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○３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。 

   

３月２８日（月）復活祭の月曜日 

   

 

○平成２８(２０１６)年度小学生用(後期)教科書の無償配布申し込み 

 平成２８(２０１６)年度小学生用(後期)教科書の無償配布申し込みを受け付けます。希望

される保護者の皆様は、以下の要領にてお申し込みください。 

◆申込締切日： ５月６日（金）（必着） 

◆必要書類： 教科書無償配布申込書、お子様の日本旅券の身分事項ページのコピー 

◆申込方法： 大使館領事部窓口に提出（E-mail、FAX又は郵送でも提出可） 

教科書無償配布申込書は当館ホームページよりダウンロード可能です。 

 詳細については、当館ホームページでご確認ください。 

 http://www.at.emb-japan.go.jp/jp/20_consulate/060_kyoukasho/index.html 

《注意》日本人学校に通学しているお子様については日本人学校において取りまとめの上，

申し込み及び配布を一括して行います。 

 

 

○平成２８(２０１６)年度小学生用(前期)・中学生用(通年)教科書の無償配布 

 昨年秋に平成２８(２０１６)年度小学生用(前期)・中学生用(通年)教科書の無償配布を大

使館に申し込まれた方は、以下の予定期間内に受け取りにお越しください。 

 なお、事前に申し込まれていない方は、送料等自己負担となりますが、教科書無償配布の

追加送付の申し込みが可能です。詳しくは、大使館領事部までお問い合わせください。 

◆受取予定期間：３月２８日（月）～４月３０日（木） 

９：００～１２：００、１３：３０～１６：３０ 

http://www.at.emb-japan.go.jp/jp/20_consulate/060_kyoukasho/index.html


（注：受取開始日は現時点では予定日です。今後受取日が確定次第、当館ウェブサイトにて

改めてご案内します。） 

◆受取場所：日本大使館領事部窓口 

◆必要書類：教科書を受け取る保護者のＩＤ（旅券等）、代理人受領可。 

教科書無償配布に関する詳細は大使館ウェブサイトをご覧ください。 

 http://www.at.emb-japan.go.jp/jp/20_consulate/060_kyoukasho/index.html 

 

 

○金融庁からのお知らせ「金融機関における非居住者が行う国外送金手続とマイナンバーに

ついて」 

 マイナンバー制度に関してインターネット上に「海外在留邦人はマイナンバーの付与の対

象となっていないため、外国から日本の口座に送金しようとしても日本の銀行側で拒否され

る」という内容の情報が流布されているため、外務省から内閣官房及び金融庁に確認したと

ころ、以下のような回答がありましたのでお知らせします。 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/280222_kokugaisoukin.pdf 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ 

 

 

○カードのスキミング被害について 

 ２月に入り、ウィーン市内において路上ＡＴＭの利用が原因と思われるカードのスキミン

グ被害の報告を複数いただきました。スキミング被害にあうと，カードを盗まれていなくて

も第三者がスキミングしたカード情報を悪用してキャッシングを繰り返す等して金銭的な被

害が知らぬ間に発生します。 

 ついては、カードのスキミング被害を予防する措置として以下の諸点にご留意ください。 

１ 路上やショッピング・センターなど，不特定多数の人が往来する場所に設置された無防

備なＡＴＭは利用せず、銀行内に設置されているものを利用する。（注：今回被害者が利用し

たＡＴＭはグラーベン周辺の路上ＡＴＭでした。） 

２ ＡＴＭのカード挿入口が他の同機種と異なっていたり、ＡＴＭ上部に不審な設置物があ

る場合は使用しない。（スキミング装置や隠しカメラが設置されている可能性があるため。） 

３ カードで支払いを行う場合は目の前で決済を行ってもらう。（離れた場所にカードを持っ

て行かせない。） 

４ カードの暗証番号は人に教えない。また、暗証番号を入力する際は人に見られないよう

に片方の手で入力する手を覆う等して隠す。 

５ 銀行の取引明細やクレジットカードの支払い明細は定期的に確認する。 

６ 明細の中に身に覚えのない利用記録があった場合は速やかにカードを発行した銀行・ク

レジットカード会社に連絡する。また、警察に被害を届け出る。 

７ 万が一スキミングされた場合に備えて，カードの利用限度額（１日あたりの利用限度額

等）について予め設定ができる場合には，自身の使用状況等を踏まえて過大な額とならない

http://www.at.emb-japan.go.jp/jp/20_consulate/060_kyoukasho/index.html
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/280222_kokugaisoukin.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/


ように額を設定しておく。 

                              

 

○２月の邦人被害（当館届出分） 

 当館に届出のあった主な被害は以下のとおりです。届出のないケースもあり、日本人の盗

難被害は相変わらず多発しています。特にコンサート、オペラ鑑賞等を目的に多数の観光客

が訪れるこの時期は、スリ、置き引き、偽警察官による詐欺事件が特に増加する傾向にあり

ます。多額の現金を持ち歩くことなく、パスポート等の貴重品の取扱いには十分ご注意くだ

さい。 

 

