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○１１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。 

 

１１月１日（火）万聖節 

 

 

○平成２８(２０１６)年度小学生用（後期）教科書の配布について 

 本年春に平成２８（２０１６）年度小学生用（後期）教科書の無償配布を大使館へ

事前にお申し込み頂いた方は，以下の期間内に受け取りにお越しください。 

 なお，事前にお申し込みをされていない方は，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お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。 

◆受取期間：９月３０日（金）～１１月１８日（金）まで 

９：００～１２：００，１３：３０～１６：３０ 

※但し，大使館休館日（土日及び１１月１日（火））を除く。 

◆受取場所：大使館領事部窓口 

◆必要書類：教科書を受け取る保護者の方の身分証明書（旅券・運転免許証等）。代

理人による受け取りの場合，委任状もしくは対象となるお子様の日本旅券の写し（身

分事項のページ）。 

（郵便による受け取りをご希望された方の教科書は９月３０日に発送しております。 

 既に受け取られた方で受領書を未だ送付頂いていない方はお手数ですが FAX または

Eメールで当館まで送付ください。） 

 

 



○在留邦人数調査の実施 

当館では在留邦人の皆様よりご提出頂いている在留届をもとに毎年１０月１日現

在の在留邦人数調査を実施しております。 

 当館に在留届をご提出頂き、かつ e-mailアドレスをご登録頂いている方に、先月、

在留確認調査に関する e-mailを送付させて頂きました。 

 ご回答又は手続き頂いた方におかれては、ご協力ありがとうございました。 

 まだお済みでない方は、先般お送りしたメールの内容に従いご回答又は手続きをお

願いいたします。 

 ご提出済みの在留届の内容に変更が生じた場合（住所変更・他国へ転出・日本へ帰

国等）は、お手数ですが、当館へ変更届の提出をお願いいたします。 

 また、３ヶ月以上海外に滞在される方は、在留届の提出が義務づけられています。

在留届は当館備え付けの用紙に記載してご提出頂くか、インターネット上で届出を行

うことができます。 

 在留届の詳細については外務省ホームページをご覧ください。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html 

 

 

○領事サービス向上・改善のためのアンケート調査について 

当館では、領事サービスの向上・改善をはかる観点から，領事部窓口及びインターネ

ット上において，以下のとおり在留邦人の皆様から当館領事サービスに対するご意見，

ご要望などをお伺いするアンケート調査を実施致します。 

お忙しい中大変恐縮ですが、アンケート調査へご協力頂きますようお願い申し上げま

す。 

アンケートへご協力頂ける場合には、以下のアンケートサイトよりご入力いただきま

すようお願い申し上げます。（大使館領事部窓口にもアンケート用紙は備え付けてあ

ります。） 

 

・実施期間： １１月７日（月） ～ １１月２１日（月） 

 

・アンケートのサイト 

https://www.deliver.mofa.go.jp/m?f=1636 

 

なお，大使館領事部では今回のアンケート調査以外にも，領事部窓口に「ご意見箱」

を設置し常時皆様からのご意見等を受け付けておりますところ，念のため申し添えま

す。 

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html
https://www.deliver.mofa.go.jp/m?f=1636


 

○冬の観光シーズンにおける注意喚起（安全な旅行・滞在のために） 

 クリスマス・マーケット等冬の観光シーズンを迎え，世界中から多数の観光客が訪

れるこの時期は，スリや置き引きの被害が増加する傾向にあります。被害を未然に防

止する観点から，安全のポイント等をまとめた注意喚起を作成し大使館ホームページ

に掲載しましたのでご一読ください。 

 http://www.at.emb-japan.go.jp/data/jp/20161019Tokojoho.pdf 

 

また，ウィーン市内の地下鉄において女性グループによる集団スリによる被害が９

月以降増加しています。旅行者のみならず在留邦人も被害に遭っていますので，地下

鉄等ご利用の際はご留意ください。 

http://www.at.emb-japan.go.jp/data/jp/20161012chuikanki.pdf 

 

 

○１０月の邦人被害（当館届出分） 

 先月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るた

め被害実態のすべてを把握することは困難ですが，日本人の盗難被害は多発している

ものと考えられます。 

多額の現金を持ち歩くことなく，現金の携行は最小限に留め，貴重品を携行する際

は身につけて携行する等，パスポート等の貴重品の取り扱いには十分ご注意ください。   

なお，ウィーン市内の地下鉄において女性グループによる集団スリによる被害が増

加していますので地下鉄等公共交通機関をご利用の際は特にご留意ください。 

 

