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○６月の当館休館日について 

今月，当館は土日の他，以下の日は休館となりますのでご留意ください。 

６月 ５日（月） 聖霊降臨祭の月曜日 

６月１５日（木） 聖体節 

 

 

○海外安全情報（広域情報） 

海外に渡航・滞在される方に対し，当館及び外務省ホームページにおいて広域情報

を掲載していますのでお知らせします。 

●欧州でのテロ等に対する注意喚起 

http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2017C112.html  

●ラマダン月のテロについての注意喚起 

http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2017C107.html 

 

在留届を提出している方におかれましても，別の国・地域に短期間渡航する際には，

「たびレジ」に登録してください。「たびレジ」は，あなたの安全な旅行をサポート

する外務省の無料メール配信サービスです。 

登録すると，渡航先の大使館などから最新の安全情報が届くほか，緊急時には登録

された情報をもとに安否を確認し，必要な支援を行います。 

登録はこちら！ 

http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_campaign/ 

 

 

 

http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2017C112.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2017C107.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_campaign/


○領事出張サービスのお知らせ 

 在オーストリア日本国大使館では，遠隔地にお住まいの方を対象に以下のとおり領

事出張サービスを実施いたします。 

領事出張サービスでは，在外選挙人名簿への登録，旅券及び各種証明の申請受付や，

事前に申請を受け付けた旅券及び証明書の交付，出生・婚姻等の戸籍関係の届出の受

付等を行いますので，遠隔地にお住まいの方で以下の時期に申請等を予定されている

場合には是非ご利用ください。 

なお，ザルツブルクにおいて領事出張サービスのご利用を希望される方は，予め準

備が必要な手続きもあるため，９月１５日（金）までに大使館領事部（電話：０１－

５３１－９２０）までご連絡をお願いいたします。 

 

１ ザルツブルク 

日時：１０月 ５日（木） １４：００～１８：００ 

場所：AUSTRIA TREND HOTEL EUROPA SALZBURG 

Rainerstrasse 31, 5020 Salzburg ホテル内会議室 

電話：０６６２－８８９ ９３０ 

 

２ グラーツ 

実施時期：２０１８年１月下旬（予定） 

日時及び会場の具体的な情報については確定次第ホームページ上でご案内します。 

 

 

○ゴルゴ１３の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル 

外務省では，昨年７月のダッカ襲撃テロ事件を踏まえ，中堅・中小企業の安全対策

の強化を重視し「ゴルゴ１３の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」を制作

し，以下のとおり外務省ホームページに掲載しています。在外邦人の皆様にとり最低

限必要な安全対策を劇画に仕立ててゴルゴ１３が指南する形となっておりますので，

この機会に是非ご一読ください。 

 物語は全１３話あり６月１３日まで今後毎週１話ずつ公開される予定です。（注：

劇画部分はフィクションであり，実在する人物，地名，団体とは一切関係ありません。） 

 外務省では劇画の公開と併せて無料通信アプリ「LINE」において，以下のとおり「外

務省海外安全情報」の公式アカウントを立ち上げておりますのでご利用ください。 

 

「ゴルゴ１３の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」 

      http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html 

 



LINEアカウントの「外務省海外安全情報」 

      https://line.me/R/ti/p/@gaimusho_anzen 

       

 

○ジャパン・レール・パスの利用資格一部変更について 

 ＪＲグループが販売する「ジャパン・レール・パス」のご利用資格が、平成２９年

６月１日より一部変更となりましたので，詳しくはＪＲグループのホームページをご

確認ください。 

 http://japanrailpass.net/index.html 

 

 

○５月の邦人被害（当館届出分） 

・５月上旬，ブタペストからウィーンへ向かう列車の中で，足もとに置いていたリュ

ックサックを何者かに後ろから持ち去られた。 

・５月上旬，ナッシュマルクトで買い物中，鞄の中から貴重品を抜き取られた。 

・５月中旬，ファーストフード店内で注文をしている間に，席に置いていた鞄を盗ま

れた。 

・５月中旬，レストランで食事中，椅子の背もたれに掛けていたバックを盗まれた。 

・５月中旬，地下鉄駅構内エレベーターの中で，女性２人組に鞄の中の貴重品を抜き

取られた、 

・ファーストフード店内で食事中，椅子の横に置いていた鞄を何者かに持ち去られた。 

・５月下旬，ブタペストからウィーンに向かう列車で居眠りをしている間に，座席に

置いていたバッグを何者かに持ち去られた。 

・５月下旬，空港ロビーで，ベンチに置いていた鞄が目を離した隙になくなっていた。 

 

 

○２０１７年６月のイベント（抜粋）  

６月の日本関係イベントをご紹介いたします。皆様もぜひお出かけ下さい！ 

 

Japanische Teekunst mit der Gruppe "Kikukai" 

茶の湯希空会によるお茶会 

日時：6 月 4 日（日）13：00～17：00 （茶席一回 20 分程度）  

会場：世田谷公園 Setagaya Park, Hohe Warte 8, 1190 Wien  

問い合わせ先：茶の湯希空会 0664-541 54 87 （フーマン宗明）  

入場料：無料（事前の申し込み不要）  

主催：フーマン宗明（表千家茶道教授）と茶の湯希空会 

http://japanrailpass.net/index.html


 

