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*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-○７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。
７月１８日（月）海の日

○第２４回参議院議員通常選挙に伴う在外投票の実施について
第２４回参議院議員通常選挙に伴う在外公館投票を以下のとおり実施しています。
･投票期日：６月２３日（木）より７月３日（日）まで
･投票時間：午前９時３０分から午後５時まで
･投票場所：在オーストリア日本国大使館

広報文化センター

Schottenring 8, 1010 Wien
･持参すべき書類：（１）在外選挙人証

（２）旅券等の身分証明書

在外投票の詳細については当館ホームページをご確認ください。
http://www.at.emb-japan.go.jp/jp/20_consulate/050_senkyo/index.html
http://www.at.emb-japan.go.jp/jp/20_consulate/050_senkyo/054_annai.html

○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

○注意喚起：カードのスキミング被害について
メールマガジン３月号でご案内しましたカードのスキミング被害に関して，６
月２４日付のタブロイド紙にシュテファン寺院周辺の ATM にスキミングの装置が
仕掛けられているのを旅行者が発見し動画サイトに投稿した旨の記事が掲載され
ました。
（ご参考：
http://www.mimikama.at/allgemein/gefahr-an-bankautomaten-skimmerfund-inwien/）←著作権と引用することが問題ないか要確認（駄目なら削除）
スキミング被害にあうと，カードを盗まれていなくても第三者がスキミングし
たカード情報を悪用してキャッシングを繰り返す等して金銭的な被害が知らぬ間
に発生します。
ついては，カードのスキミング被害を予防する措置として以下の諸点にご留意
ください。
１

路上やショッピング・センターなど，不特定多数の人が往来する場所に設置

された無防備なＡＴＭは利用せず，銀行内に設置されているものを利用する。
２

ＡＴＭのカード挿入口が他の同機種と異なっていたり，ＡＴＭ上部に不審な

設置物がある場合は使用しない。
（スキミング装置や隠しカメラが設置されている
可能性があるため。）
３

カードで支払いを行う場合は目の前で決済を行ってもらう。
（離れた場所にカ

ードを持って行かせない。）
４

カードの暗証番号は人に教えない。また，暗証番号を入力する際は人に見ら

れないように片方の手で入力する手を覆う等して隠す。
５

銀行の取引明細やクレジットカードの支払い明細は定期的に確認する。

６

明細の中に身に覚えのない利用記録があった場合は速やかにカードを発行し

た銀行・クレジットカード会社に連絡する。また，警察に被害を届け出る。

○注意喚起：高速道路において金銭を要求する事案（スロバキア）
在スロバキア日本国大使館から，スロバキア国内の高速道路において困窮者を
装った者に金銭を要求される事案が発生しているとして，以下のような注意喚起
が発出されましたのでお知らせします。なお，オーストリア日本人会からいただ
いた情報では，高速道路上で後部から近寄り執拗にパッシングをして道路脇に車
を停車させる，高速の出口脇に車を止めて助けを求めるふりをして停車させると
いうような手口が使われているようです。
自動車を利用してオーストリアからスロバキアに出かけられる際にはご注意く
ださい。
（以下，在スロバキア日本国大使館発出の注意喚起です）
～高速道路において困窮者を装った者に金銭を要求される事案について～
１

スロバキア国内の高速道路において困窮者を装った者に金銭を要求される事

案が複数あるとの情報提供が当館にありました。
２

本事案の手口にはいくつかのパターンがありますが，代表的な手口は，犯行

グループが高速道路の側道に車を停車し，困窮者を装って，通行している他の車
を停車させ，ドライバーが窓を開けたところで，困窮者を装った者が上半身を車
中に入れ，代価として名刺や貴金属等を出した上で，金銭を要求するというもの
です。
３