・１月３０日、ウィーン市内を観光中に、バッグに入れていた貴重品袋を抜き盗られた。駅

構内エスカレーターで不自然な割り込みをしてきた２人組がいたため、その際に盗まれたと

思われる。 

・１月３１日、ウィーン市内の地下鉄の中で、リュックサックのファスナーを開けられ中に

入れていた貴重品を盗まれた。混み合った車内で盗まれたことに気づかなかった。 

・２月１日、ウィーン市内の路上で、警察官を装った２人組に、持ち物検査と称して財布と

パスポートの提出を求められ、先に検査を受けていた観光客らしき数人が指示に従っていた

ため同様に財布とパスポートを手渡した。目の前で中身を確認されすぐに返却されたが、そ

の場を離れて財布を確認したところ、紙幣が全て抜き盗られていた。 

・２月１８日、ウィーン発の長距離列車の中で、頭上の棚に置いていたバッグを何者かに持

ち去られた。 

 

 

○２０１６年３月のイベント（抜粋）  

３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！ 

 

art brut: japan - schweiz.! 

アールブリュット：日本とスイス 

Galerie gugging の展示と並行し museum gugging にて日本とスイスの多彩なアールブリュットの作品

が紹介されます。 

展示期間～2016 年 5 月 22 日（日）まで 

会場：museum gugging, Am Campus 2, 3400 Maria Gugging 

入場料：無料 

主催：galerie gugging 

 

Benefizkonzert 

東日本大震災 5 周年祈念コンサート  

演奏：榎戸二幸（池田流筝曲奏者）、香取由香（ピアノ）、ダビッド・クリストファー・パンツェル（パーカ



ッション、マリンバ）、ユディット・ブランドナー （オーストリア放送局ジャーナリスト）、墺日友好合唱

団。 詳細 

日時：3 月 1 日（火）18:30 開演  

会場：ウィーン 13 区庁舍 フェストザール、Festsaal der Bezirksvorstehung Hietzing, Hietzinger Kai 

1-3 (U4, Hietzing), 1130 Wien 

入場料：無料 福島市内幼稚園「そらまめの家」再建援助の寄付をお願い致します。 

参加のお申込みは 2 月 28 日まで（日本語）noriko.brandl@patzeibrandl.at 

主催：墺日協会 

 

Ausstellung japanischer Puppen – Ohinasama und Anesama 

日本人形展「お雛様と姉様」 

伝統的な和人形の中から雛人形と姉様人形が展示されます。 雛人形は稲見節子さんの日本人形

コレクションから七段飾りを 2 セット、姉様人形は中山和美さんの手作りコレクションから３０体を紹

介します。  

展示：3 月 4 日（金）～3 月 11 日（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：3 月 3 日（木）18：30～ 

演奏 稲見節子（ヴァイオリン）・藤島照子（ソプラノ）・三谷結子（ソプラノ） 分玉絢子（ソプラノ） 

～閉会イベント：3 月 11 日（金）18：30～  

演奏 稲見節子（ヴァイオリン）・ダイメル純子（クラリネット）・森野美咲（ソプラノ） 

～開会および閉会イベントは事前の予約が必要です。ご希望の方は 2 月 15 日から申し込みを開始

しますのでお電話にて 01-5338586 までお申し込みください。申し込みは定員に達し次第締め切りさ

せていただきます。 

入場料：無料 

主催：月刊ウィーン 後援：墺日協会 

協力：在オーストリア日本国大使館 

 

Workshop "Ostereier einmal anders" 

ワークショップ「イースターエッグに書をかこう」 

イースターエッグに好きな言葉を日本語（漢字）で書く  

詳細：http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2016/20160305_jp.pdf 

日時：3 月 5 日（土）10：00～11：00、12：00～13：00、14：00～15：00 

3 月 12 日（土）10：00～11：00、12：00～13：00、14：00～15：00 

3 月 19 日（土）10：00～11：00、12：00～13：00、14：00～15：00 

会場：SAKURA, Waehringer Starsse 15/1/7a, 1090 Wien 

主催：SAKURA, Zentrum fuer Kalligraphie und Japanisch 

 

Origami-Kurse und Workshop 

mailto:noriko.brandl@patzeibrandl.at
http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2016/20160305_jp.pdf


おりがみ講座・ワークショップ  

①日本語とドイツ語のおりがみ講座（ひな祭り） 

日時：3 月 4 日（金）17:30～18:50 

②イースターのおりがみ講座 

日時：3 月 6 日（日）10:30～11:50  

日時：3 月 13 日（日）10:30～11:50 

③自由なおりがみ 

日時：3 月 6 日（日）12:00～13:20  

日時：3 月 13 日（日）12:00～13:20 

会場：GO7, Mariahilferstrasse 82 / 1. Hof rechts, 1. Stock 

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/ 

主催：ORIGAMI - Papierfalten für alle 

 

