの共催で，カナダ巡回日本映画上映会を開催します。全て英語字幕つきの上

映で，入場無料，先着順で御入場いただきます。 

日時：９月１４日（金） 

１８時 「ちはやふる 結び」（2018/127 分） 

監督：小泉徳宏，出演：広瀬すず，野村周平，新田真剣佑ほか 

２０時１５分 「彼らが本気で編むときは，」（2017/127 分） 

監督：荻上直子，出演：生田斗真，桐谷健太，柿原りんかほか 

場所：プリンスエドワードアイランド大学 

MacDougall Hall, Room 242 

University of Prince Edward Island 

Charlottetown, PEI 

 

エ ジャパネスク（ハリファックス市） 

 セント・メアリーズ大学との共催で，日本文化紹介事業を行います。 

日時：９月１６日（日） 

場所：“The Oaks”, Saint Mary’s University 

923 Robie Street, Halifax 

入場無料 

  

４ 日本関連行事等のお知らせ 

http://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/90th_calendar.html
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＊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 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（植物園入園料がかかります。） 

4101 rue Sherbrooke Est, Montreal 

問合せ先：514-872-0607 

詳細はこちらからご確認ください。 

http://calendrier.espacepourlavie.ca/hiroshima-the-legacy-of-life 

 

イ 宝塚歌劇団 OG 公演「World of Dreams Montreal」 

宝塚歌劇団で活躍してきた４人のスター，毬穂えりな，綺華れい，紫峰七海，珠まゆらによる２時

間のレビューショーです。 

日時：９月１６日（日）１５時４５分開場 １６時３０分開始 

場所：Salle Marguerite-Bourgeoys 

1750, rue Sauriol Est, Montreal 

詳細はこちらからご確認ください。 

https://www.facebook.com/events/1769105726490288/ 

 

（２）その他の事業 

ア モントリオール市立植物園日本館・日本庭園でのイベント 

場所：モントリオール市立植物園日本館・日本庭園（植物園入園料がかかります。） 

4101 rue Sherbrooke Est, Montreal 

問合せ先：514-872-0607 

（ア）ガイド付き茶庭ツアー 

期間：６月２３日（土）～９月３日（月） 

土曜の午後を除く毎日１１時～１３時及び１４時～１６時 

http://calendrier.espacepourlavie.ca/guided-tours-of-the-tea-garden-802618 

（イ）裏千家淡交会モントリオール支部による茶道デモンストレーション 

（別途料金がかかります。） 

期間：６月２３日（土）～９月１日（土） 

毎土曜：１３時半及び１５時（所要４５分） 

http://calendrier.espacepourlavie.ca/tea-ceremony 

（ウ）折り紙ワークショップ 

期間：６月２３日（土）～９月１日（土） 

http://calendrier.espacepourlavie.ca/hiroshima-the-legacy-of-life
https://www.facebook.com/events/1769105726490288/
http://calendrier.espacepourlavie.ca/guided-tours-of-the-tea-garden-802618
http://calendrier.espacepourlavie.ca/tea-ceremony


毎土曜：１４時～１６時（所要５～１５分） 

http://calendrier.espacepourlavie.ca/origami 

（エ）「Gardens of Light（光の庭園）」 

期間：９月７日（金）～１０月３１日（水） 

場所：モントリオール市立植物園日本庭園・中国庭園・先住民庭園 

http://espacepourlavie.ca/en/programming/gardens-light 

 

イ Festival MEG Montreal 2018 

日本から Galcid が出演します。  

日時：８月３１日（金）２１時３０分 

場所：SOCIETE DES ARTS TECHNOLOGIQUES 

1201 St Laurent Blvd, Montreal 

詳細はこちらからご確認ください。 

https://megmontreal.com/galcid/ 

 

ウ 生け花展示（池坊流） 

日時：９月２９日（土）・３０日（日）１０時～１７時 

場所：Chateau Ramezay - Historic Site and Museum of Montreal 

280 Notre-Dame East Street, Montreal 

 

エ Next Music From Tokyo vol. 13 

 日本のインディーズバンドが出演します。 

日時：１０月７日（日）２０時 

場所：Le Ministere 

4521 Boulevard Saint-Laurent, Montreal 

詳細はこちらからご確認ください。 

https://www.nextmusicfromtokyo.com/shows/2018/10/7/montreal 

 

５ 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。 

 