・１０月上旬，王宮近くのカフェから外に出たところで怪しげな３人に囲まれた。暫

く経ってから財布を盗まれたことに気がついた。 

・１０月中旬，ウィーン市内中心街を徒歩で移動中，気がつくとバッグのファスナー

が開いていて貴重品がなくなっていた。 

・１０月中旬，地下鉄車内で背負っていたリュックを開けられ貴重品の入ったポーチ

を盗まれた。 

・１０月中旬，地下鉄車内で少女５人に囲まれ，シュテファン寺院までの行き方を尋

ねられた。別の路線であることを教えると５人は直ぐに下車し，その後財布を盗まれ

たことに気がついた。 

・１０月下旬，混雑していた地下鉄車内で，鞄に入れていた貴重品袋を盗まれた。 

・１０月下旬，オペラ座付近で乗車したトラムの中で，リュックサックに入れていた

財布等貴重品を盗まれた。近くにいた犯人と思われる少女２人は直ぐに下車し逃げて

いった。 

http://www.at.emb-japan.go.jp/data/jp/20161019Tokojoho.pdf
http://www.at.emb-japan.go.jp/data/jp/20161012chuikanki.pdf


・１０月下旬，シュベーデンプラッツ付近の運河沿いのベンチで食事中，貴重品を入

れていたウェストポーチを何者かに持ち去られた。 

・１０月下旬，リンツからウィーンに向かう列車の中で，座席横の通路にコインを数

十枚落とした人を手伝っている間に，棚の上に置いていた鞄を盗まれた。 

 

 

○２０１６年１１月のイベント（抜粋）  

１１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！ 

 

SHUNGA - erotische Kunst aus Japan 

春画展 

展示期間：2017 年 1 月 29 日（日）まで 

会場：MAK, Stubenring 5, 1010 Wien http://www.mak.at/ 

主催：MAK -Oesterreichisches Museum fuer angewandte Kunst / Gegenwartskunst 

 

14. Ikebana-Ausstellung der Sogetsu Vienna Study Group 

第 14 回草月流ウィーン・スタディ・グループいけばな展  

ご案内（ドイツ語） 

オープニング：11 月 3 日（木）19：00 

展示：11 月 4 日（金）10：00～19：00、11 月 5 日（土）10：00～15：00  

茶の湯デモンストレーション：11 月 4 日（金）17:00 

いけばなデモンストレーション：11 月 5 日（土）11：00  

会場：Amtsuhaus Brigittenau, Brigittaplatz 10, Festsaal 3. Stock, 1200 Wien  

問い合わせ先：Sogetsu Vienna Study Group http://www.sogetsu-vienna.at/ 

入場料：無料  

主催：Sogetsu Vienna Study Group 

 

Teekunst und Kimono Vorfuehrungen mit Somei Fuhrmann und ihren Schuelerinnen 

お茶会と着物着付けの実演 

オーストリア在住の表千家茶道教授フーマン宗明氏と弟子による茶の湯と着物着付けの実

演 

日時： 11 月 9 日（水） 13：30～15：30 & 18：00～20：00，11 月 10 日（木） 13：30～15：30 

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

参加ご希望の方はお電話にて日本広報文化センター Tel. (01) 533 85 86 までお申し込み

下さい。申し込みは定員になり次第締め切らせていただきます。 

入場料：無料 

http://www.mak.at/


 

Von Ararat sar bis Fuji san - Konzert im Rahmen der Japan-Europe Ensemble Cultural 

Fusion Tournee 

和洋アンサンブル集団「文化融合」欧州ツアー ウィーン公演 

ご案内（ドイツ語）

http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2016/20161109.pdf 

日時：11 月 9 日（木）19：00 

会場：ARMENIA Zentrum, Hadikgasse 28, 1140 Wien 

問い合わせ先：01-522 7479 100 office@armembassy.at 

入場料：30 ユーロ 

主催：在オーストリア・アルメニア大使館  

後援：国際交流基金 協力：在オーストリア日本国大使館 

 

LITERATUR IM HERBST 2016 - ECHOS AUS JAPAN 

日本の文学を紹介するイベント。朗読会のほかトークショーおよび映画上映も予定されてい

ます。  

プログラム（ドイツ語）

http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2016/20161118.pdf 

日時：11 月 18 日（金）～11 月 20 日（日） オープニング 11 月 18 日（金） 19：00 

会場：Odeon Theater, Taborstraße 10, 1020 Wien 

問い合わせ先： 01-2165127 info@odeon.at 

入場料：無料 

主催：Alte Schmiede Kunstverein Wien 

 

Origami-Kurs und Workshop 

おりがみワークショップ 

クリスマスカード，サンタの袋 

日時：11 月 27 日（日）10：30～12：00 

自由なおりがみ  

日時：11 月 27 日（日）12：00～14：00  

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 fuer alle 

 

A Career of Japan: Baron Raimund von Stillfried and Early Yokohama Photography 

http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2016/20161109.pdf
mailto:office@armembassy.at
http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2016/20161118.pdf
http://origami-fuer-alle.weebly.com/


A Career of Japan: Baron Raimund von Stillfried and Early Yokohama Photography の著者 

Dr. Luke Gartlan による講演会。講演会は英語で行われます。 

日時：11 月 30 日（水） 18：30 

会場：Oesterreichische Kulturvereinigung, Hanuschgasse 3, 2. Hof, Stiege 4, 1. Stock, 1010 

Wien 

問い合わせ先：christian.prosl@gmail.com 

入場料：無料 

主催：Oesterreichische Kulturvereinigung 

 

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。 

 

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