Doshisha University Orchestra aus Kyoto 

同志社交響楽団 

日時：3 月 6 日（日）17：00 開演  

会場：Stefaniensaal, Grazer Congress, Sparkassenplatz 1, 8010 Graz 

無料入場券申し込み先： 3YC incoming vienna 0664/3184102 info@3yc.at または Musikagentur 

Andraschek 0699/10046488 akemi.andraschek@tmo.at 

主催：同志社交響楽団 

 

UTAU DAIKU in Wien 

第 3 回 UTAU DAIKU in ウィーン 

東日本大震災復興支援プロジェクト 詳細 

日時：3 月 7 日（月）19：30 開演  

会場：Musikverein, Grosser Saal, Musikvereinplatz 1, 1010 Wien 

入場料：30 ユーロ～8 ユーロ 

主催：一般社団法人世界音楽合唱チャリティー協会  

後援：在日オーストリア大使館、在オーストリア日本国大使館、観光庁  

特別協力：Kuenstlersekretariat Buchmann GmbH 

 

Benefizkonzert fuer Fukushima Kizuna-Verbundenheit 

東日本大震災から 5 年 「復興への祈りとエール 絆チャリティーコンサート」 

プロの音楽家によるソロ演奏、日本歌曲、箏、ピアノ、昨年このプロジェクトのために結成した「絆合

唱団」、そして今年結成となる「絆室内管弦楽団」による演奏ほか 軽食、チャリティーバザーが予定

されています。義援金によりウィーンで楽器を購入し福島被災地の学校へ贈呈することを目的とし

ています。 

http://origami-fuer-alle.weebly.com/
mailto:akemi.andraschek@tmo.at


日時：3 月 13 日（日）15：00  

会場：Ehrbarsaal, Prayner Konservatorium, Muehlgasse 28-30, 1040 Wien 

入場料：義援金として 15 ユーロ以上の寄付を希望 

主催：Kizuna Projekt (Yukari Kojeder-Sakai) 

 

Midori – Zwei Violinrecitals 

五嶋みどりヴァイオリンリサイタル 

共演：Ozgur Aydin （ピアノ） 

日時：3 月 15 日（火）19：30  

曲目 Franz Liszt, Edward Elgar, Arnold Schoenberg, Richard Strauss 

日時：3 月 16 日（水）19：30 

曲目 Yannis Xenakis, Kaija Saariaho, Alfred Schnittke, Mario Davidovsky, Stephen Hartke, John 

Adams 

会場：Ehrbarsaal, Prayner Konservatorium, Muehlgasse 28-30, 1040 Wien 

問い合わせ先：Stadtinitiative Wien http://www.stadtinitiative.at   konzerte＠stadtinitiative.at 

入場料： 3 月 15 日 18 ユーロ～38 ユーロ、3 月 16 日 26 ユーロ 

主催：Stadtinitiative Wien 

 

"Fruehlingserwachen" - Ikebana-Ausstellung in der OEGG 

オーストリア造園協会池坊華道部春の花展 

オープニング：3 月 17 日（木）18:30 

展示：3 月 18 日（金）～3 月 20 日（日）10：00～18：00 デモンストレーション 3 月 19 日（土）14：00  

会場：Oesterreichisches Gartenbaumuseum, Siebeckstrasse 14 Top 1.4, 1220 Wien 

入場料：任意による寄付  

主催：Oesterreichische Gartenbaugesellschaft, Fachgruppe Ikenobo-Ikebana 

 

ShiKisai Live Latin feel. Kollektion 

ShiKisai ライブ ラテンコレクション  

ShiKisai はウィーン在住の Sayuri Kato (ピアノ・オルガン・作曲)を中心に現地ミュージシャンとジャ

ズ・ボサノバ・ラテン・サンバ・スムース・ファンクの音楽に、日本の四季および伝統を取り入れたオリ

ジナル楽曲を演奏するクループです。 ShiKisai ホームページ http://shikisai.spskato.com 

 日時：3 月 23 日（水）20:30 （20:00 開場）  

会場：Celeste Jazzkeller, Hamburgerstrassee 18, 1050 Wien http://www.celeste.co.at/ 

主催：Celeste 

 

A Room of Her Own： Rei Naito and Light 

映画「あえかなる部屋 内藤礼と、光たち」上映会 

香川県・豊島美術館の「母型」などで知られる現代美術家・内藤礼の作品世界に迫ったドキュメンタ

http://www.stadtinitiative.at/
http://shikisai.spskato.com/
http://www.celeste.co.at/


リー映画。（英語。一部オリジナル日本語・英語字幕付き） 映画公式サイト 

http://aekanaru-movie.com/ 

日時：3 月 30 日（水）19：00 

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

ご希望の方は３月７日から申し込みを開始しますのでお電話にて 01-5338586 までお申し込みくださ

い。申し込みは定員に達し次第締め切りさせていただきます。 

入場料：無料 

 

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_events/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。 

 

 

http://aekanaru-movie.com/
http://www.at.emb-japan.go.jp/jp/60_events/index.html