１ 政治 

（１）ケベック（ＱＣ）州 

・１８日，クイヤール州首相は，州首相会合の場において米国との貿易の先行きの不透明感を受け，カ

ナダ国内の各州間の交易をこれまで以上に強化したい旨発言。 

・２０日，今秋の州議会選挙に向け，ケベック自由党は，現在のケベック州アルコール公社（ＳＡＱ）

による州内のアルコール類の流通及び販売独占を見直す案を公約に掲げることを表明。 

（２）大西洋州全般 

・大西洋州首相会議がプリンスエドワードアイランド（ＰＥＩ）州で開催。大西洋州移民導入プロジェ

クトにおいては，２０１８年の移民受入目標を２，５００人とすることに決定。 

http://calendrier.espacepourlavie.ca/origami
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（３）プリンスエドワードアイランド（ＰＥＩ）州 

・３０日，州財務省は，州政府の低所得者向け住宅政策に関する政策顧問に，リー・シャーロットタウ

ン市市長が就任する予定と発表。なお，同市長は，本年１１月の同市長選に出馬しない意向を既に表明

している。 

（４）ノバスコシア（ＮＳ）州 

・５日，内閣改造が実施。天然資源省とエネルギー省が合併し，エネルギー・鉱業省となる。閣僚ポス

トは１増加し計１８ポストとなる。 

・３０日，マクニール州首相がワシントンを訪問し，米国による関税措置等について，米国商務省関係

者と会談。 

（５）ニューブランズウィック（ＮＢ）州 

・２０日，カナダの州と準州の首相が集う連邦評議会がＮＢ州で開催され，連邦政府に対し，健康保健

分野におけるさらなる支出増を求めることを決定。 

 

２ 経済 

（１）ケベック（ＱＣ）州 

・１日，ボンバルディア社のＣシリーズ航空機事業が正式にエアバス社に譲渡。これにより，ボンバル

ディア社の持ち株比率は３３．７６％，ケベック州政府の比率は１６．２４％となった。１０日，エア・

バス社はＣシリーズ航空機をＡ２２０シリーズと改名。 

・１０日，米国ジェットブルー社は，エア・バス社のＡ２２０－３００を６０機，５４０億米ドル相当

で購入することを発表。 

・１２日，ミシュラン社は，ケベック州マゴグに拠点を置く工業用トラックやタイヤ製造メーカーとし

て世界第３位のカムソ社を１９０億米ドルで買収。 

・２５日，ボンバルディア社はシンガポール交通の車両入れ替えにより新たに６６台の列車，計１，１

５０億加ドル相当の契約を受注。納入は２０２１年から２０２４年となる見込み。 

・３０日，ケベック州政府は州職員等にトヨタの燃料電池自動車「ミライ」５０台を貸出し，運用実験

を行う旨発表。 

（２）ニューファンドランド・ラブラドール（ＮＬ）州 

・２６日，州政府とエクイノール・カナダは，セント・ジョンズ沖の新たな油田開発計画を発表。開発

費用は６８億加ドルとなり，州政府は同費用の１０％を負担する予定。２０２５年の生産開始を目指す。

同プロジェクトにより，州政府収入は３５億加ドル増となる見込み。 

（３）プリンスエドワードアイランド（ＰＥＩ）州 

・１３日，セキスイ・ダイアグノスティックス社は工場社屋拡張に係るテープカット式典を開催。積水

化学関係者に加え，石兼駐カナダ日本国大使及びマクロークランＰＥＩ州首相等も出席。 

------------------------------------------------------------------------------- 

［在モントリオール総領事館メールマガジン］ 

○このメールマガジンは送信専用アドレスから送信されています。本メールあてに直接返信なさらない

ようお願いいたします。本メールマガジンに関する御意見・御要望は以下のメールアドレスあてに送信

してください。 emagazine@mt.mofa.go.jp 

○配信中止・配信先変更を希望される方は，「配信中止（又は登録解除）」，「配信先変更」を希望す

る旨明記の上， emagazine@mt.mofa.go.jp まで御連絡願います。登録完了後に確認のメールが届きま
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す。 

 ただし，在モントリオール総領事館ホームページ内の読者登録ページから登録を行った方は，同ペー

ジ内の，「利用者情報の変更／削除」から同様の手続きが行えますので，そちらを御利用ください。 

○バックナンバーの閲覧は，以下のホームページからお願いいたします。 

http://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○参考ホームページ 

 首相官邸ホームページ （ www.kantei.go.jp ） 

 外務省ホームページ （ www.mofa.go.jp/mofaj/ ） 

 在カナダ大使館ホームページ( www.ca.emb-japan.go.jp ) 

 当館ホームページ (http://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html) 

 当館 Facebook（ www.facebook.com/JapanConsMontreal ） 

○発行：在モントリオール日本国総領事館 

 （Consulate General of Japan in Montreal） 

 1 Place Ville Marie, Suite 3333, 

 Montreal, Quebec, H3B 3N2, Canada） 

○本メールマガジンからの転載を希望する場合は総領事館メールマガジン担当 

（ emagazine@mt.mofa.go.jp ）まで御相談ください。 

■-------------------------------------------------------------------■ 
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