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○海外安全情報 

 海外に渡航される方に対し、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。 

●広域情報：ブリュッセルにおけるテロ事件の発生に伴う注意喚起～テロ・爆発が発生した際

の留意事項，在留届・「たびレジ」登録のお願い～ 

http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo.asp?infocode=2016C089 

●スポット情報：「ベルギー：首都ブリュッセルの空港等における爆弾テロ事件の発生に伴う

注意喚起（再々更新）」 

http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo.asp?id={%countrycd%}&infocode=2016C094 

●外務省海外安全ホームページ：http://www.anzen.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/20160315chuikanki.pdf 

 

 

○衆議院議員補欠選挙に伴う在外選挙の実施 

 平成２８年４月衆議院北海道第５区及び京都府第３区選出議員の補欠選挙に伴い在外選挙

が実施される予定です（在外公館投票日は４月１３日を予定しています）。 

 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/data/jp/20160316hoketsusenkyo.pdf 
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○選挙権年齢の引下げ及び在外選挙人登録について 

 公職選挙法の改正により、本年６月１９日以降初めて行われる国政選挙から、投票に際して

の選挙権年齢が「満１８歳以上」に引き下げられます。 

海外からの投票には、あらかじめ国内最終住所地等の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙

人証を取得しておくことが必要です（手順に一定期間を要します）。 

 本年夏には参議院選挙が予定されておりますので、年齢満１８歳以上（本年６月１９日現在

で満１８歳となる方も含む）で在外選挙人証をお持ちでない方は、お早めに当館にて手続き願

います。 

 在外選挙人名簿の登録資格及び申請に必要な書類等につきましては、当館ホームページをご

覧いただくか、領事部宛へお問い合わせください。 

 http://www.at.emb-japan.go.jp/jp/20_consulate/050_senkyo/index.html 

 

 

○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、２０１６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１日(金)～５月９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ＪＰＯ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(国際機関邦人職員担当) 

Tel：26063 37 

E-mail: hidehiro.jingushi@mofa.go.jp 

 

http://www.at.emb-japan.go.jp/jp/20_consulate/050_senkyo/index.html


 

○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１５日（火）～４月２９日（金） 

９：００～１２：００、１３：３０～１６：３０ 

◆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 

 

 

○３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。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。 

 

・３月２日、ウィーン発の長距離列車に荷物を載せ込む際、手を貸してきた男性に気をとられ

ている間に、鞄を盗まれた。 

・３月８日、地下鉄の駅ホームで、男性にチケットの提示を求められ、検札官だと思いトラベ

ルカードを提示している間に、側に居た別の男性に鞄の中から貴重品を抜き盗られた。 

・３月９日、レストランで夕食をとっている間に、隣の椅子に置いていたショルダーバッグを

何者かに持ち去られた。 

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


・３月１４日、駅構内のベンチでスマートフォンを使用中、前方から話しかけてきた男性に対

応したところ、背後から鞄を盗まれた。 

・３月２１日、人混みの駅構内で、何者かに背後から液体をかけられた。別の男性が近づいて

きてコートを拭いてくれた為、服の汚れに気をとられている間に、鞄を盗まれた。 

・３月２３日、ブダペスト行きの列車の中で、頭上の棚に置いていたキャリーバッグを盗まれ

た。家族４人の目の届く範囲に置いていたが、一瞬居眠りをした隙に盗まれたと思われる。貴

重品は身に付けていたため被害を免れた。 

 

○２０１６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！ 

 

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 

 

Ikebana-Ausstellung "Fruehlingsimpressionen"der Gruppe Ikebana 20 

グループ IKEBANA20花展「春の印象」 

日時：オープニング 4月 6日（水）18：30 展示 4月 7日（木）～4月 8日（金）9：00～16：30 

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

問い合わせ先：日本広報文化センター Tel. (01) 533 85 86 

入場料：無料 

主催：グループ IKEBANA20 

 

Klavierabend 

ピアノコンサート 

演奏：Shizuko Yamamoto 

曲目：ショパン、ドビュッシー、ラベル、ラフマニノフの作品 

日時：4月 8日（金）19：00開演  

会場：Palais Khevenhueller, Tuerkenstrasse 19, 1090 Wien 

入場料：20ユーロ 

主催：Gesellschaft fuer Musiktheater Wien  

 

Kado – der Blumenweg  Japanische Blumenkunst 



華道 日本のいけばな 

展示：4月月 16日（土）16：00～20：00、4月 17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：無料 

主催：IkebanaStudio 19 

 

Kirschenhainfest 2016 

桜の森祭り 2016 

日時：4月 21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。イェドレセーア橋

（ 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、三味線の演奏、弓道、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成し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 

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

 

Origami-Kurse und Workshop 

おりがみ講座・ワークショップ  

母の日のおりがみ講座 

日時：4月 27日（日）10：30～11：50  

自由なおりがみ 

日時：4月 27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 fuer alle 

 

MOTOKI HIRAI Klavier 

World Tour 2016 ウィーン公演 平井元喜 ピアノリサイタル ～東日本大震災５周年チャリティ～ 

96 年以来ロンドンを拠点に世界各地で活躍する日本人のコンサートピアニスト・作曲家、平井元喜に

よるピアノリサイタル。 



平井元喜公式サイト www.motoki-hirai.com  

収益金は「東日本大震災ふくしまこども寄付金（福島県庁運営の震災孤児・遺児基金）」に寄付され

ます。 

プログラム 

ベートーヴェン：ピアノソナタ ホ短調 第 27番 作品 90 

シューベルト：ピアノソナタ 変ロ長調 第 21番 D.960 

平井元喜：委嘱新作 (2016) [ウィーン初演] 『百人一首による 《音詩》』 （冷泉貴実子選） 

平井元喜：Grace and Hope 〜祈り、そして希望 (2011) 《3.11 の犠牲者・被災者に捧げる詩》 

ショパン ：マズルカ 嬰ハ短調 作品 63-3、ノクターン ヘ長調 作品 15-1、 スケルツォ 第２番 変ロ

短調 作品 31 

日時：4月 28日（木）19:30開演 

会場：Schubert Saal, Konzerthaus, Lothringerstrasse 20, 1030 Wien 

チケット：Konzerthaus https://konzerthaus.at/ 01-24200-0  

入場料：€35, €30, €25, €15 

主催：平井元喜ウィーン公演 2016実行委員会  

後援：在オーストリア日本国大使館  

協賛/協力：ANA、Daiwa Capital Markets, Esterharzy Foundation, NTT Europe, Steinway & Sons ほか 

 

Workshop Japanische Tuschmalerei 

墨絵ワークショップ 

講師：森本雅美  

日時：4月 27日（水）10：00～12：00 & 14:00～16：00 

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

参加費用無料、ただし材料費として 5ユーロを講師に直接お支払いください。  

講習会参加ご希望の方は 4月 6日以降お電話にて日本広報文化センターTel. (01) 533 85 86までお

申込みください。申し込みは定員になり次第締め切らせていただきます。 

 

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 


