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詳しくは、在クライストチャーチ日本国領事事務所 
Mail：enquiry.chc@wl.mofa.go.jp または

 

検 索外務省  在外選挙 　　　　　　　　　　まで。

※申請書と申出書は領事窓口または総務省のホームページから入手できます。

同居家族による代理申請もできます。
申請者の上記書類と署名入り在外選挙人名簿登録申請書と申出書※、代理の方の旅券を御用意ください。

郵便等投票

登録・投票は簡単です

在外公館投票 日本国内で投票
直接日本大使館・総領事館（領事事務
所）に出向いて投票する方法。

投票用紙等を事前に請求して、記載の上、
登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法。

一時帰国した方や帰国直後で転入届を提出して
3か月未満の方は、日本国内でも投票できます。

※申請書や選挙人証が海外・国内を往復するため受取までに3か月程度かかります　※選挙人証受取は郵送又は窓口での受取が選べます

固定電話又は葉書

用意する物

郵送派?

直接派?
国内派?

在外投票は次の3つの方法から選択できます

必要書類を準備し申請書に記入、
大使館、総領事館窓口で登録申請

在外選挙人証の受取
3か月後に大使館などから
住所確認の連絡を受ける

在外
選挙人証

旅券
申請書

居住している事を
証明できる書類

大使館

１. 平成22年5月に憲法改正国民投票法が施行されました。在外選挙人証をお持ちの方は国民投票にも
投票できます。

２. 平成30年6月から出国時登録申請が始まりました。国外転出する際に市区町村の窓口で申請できます。

外
務
省

TEL：03-366-5680

（在留届を提出済の方は不要です。）

本年夏、第25回参議院議員通常選挙が実施されます。本年夏、第25回参議院議員通常選挙が実施されます。
海外からの投票には、在外選挙人名簿登録
が必要です。登録には、3か月程度かかる
場合がありますので、ぜひ今手続きを！

海外からの投票には、在外選挙人名簿登録
が必要です。登録には、3か月程度かかる
場合がありますので、ぜひ今手続きを！
在外選挙人名簿登録資格

①満18歳以上で  ②日本国籍を持っていて   ③海外に3か月以上お住まいの方（出国時登録申請を除く）



















first: served
甚尾浩美
弁護士
法学士（NZ）教育学士（日本）
専門：不動産／財産、雇用法、調停／訴訟

お気軽にご相談ください。
027 282 6118  |  hiromi@firstlaw.co.nz firstlaw.co.nz

www.purpledragon.co.nz
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Mobile Shop
Japanese Ramen Noodles & Dumplings

7 月 5 日～9 月 28 日
毎週金曜日土曜日 5PM~8PM
26 Forest Drive, Methven

ビジネス集客への第一歩をお手伝いいたします。

車両デザイン、作成、貼り付け
看板各種の作成
（大小、フットパス、ライトボックス等）
ロゴや名刺のデザイン作成
ロゴのステッカー作成
オリジナルユニフォームの作成
オリジナルステッカーの作成
オリジナルデザインのぼり（旗）作成
マグネットシートの作成
記念日やホームページ用の写真撮影

主な業務内容 お問い合わせ

office@digigraphics.info
www.digigraphics.info

出店情報は、Facebook・Twitter・Instagramを御覧ください。
冷凍餃子はじめました。お気軽にお問い合わせください。
info@purpledragon.co.nz
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名古　みのり
 アカウントマネージャー

SHS TAX ACCOUNTING LTD
ATAINZ（ニュージーランド会計士税理士協会）所属

日本語でサポート致します

151 Clyde Road, Fendalton, Christchurch 
日本語直通 027 933 1140 / .Tel: 03 351 6949
.E-mail: minori@shs.org.nz  Web: www.shs.org.nz　





落込みや孤独さを感じてもどうしていいのかわからない方、

安心して心の内を話せる人がいない方、

ストレスを解消できない方、

生きがいが見つからない方、

無意識に感情を押さえつけていませんか？

肉体的な疲れや病気のほとんどは心の状態から深く影響を
うけています。

困難に面した際、それを人間としての成長や癒しの機会に
つなげられたらいいと思いませんか？

意識的な呼吸法の指導によって自分で気づかずにいた潜
在意識を見直し、押さえられた感情を解き放ちながら 積極
的に心をケアしていくのがハートセラピー（心のセラピー）で
す。

高久トモ  Tomo Takaku
カウンセラー　ウェルビイング　コーチ

heart centred therapy

ph: 021 049 8209 
email: tomotakaku@gmail.com 
www.heartcentredtherapy.co.nz

心のセラピー





クライストチャーチ唯一の、日本人のためのキリスト教会

ジ ャ パ ニ ー ズ ク リ ス チ ャ ン フ ェ ロ ー シ ッ プ

牧師：渋沢憲一・彩子（電話： ）

＊クリスチャンでない方でも、どなたでも心から歓迎いたします！

と の角、 ’ の隣 教会内 にあります。

礼拝は､毎週日曜日午後２時半～４時 礼拝後にはアフタヌーン・ティーがあります。

ほかにも、無料英会話クラスや、夕食付きの聖書入門コースなど、様々なプログラムがあります。

詳しくはホームページ をご覧ください！！

 









主要Suburbの過去2ヶ月の平均売却価格の動向

Christchurch Suburb
Median Sale 2018

Christchurch Suburb
Median Sale 2018

Jan Feb Jan Feb
Addubgton $360,000 $337,000 Merivale $875,000 $833,000

Avonhead $479,000 $517,500  New Brighton $282,500 $274,000
Belfast $415,000 $469,000 Northwood $685,000 $630,000

Bishopdale $470,000 $445,650  Papanui $447,000 $545,000
Bryndwr $483,500 $487,500 Parkland $500,000 $455,000
Burnside $525,000 $490,500  Redwood $406,000 $435,000

Burwood $365,000 $470,000 Riccaton - 450,000
Casebrook $486,000 $462,000  Richmond $225,000 $435,000
Cashmere $385,000 $632,000 Saint Martins $502,000 $473,000
City Central $475,000 $433,000  Shirley $385,000 $430,000
Fendalton $792,000 $938,000  Sockburn $440,000 $410,000
Halswall $542,000 $550,000  Somerfield  $439,000 $525,000
Hei Hei $380,000 $405,000 Spreydon $400,000 $461,000

Hillmorton $345,000 $369,900 St Albans $540,000 $575,000
Hoon Hay $430,500 $445,000  Sydenham $372,500 $400,000

Hornby $345,000 $392,111 Upper Riccarton $370,000 -
Ilam $530,000 $517,500  Wigram $512,000 $620,000

Linwood $390,000 $290,000  Woolston $360,000 $310,000
Mairehau $385,000 $390,000

Information form Real Estate Institute of NZ

クライストチャーチ市内、
近郊の不動産のことなら

地元に精通した
私たちがご案内いたします

嶋崎カズノリ&ジャネット・シマザキ

Eメール
343-0219
kazu.shimazaki@raywhite.com
021 2727 808 または 027 2727 808携 帯

電 話







ビ ジ スネ
会 計 座講

WH Accounting & Advisory Ltd

ウォレンの





ステンレススチール製のお弁当箱、

洗濯ばさみ、靴下ハンガー等の

ステンレス製品専⾨店

bentoninja.co.nz





 
 
 
 

South City Centre  
555 Colombo Street,Christchurch 

943-4066 




