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○１２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。 

 

１２月 ８日（木）聖母受胎の日 

１２月２３日（金）天皇誕生日 

１２月２６日（月）聖シュテファン祭 

１２月２９日（木）行政機関の休日 

１２月３０日（金）行政機関の休日 

 

 

○年末年始の領事窓口業務について 

当館は，本年１２月２９日（木）から来年１月３日（火）まで休館となります。旅

券，各種証明，戸籍・国籍関係届出等の手続きはお早めにお願い致します。 

 

 

○在ウィーン国際機関日本政府代表部からのご案内 

 

＝北野大使による講演会「２０１７年の展望とウィーンにおけるマルチ外交」開催＝ 

 

２０１６年には，英国のＥＵ脱退についての国民投票，米国の大統領選挙など国際

関係に大きな影響を与える出来事がありました。 

２０１７年は，当地国際機関との関係では，ＩＡＥＡ創設及び日本の加盟６０周年，



前年に創設５０周年を迎えたＵＮＩＤＯの次の５０年が始まる年など，様々な節目を 

迎える年です。 

また，核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）運用検討会議第１回準備委員会の開催など，当

代表部として引き続き取り組むべき重要な課題も山積しています。 

 

このたび，当代表部では，本年の国際機関の活動や我が国の取組等に関し，北野大

使による講演会を開催することにいたしました。  

 

２０１７年の位置付けと注目点を包括的に把握できる機会となっておりますので，

ぜひ奮ってご参加ください。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

 ■□■□■□■□■□■□■ 講演日程 ■□■□■□■□■□■□■ 

 日 時： １月１２日（木）１７：３０－１９：００（受付開始 １７：００～） 

  テーマ： 「２０１７年の展望とウィーンにおけるマルチ外交」 

  講演者： 北野充 特命全権大使 

  懇親会： １８：３０から講演会場内で懇親会を開催 

 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

 

【場所】在ウィーン国際機関日本政府代表部 アンドロメダタワー２４階 

＜Andromeda Tower 24F,Donau-City-Strasse 6 A-1220, Vienna＞ 

http://www.vie-mission.emb-japan.go.jp/itpr_ja/aboutus_ja.html 

【参加費】無料 

【言語】日本語 

【定員】150 名 

【お申し込み方法】 

１月５日（木）までに次のメールアドレスにお名前とご所属をご連絡願います。

なお，当日は身分証等ご本人確認ができるものをお持ち願います。 

kyoko.kenjo@mofa.go.jp 

【お問い合わせ先】 

在ウィーン国際機関日本政府代表部 権丈（けんじょう） 

電話：01-260-63-82  電子メール：kyoko.kenjo@mofa.go.jp 

 

 

＝現地採用臨時職員の募集について＝ 

 

在ウィーン国際機関日本政府代表部では，下記の期間・条件で勤務可能な方を臨時

http://www.vie-mission.emb-japan.go.jp/itpr_ja/aboutus_ja.html
mailto:kyoko.kenjo@mofa.go.jp
mailto:kyoko.kenjo@mofa.go.jp


職員（フルタイム）として募集します。 

【応募資格】 

 （１）当地で有効な就労許可を持っていること。 

 （２）日本語を母国語とし（または同等の日本語能力を有し），業務に使用可能な

ドイツ語能力を有すること。 

 （３）基本的なパソコン操作が可能なこと（Word，Exel等） 

【業務内容】各種ドイツ語文書（見積書・契約書・請求書等）の和訳作成，物品の発

注・管理，各種手続き等銀行業務，配車業務等 

【雇用期間】２０１７年３月１日～２０１８年１０月３１日（予定） 

【給与】月額約２，５００ユーロ（社保・税込み） 

応募される方は２０１７年１月１０日必着にて履歴書を以下までメールで送付下さ

い。 

 adma@wd.mofa.go.jp 

 

在ウィーン国際機関日本政府代表部 

Donau-City-Str.6, Andromeda Tower, 1220 Wien 

 

 

○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海外安全

情報を掲載していますのでお知らせします。 

 

●イスラム過激派組織「ＩＳＩＬ（イラクとレバントのイスラム国）」指導者の声明

発出に伴う注意喚起 

http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2016C295.html 

 

●欧米での記念日や各種イベント等を狙ったテロに対する注意喚起 

http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2016C319.html 

 

 

○クリスマス・シーズンに関するオーストリア内務省からの注意喚起 

オーストリア内務省（警察）は，クリスマス・シーズンの人混みを狙ってスリやト

リック犯罪が多発することを踏まえ，注意喚起とともに予防のためのアドバイスをホ

ームページに掲載しましたのでお知らせします。 

 

オーストリア内務省ＨＰ（独語）：

mailto:adma@wd.mofa.go.jp
http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2016C295.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2016C319.html


http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Presse/_news/BMI.aspx?id=4E582B776E787A39335A3

03D&page=2&view=1 

  

注意喚起によれば，スリやトリック犯罪の犯人は人混みを選んでグループで活動し

ており，貴重品等を盗み取ると直ぐに別の人物に渡すため，犯行を証明することは難

しいとのことです。なお，警察は，クリスマス・シーズン期間中，市内及びクリスマ

ス・マーケットを制服警官及び私服警官により集中して巡回する予定です。また，被

害を予防するためのアドバイスを以下のとおり案内しています。 

 

