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*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-○４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。
４月１７日（月） 復活祭の月曜日

○広域情報「欧州でのテロ等に対する注意喚起」
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。
http://www.at.emb-japan.go.jp/data/jp/20170324koikijoho.pdf
○平成２９(２０１７)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２９(２０１７)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：２月２７日（月）～４月２８日（金）
９：００～１２：００，１３：３０～１６：３０
※但し，大使館休館日（土日及び４月１７日（月）を除く）
◆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身分証明書（旅券等），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）。
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

○平成２９(２０１７)年度小学生用(後期)教科書の無償配布申し込み
平成２９(２０１７)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： ４月２８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》ウィーン日本人学校及び日本語を話す子供の会ウィーン補習授業校に通学し
ているお子様については学校・補習授業校にて取りまとめの上，申し込み及び配布を
一括して行います。

○国際機関を目指しませんか？ －ＪＰＯ派遣候補者選考試験の応募受付開始－
１．外務省ではこのたび，２０１７年度のＪＰＯ（Junior Professional Officer）
派遣候補者の募集を開始します。（応募受付は本年４月３日(月)～５月８日(月)（電
子メール若しくは郵送）。）
２．外務省のＪＰＯ制度は，国際機関勤務志望者（日本人で３５歳以下）を対象に，
給与等の必要経費を外務省が負担しつつ原則２年間国際機関で勤務頂き，国際機関正
規職員になるために必要な経験等を積んで頂くことを目的とするものです。これまで
ＪＰＯを経験した多くの方が，国際機関の正規職員として現在も活躍しています。
３．３５歳以下の方で国際機関でのＪＰＯ勤務を志望されている方は，以下の外務省
国際機関人事センターウェブサイトをご覧頂き，是非ご応募下さい。
http://www.mofa-irc.go.jp/jpo/boshu.html
４．在ウィーン国際機関（ＩＡＥＡ，ＵＮＩＤＯ，ＵＮＯＤＣ，ＣＴＢＴＯ）へのＪ
ＰＯ派遣に関心のある方は，以下の問合せ先にご連絡下さい。
（問合せ先）
在ウィーン国際機関日本政府代表部 総務班(国際機関人事担当)
Tel：26063 37
E-mail: hidehiro.jingushi@mofa.go.jp

○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）
世界中から多数の観光客が訪れるこの時期は，ウィーンをはじめとする観光地，駅
や公共交通機関においてスリや置き引きの被害が多数発生しています。また，欧州地
域においてテロ事件等が発生している状況を踏まえ，オーストリアでも油断すること
なく危機管理意識を持って行動する必要があります。
今般，多数の観光客を狙った犯罪が増加する傾向にある観光シーズンに向けて，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/20170310chuikanki.pdf

○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を開始しました。海外旅行者・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，既に第１話及び第２話が公開され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ました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

○３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。
･３月中旬，ウィーン市街を観光中，鞄に繋いで携帯していた貴重品袋を盗まれた。
･３月下旬，オペラ座付近で買い物をしていたところ，知らないうちに鞄の中の貴重
品がなくなっていた。

○２０１７年４月のイベント（抜粋）
4 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！
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/events2017/20170401jp.pdf
日時：4 月 1 日（土）11：00～12：00、13：00～14：00、15：00～16：00
4 月 2 日（日）11：00～12：00、13：00～14：00、15：00～16：00
4 月 9 日（土）11：00～12：00、13：00～14：00、15：00～16：00
会場：SAKURA, Wahringer Strasse 15/1/7a, 1090 Wien
主催：SAKURA, Zentrum fuer Kalligraphie und Japanisch
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：4 月 2 日（日）10：30～12：00
自由なおりがみとバザー （バザーは 12:00 から開始）
日時：4 月 2 日（日）12:30～14:00
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 fuer alle
Fruehlingsausstellung "Bluetenzauber" der Fachgruppen Bonsai und Ikenobo-Ikebana der
OEGG
春の花展
オーストリア造園協会池坊いけばなグループと盆栽グループによるいけばなと盆栽展およ
び Maria Loeffko-Pycha の写真展

