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○海外安全情報
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。
●広域情報：イスラム過激派組織におるラマダン期間中のテロを呼びかける声
明の発出に伴う注意喚起
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo.asp?infocode=2016
C153

○百歳以上の長寿者調査
日本政府は，毎年「老人の日」の記念行事として，百歳以上の長寿者の状況
について記者発表を行うと共に，百歳を迎える日本人の方に対し，その長寿を
祝いかつ多年にわたり社会の発展に寄与されてきたことを感謝し，内閣総理大
臣からのお祝い状及び記念品の贈呈を実施しています。
海外に在留している日本国籍保持者の方も調査・贈呈の対象となりますので，
下記ご参照の上，該当される方をご存じの方は，当館領事部（担当：大橋）ま
で御連絡いただきますようお願いします。
（期限：６月１５日（水）
）
・調査対象
１９１７年（大正６年）３月３１日以前に出生した日本国籍保持者
・御連絡を頂きたい情報
氏名，性別，生年月日，本籍地，現住所，電話又は FAX 番号
・領事部連絡先
電話： ０１－５３１－９２０（代表）
FAX： ０１－５３２－２６０７
E-mail：consul@wi.mofa.go.jp

○在外選挙：郵便等投票のための投票用紙請求について
本年夏に予定されている参議院議員通常選挙に関し，日本の各選挙管理委員
会では郵便等投票のための投票用紙を請求した在外選挙人に対して５月２７日
から投票用紙の送付を開始しました。現時点で選挙日程は確定していませんが，
在外公館投票ではなく「郵便等投票」により投票を希望する在外選挙人で投票
用紙の請求手続きを行っていない方は，登録地の選挙管理委員会に対して早め
に投票用紙の請求手続きを行ってください。
郵便等投票に関する手続き詳細は下記外務省ホームページでご確認ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html
なお，在オーストリア日本国大使館では参議院議員通常選挙の公示日の翌日
から在外公館投票を行う予定です。在外公館投票の詳細については選挙日程が
確定次第改めてホームページ等を通じてご案内致します。

○領事出張サービスのお知らせ（インスブルック，ザルツブルク）
在オーストリア日本国大使館では，インスブルック及びザルツブルクにおい
て以下のとおり領事出張サービスを実施いたします。
領事出張サービスでは，在外選挙人名簿への登録申請，旅券及び各種証明の
申請受付や，事前に申請を受け付けた旅券及び証明書の交付，出生・婚姻等の
戸籍関係の届出の受付等を行いますので，遠隔地にお住まいの方で以下の時期
に申請等を予定されている場合には是非ご利用ください。
なお，領事出張サービスのご利用を希望される方は，予め準備が必要な手続き
もあるため，９月１６日（金）までに大使館領事部（電話：01-531-920（代表）
）
までご連絡をお願いいたします。
【インスブルック】
日時：１０月

５日（水）

場所：Hotel Sailer

１４：００～１８：００

（ホテル内会議室）

住所：Adamgasse 8, 6020 Innsbruck
電話：０５１２－５３ ６３
【ザルツブルク】
日時：１０月

６日（木）

１４：００～１８：００

場所：AUSTRIA TREND HOTEL EUROPA SALZBURG （ホテル内会議室）
住所：Rainerstrasse 31, 5020 Salzburg
電話：０６６２－８８９ ９３０

○５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，昨年末以降，中央駅を中心に観光地等において「背中に
汚れがついている」と声をかけて汚れに注意が向いている隙に鞄や貴重品を盗
みとる手口の窃盗被害が増加していますのでご注意下さい。
・４月下旬，シュベーデンプラッツのトラム乗り場でトラムを待っていると，
親子風の外国人に突然後ろから声をかけられた。後ろを振り向いた際に小型の
キャリーバッグから一瞬手が離れた瞬間，何者かにキャリーバッグを持ち逃げ
された。
・４月下旬，ケルントナー通りのレストランで昼食をとった際，鞄を席に置い
てトイレに行ったところ，戻ったら鞄がなくなっていた。
・５月上旬，ウィーン中央駅でコインロッカーに荷物を入れようとしていた際，
後ろから背中が汚れていると声をかけられた。バッグを足下において確認しよ
うとしたところ，何者かがバッグを持って逃げ去った。
・５月上旬，ブダペストからウィーン行きの列車に乗車した際，座席足下に貴
重品の入ったバッグを置いてトイレに行ったところ，戻ったらバッグがなくな
っていた。
・５月上旬，ウィーン中央駅のインフォメーション・ブースで，メモを取るた
め鞄をスーツケースの上に置いた直後に鞄を盗まれた。
・５月上旬，ウィーン空港の到着階外に設置されている喫煙スペースでタバコ
を吸っていたところ，突然男から声をかけられた。一言二言対応している間に
キャリーバッグの上に置いていた鞄を何者かに盗まれた。
・５月中旬，ウィーン中央駅で地下鉄の切符を買った際，背中が汚れていると
男に声をかけられて汚れたティッシュを見せられた。まだ背中が汚れていると
言われたため，斜めがけしていたショルダーバッグを外してスーツケースの上
に置き上着を脱いで汚れを確かめようとしている間に，何者かがショルダーバ