（１）注意が必要な場面 

 以下のような場面に遭遇した場合には注意が必要です。（大使館注：声をかけられ

て注意がそれている間に貴重品等を盗み取られる可能性があります。） 

・時間や道を尋ねてきた場合。 

・お金の両替を頼んできた場合。 

・何らかの助けを求めてきた場合。 

・ぶつかったり押し退けられた場合。 

・小銭を目の前でばら撒かれた場合。 

・衣服に汚れをかけられた場合。 

 

（２）被害を防止するためのポイント 

・現金，クレジットカード等は体に近いしっかりと閉じられる内ポケットにいれる。 

・クレジットカードと一緒に PINナンバーを保管しない。 

・人前で多額の現金をみせない。 

・不必要にスマートフォンを使わない。（時間を聞かれたら要注意） 

・多額の現金を携行しない。現金はその日必要な額だけ携行する。 

・貴重品は分散して持つ。 

・人混みの中ではバックやリュックサックは体の前か腕でしっかりと押さえ，ファス

ナーも閉めておく。 

・財布はズボンの前ポケットか内ポケットに入れる。 

・人が接近してきたら警戒する。 

・磁石のロックで閉めるポケット（鞄やハンドバッグ）は簡単に開けられてしまうの

で注意。 

・レストランでは荷物は放置したり，椅子の背もたれにかけない。 

・コート等の外ポケットに貴重品や財布を入れない。 

・盗難被害に遭った場合は，すみやかに近くの警察署か，１３３に電話して被害を届

け出る。 

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Presse/_news/BMI.aspx?id=4E582B776E787A39335A303D&page=2&view=1
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Presse/_news/BMI.aspx?id=4E582B776E787A39335A303D&page=2&view=1


 

なお，在オーストリア日本国大使館では上述のオーストリア内務省（警察）からの

アドバイスも含めた「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

のポイント）」を大使館ホームページに掲載しておりますので，ご活用ください。 

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

 

 また，ウィーン市内では若い女性グループによる地下鉄車内等でのスリ被害が多発

しているのでご注意ください。詳細は大使館ＨＰの「在オーストリア大使館からの注

意喚起（地下鉄における集団スリ）」をご覧ください。 

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

 

 

○１１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。特に，クリスマス・マーケットやコンサート，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，置き引き被害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

にご注意ください。 

   

・１０月下旬，地下鉄車内で近づいてきた若い女性２人組にウェストポーチを開けら

れ貴重品一式を盗まれた。下車後に同行者も財布を盗まれていることに気がついた。 

・１０月下旬，ブダペストから乗車した列車の中で，網棚に置いたリュックサックを

盗まれた。ウィーンに到着した際被害に気がついた。 

・１０月下旬，地下鉄に乗り込んですぐに若い女性４人に囲まれた。前方をふさがれ

たことに注意が向いていた隙に，背負っていたリュックサックから財布を抜き取られ

た。 

・１０月下旬，カールスプラッツ駅構内のエスカレータで，前に立っていた少女に道

を尋ねられ対応している間に，後に立っていた少女にリュックサックから貴重品袋を

盗まれた。 

・１０月下旬，オペラ座付近のレンタル自転車置き場で貸出機で返却手続きを行って

いる間に，自転車かごに入れていた鞄を何者かに持ち去られた。 

・１０月下旬，ウィーンミッテ駅の切符売り場付近で知らない男に話かけられ気をと

られている間に，スーツケースの上に置いていた鞄を何者かに持ち去られた。 

・１１月上旬，駅のパン屋で買い物中，スーツケースの上に置いていた手持ち鞄を何

者かに持ち去られた。 



・１１月上旬，ベネチアからウィーンへ向かう夜行列車で睡眠中，貴重品の入ったバ

ックを盗まれた。 

・１１月上旬，ホテル内朝食レストランでビュッフェの食事を取りに席を離れた際，

椅子にかけていたショルダーバッグを何者かに持ち去られた。 

・１１月上旬，路上で見知らぬ男に「ジャケットを見みろ」と言われたためリュック

サックを降ろして背中を確認したところ，サラダドレッシングのようなものが付着し

ていた。その男と一緒に汚れを拭いている間に，別の男にリュックサックを持ち去ら

れた。 

・１１月中旬，カールスプラッツ駅付近の路上で，背後から若い男性に声をかけられ

振り向いたところ，肩に斜めがけしていたショルダーバッグを奪われた。 

・１１月中旬，ウィーン市内のトラムの中で近づいてきた２人組の少女に，気づかぬ

うちにコートのボタンを開けられ，体の前に身につけていた鞄のファスナーを開けら

れて財布を盗まれた。 

 

 

○２０１６年１２月のイベント（抜粋）  

１２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 

 

http://www.mak.at/


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 

 

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 

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


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 

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://origami-fuer-alle.weebly.com/
http://www.at.emb-japan.go.jp/jp/60_newsevents/index.html