Ausstellung japanischer Papierpuppen - ANESAMA NINGYO 

姉様人形展 

ウィーン在住・中山和美さんの手作りコレクションから４２体を紹介します。和紙で作られた

高さ 20～30 ㎝の立体的な日本人形で、髪型と帯に特徴があり、平安時代から江戸時代の

日本女性の髪型や服装の違いを知ることができます。  

開会イベント：6 月 6 日（火）18：30  

ドイツ語による解説 Dr. Elisabeth Noisser 

日本の歌：日野妙果（メゾソプラノ）中山和美（ピアノ）  

展示：6 月 7 日（水）～6 月 13 日（火） 月～金 9:00～16:30  

会場：日本広報文化センター Schottenring 8, 1010 Wien  

開会イベントは事前の予約が必要です。ご希望の方はお電話にて 01-5338586 までお申し

込みください。申し込みは 5 月 22 日から受け付けております。お申込みいただいた時点で

万が一定員に達している場合はご了承ください。  

共催：月刊ウィーン、墺日協会  

協力：在オーストリア日本国大使館 

 

SHOCHIKU NEW WAVE - Japanisches Kino 1960 

松竹ヌーヴェルヴァーグ 1960 年の日本映画 

上映スケジュール：6 月 8 日（木）～6 月 19 日（月） 

https://www.filmmuseum.at/jart/prj3/filmmuseum/main.jart?j-j-url=/kinoprogramm/schien

e&schienen_id=1491296807201&ss1=y 

6 月 8 日（木）19:00 ろくでなし （吉田喜重監督） 

6 月 8 日（木）21:00 血は渇いてる （吉田喜重監督） 

6 月 9 日（金）19:00 乾いた湖 （篠田正浩監督） 

6 月 9 日（金）21:00 笛吹川 （木下恵介監督） 

6 月 10 日（土）19:00 青春残酷物語 （大島渚監督） 

6 月 10 日（土）21:00 秋日和 （小津安二郎監督） 

6 月 12 日（月）19:00 悪人志願 （田村孟監督） 

6 月 15 日（木）19:00 太陽の墓場 （大島渚監督） 

6 月 15 日（土）20:45 秋日和 （小津安二郎監督）  

6 月 16 日（金）19:00 死者との結婚 （高橋治監督） 

6 月 18 日（日）19:00 恋の片道切符 （篠田正浩監督） 

6 月 19 日（月）19:00 青春残酷物語 （大島渚監督）  

会場：Oesterreichisches Filmmuseum, Augustinerstrasse 1, 1010 Wien 

チケット： https://www.filmmuseum.at/tickets__reservierung 



共催：オーストリア映画博物館、国際交流基金、日本大使館 

 

Favoritner Kulturestival 2017 "ORIGAMI-WORKSHOPS" 

ファヴォリーテン文化祭 2017 おりがみワークショップ 

Volksschule Selma-Lagerloef-Gasse と Verein ORIMGAMI-Papierfalten fuer alle の共同プ

ロジェクトによるおりがみ作品展。 

ご案内（ドイツ語） 

http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2017/20170608_2.pdf 

展示：6 月 8 日（木）～6 月 13 日（火） 月・火曜日 9：00～12：00 および 13：00～17：00、木

曜日 13：00～19：00、金曜日 9：00～12：00、 

休館日 水・土・日曜日  

おりがみワークショップ：6 月 8 日（木） 講師：Noriko Mafune－Bachinger  

15:00～16：00 対象 4 歳以上（保護者同伴） 

16：30～17：30 対象 6 歳以上 

18：00～19：00 対象 10 歳以上  

会場： GB* (Gebietsbetreuung Stadterneuerung) Quellenstrasse 149, 1100 Wien 

ワークショップ申し込み先：origami.wien@gmail.com Tel. 0699-11002943 0699-19139274 

http://origami-fuer-alle.weebly.com/ 

ワークショップ参加費用：4 ユーロ（13 歳以下無料）  

主催：ORIGAMI - Papierfalten fuer alle 

 

Musik am Habsburger Hof von Maximilian I zum Anlass des 500. Todestag von Heinrich Isaac 

マクシミリアン一世の宮廷音楽 ハインリッヒ・イザーク没後 500 年記念 

演奏：角田雅子（ヴィオラ・ダ・ガンバ）ほか 

ご案内 http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2017/20170610.pdf 

日時：6 月 10 日（土）19：30  

会場：Krypta der Canisiuskirche, Pulverturmgasse 11, 1090 Wien  

問い合わせ先：info@viola-da-gamba.net  http://www.viola-da-gamba.net 

入場料：無料（任意による寄付） 

主催：Music for a while 

 

Origami-Kurse und Freies Falten 

おりがみワークショップおよび自由なおりがみ 

日時：6 月 11 日（日）10：30～12：00 海の生き物、夏の飾り 12：30～14：00 自由なおりが

み 

会場：GO7, Mariahilferstrasse 82 / 1. Hof rechts, Stiege 2, 1. Stock, 1070 Wien 



参加費用：コースにより異なりますので、詳細はおりがみ協会のホームページをご参照くだ

さい。 

http://origami-fuer-alle.weebly.com/workshop.html 

主催：ORIGAMI - Papierfalten für alle 

 

Jazz-Klavierkonzert " Japanische Kinderlieder " 

歌って踊ろう！ ジャズピアノコンサート 

"日本の童謡編"  

対象年齢 / 0 歳から 

リトミック指導 / ハーンルよしこ 

ピアノ演奏 / 菅原みれい 

日時: 6 月 24 日（土）17:00～17:50 

会場: Kaisersaal, Kaiserstrasse 10,1070 Wien  

入場無料 

お問い合わせ/06767562975（菅原） 

 

イベントカレンダーは、日本国大使館のホームページ上で常時ご案内しています。 

http://www.at.emb-japan.go.jp/jp/60_newsevents/index.html 

※日本広報文化センターで開催されるイベント以外は、日本国大使館主催（共催）および後

援の明記がない限り、当館が関与するものではありません。また掲載されているイベントは

急に変更になる場合があります。詳細は各イベントの主催者に直接ご確認下さい。 