日時：オープニング 4 月 5 日（水）19：00 展示 4 月 6 日（木）～4 月 9 日（日） 木～土曜
日 10：00～18：00、日曜日 10：00～16：00
デモンストレーション 4 月 8 日（土）14：30
会場：Oesterreichisches Gartenbaumuseum, Siebeckstrasse 14, 1220 Wien
問い合わせ先：andrea.scheberl@gmail.com http://ikenobo-oesterreich.blogspot.co.at/
入場料：任意の寄付
主催：Oesterreichische Gartenbaugesellschaft, Fachgruppen Ikenobo-Ikebana und Bonsai
Albecker Schloss Konzert 2017
アルベッカー城コンサート 2017
Shizuko Yamamoto （ピアノ）
詳細：http://www.schloss-albeck.at/konzerte/
日時：4 月 9 日（日）11：00
会場：Schloss Albeck, 9571 Sirnitz
入場料：20 ユーロ
主催：Schloss Albeck
Origami-Maerchen fuer Kinder
童話のおりがみ
日時：4 月 9 日（日）10：30～11：30 ブレーメンの音楽隊（4 歳以上）
日時：4 月 9 日（日）12：00～13：00 赤ずきん（6 歳以上）
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 fuer alle
tanz Je danse parce que je me méfie des mots / Ich tanze weil ich der Sprache kein
Vertrauen schenke (2015)
Osterfestival Tirol のプログラムとして上演される日本とヨーロッパ文化を融合させたコンテ
ンポラリーダンス
振付：Kaori Ito 出演：Kaori Ito, Hiroshi Ito
日時：4 月 10 日（月）20：15
会場：Salzlager, 6060 Hall in Tirol http://www.salzraum.at/de/
主催：Osterfestival Tirol

Tetsu-machi Matsuri - Das Japanfestival in Eisenstadt
鉄町祭り
Eisenstadt で開催される日本の文化祭
プログラム：https://www.facebook.com/TetsumachiMatsuri
日時：4 月 15 日（土）10：00～19:00
会場：E_Cube, Zielgerade 1, 7000 Eisenstadt
問い合わせ先： japanfest.eisenstadt@gmail.com
入場料：無料
主催：Silvia Groniewicz, Lis Nemeth, Joanna Potkanski
Kirschenhainfest 2017
桜の森祭り 2017
http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2017/20170420.pdf
日時：4 月 20 日（木）13：00～17：00（悪天候の場合は中止となります） 会場：ドナウ川中洲
「桜の森」ノルト橋（Nordbruecke）から北へ約 1.6km 地点。イェドレゼーア橋（Jedleseer
Bruecke ） を 渡 っ た 所 【 U6/S-Bahn Floridsdorf 駅 か ら バ ス 34A に て 「 Jedlesee,
Ueberfuhrstrasse」下車 徒歩約 10 分】
プログラム：餅つき、日本人学校生徒による歌と踊り、フロリッツドルフ小・中学校生徒によ
る合唱・演奏、日本語を話す子供の会による歌と踊り、日本の歌と踊り、合気道、弓道、コ
スプレ、茶の湯、折り紙、書道、囲碁、マンガ・バッジづくりワークショップ、凧の作り方ワーク
ショップ、金魚すくい、けん玉、遊び塾、オーストリアの子供たちが作ったこいのぼり掲揚な
ど （プログラムは予告なしに変更される可能性があります）。
主催：ウィーン市 21 区、ウィーン市森林局、在オーストリア日本国大使館
アートコーディネート：トゥー・ザ・ウッズ（森口雅浩・章代）
問い合わせ先： 日本広報文化センター Tel. (01) 533 85 86
90 Jahre Sogetsu Ikebana
いけばな草月流 90 周年
展示：4 月 22 日（土）16：00～20：00、4 月 23 日（日）10：00～12：00 ＆ 16：00～19：00
会場：Bezirksmuseum Waehring, Waehringerstrasse 124, 1180 Wien
問い合わせ先：IkebanaStudio 19 http://web.utanet.at/studiogalerie-ikebana/
入場料：任意の寄付
主催：IkebanaStudio 19
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。