ッグを走って持ち去った。
・５月下旬，ウィーン・ミッテ駅の CAT（City Airport Train）施設内にある航
空会社のチェックイン・カウンターでチェックイン待ちをしている際，突然話
しかけられて対応している間に鞄から貴重品を抜き取られた。

○２０１６年６月のイベント（抜粋）
６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！
1．Ikebana-Ausstellung im Shambhala Meditationszentrum
草月流いけばな展
案内（ドイツ語）
http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2016/20160604.pdf
オープニング：6 月 4 日（土）15：00～
展示：6 月 4 日（土）15：00～18：00、6 月 5 日（日）10：00～18：00
会場：Shambhala Meditationszentrum, Stiftgasse 15-17, 1070 Wien
入場料：無料
主催：Shambhala Meditationszentrum und Ikebana Helga Komaz
Origami-ABC
おりがみ ABC
Volksschule Selma-Lagerloef-Gasse と Verein ORIMGAMI-Papierfalten fuer
alle の共同プロジェクトによるおりがみ作品展。
案内（ドイツ語）
http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2016/20160607.pdf
オープニング：6 月 7 日(火）9：30
展示：6 月 7 日（火）～6 月 16 日（木）
月・火曜日

9：00～12：00 および 13：00～17：00、

木曜日

13：00～19：00、

金曜日

9：00～12：00、

休館日

水・土・日曜日

おりがみワークショップ：講師 Noriko Mafune－Bachinger
み協会会長
6 月 9 日（木）
14:00～14：50
15：00～15：50

対象
対象

4～7 歳（保護者同伴）
8～99 歳

ウィーンおりが

16：00～16：50
会場：

対象

13～99 歳

GB* (Gebietsbetreuung Stadterneuerung) Quellenstrasse 149, 1100

Wien
ワ ークショ ップ申し 込み先： origami.wien@gmail.com Tel. 0699-11002943
0699-19139274 http://origami-fuer-alle.weebly.com/
入場料：無料
主催：ORIGAMI - Papierfalten fuer alle
Japanisches Familienfest
日本のファミリー祭り
プログラム
http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2016/20160612_jp.p
df
日時：6 月 12 日（日）13：00 開場、13：30 開会
会場：Hofjagd- und Ruestkammer, Neue Burg/Heldenplatz 1010 Wien
主催：Hofjagd- und Ruestkammer, 墺日協会、オーストリア日本人会
Japanische Teekunst mit der Gruppe "Kikukai"
茶の湯希空会によるお茶会
日時：6 月 12 日（日）13：00～17：00
会場：世田谷公園

（茶席一回 20 分程度）

Setagaya Park, Hohe Warte 8, 1190 Wien

問い合わせ先：茶の湯希空会 0664-541 54 87 （フーマン宗明）
入場料：無料（事前の申し込み不要）
主催：フーマン宗明（表千家茶道教授）と茶の湯希空会
Kalligrafie Ausstellung der Shodo Geijutsu In & Kalligrafie Workshop
第 19 回国際交流書道展および書道ワークショップ
書道芸術院作品展
日時：6 月 13 日（月）～6 月 17 日（金）

月～金

9：00～16：30

会場：日本広報文化センター Schottenring 8, 1010 Wien
入場料：【無料】
書道ワークショップ
日時：6 月 14 日（火）14：00～16：00、6 月 15 日（水）14：00～16：00
会場：日本広報文化センター Schottenring 8, 1010 Wien
ワークショップに参加ご希望の方は 5 月 30 日（月）から申し込み受け付けを開
始いたしますので、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。
参加費用：
【無料】
Konzert der Johann Strauss-Gesellsahft Japan <Ensemble Tokio>
日本ヨハン・シュトラウス協会管弦楽団ウィーン公演
指揮：鷲見尚保
案内（ドイツ語）
http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2016/20160626.pdf
日時：6 月 26 日（日）15：30
会場：Musikverein, Brahms-Saal, Musikvereinplatz 1, 1010 Wien
無料チケット申し込み先：

strauss_orchestra@yahoo.co.jp

主催：日本ヨハン・シュトラウス協会管弦楽団
日本大使館後援
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。