本事案について当地警察に連絡，照会したところ，
「本事案は成り行き次第で

は強盗や脅迫事案に発展する場合もあり注意を要する」と述べています。
４

在留邦人の皆さまにおかれましては，海外滞在中は，どの国や地域を訪問し

ても何らかの犯罪に巻き込まれるおそれがあることを常に念頭に置いて，慎重に
行動するようにしてください。

○６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。
・５月下旬，ブダペストからウィーン行きの列車で座席の脇に置いていたバッグ
を発車寸前に何者かに持ち去られた。
・５月下旬，ウィーン中央駅でブダペスト行きの列車に乗車するため荷物を列車
に積み込んでいる最中に，背負っていたリュックの中から貴重品袋を盗まれた。
・５月下旬，シュテファン寺院周辺を観光中，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。
・６月上旬，ウィーン市内のレストランで昼食をとっている間に，足元に置いて
いたバッグを何者かに持ち去られた。
・６月中旬，ウィーン市内のトラムの中で，３人組の少女にバッグのファスナー
を開けられ貴重品を盗まれた。３人組は直ぐにトラムを降りて逃げて行った。
・６月下旬，チューリッヒからウィーンに寝台列車（個室利用）で到着したとこ
ろ，朝目が覚めたら貴重品の入ったバッグが無かった。

○２０１６年７月のイベント（抜粋）
７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！
Origami-Ferienspiel fuer die ganze Familie 2016
夏休みの家族で楽しむおりがみ講座
夏休み期間中ウィーン各会場にて開催される家族向けの動物おりがみ講座
案内（ドイツ語）
http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2016/20160707.pdf
日時：７月７日（木）10:00～12:00

シマウマのおりがみ

会場：Amtshaus Margareten - Festsaal (2. Stock), Schoenbrunner Strasse 54,

1050 Wien
日時：７月 26 日（火）10:00～12:00

パンダのおりがみ

会場：Bezirksvorstehung Penzing, Huetteldorfer Strasse 188, 1140 Wien
日時：7 月 28 日（木）10:00～12:00

トラのおりがみ

会場：Bezirksvorstehung Favoriten, Zi. 109, Keplerplatz 5, 1100 Wien
日時：8 月 1 日（月）10:00～12:00

キリンのおりがみ

会場：Bezirksvorstehung Alsergrund, Waehringer Strasse 43, 1090 Wien
日時：8 月 3 日（水）10:00～12:00 豹のおりがみ （5～9 歳対象）
、13:00～15:00
ワニのおりがみ（10～14 歳対象）
会場：Bezirksvorstehung Floridsdorf, Am Spitz 1, 2. Stock, Zimmer 202, 1210
Wien
日時：8 月 4 日（木）10:00～12:00 象のおりがみ
会場：EKAZENT, Elterleinplatz 17, 1170 Wien
参加費用：無料（参加ご希望の方は事前の申し込みが必要です、主催者へご連絡
ください）
主催：ORIGAMI - Papierfalten fuer alle
http://origami-fuer-alle.weebly.com/
Ausstellung Japanischer Quilts
和のキルト展
Kitzbueheler Yamagatschin（山形キッツビューエルクラブ）主催の「和のキルト
展」
。日本から 4 名、オパティア（クロアチア）
、トリエステ（イタリア）から各 1
名のキルト作家がオープニングに参加します。オープニング前日には 6 名のキル
ト作家によるワークショップも行われます。
「和のキルト展」は Kitzbuehel 市の
協力の下、Kitzbueheler Kunst-Sommer の特別展として開催されます。
案内（ドイツ語）
http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2016/20160715.pdf
ワークショップ：7 月 14 日（木）14：00

（材料費 20 ユーロ、申し込み先着 20

名まで）
オープニング：7 月 15 日（金）18：00
展示：7 月 15 日（金）～7 月 31 日（日）
会場：Rathaussaal, Rathausplatz, 6370 Kitzbuehel
ワークショップ申し込み先：Mag. Dr. Edgar Ganster 0664-5321236
e.ganster@tirol.com
入場料：無料
主催：Kitzbueheler Yamagatschin

Origami im GO7
GO7 でのおりがみ講座
案内（ドイツ語）
http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2016/20160707.pdf
Geometrische Figuren

（10 歳以上対象）

日時：7 月 29 日（金）17：30～18：50
Origami-Mitmachtheater mit Petra Betscher aus Deutschland （4 歳以上対象）
日時：7 月 31 日（日）11：00

Swimmy, 14:00 Seepferdchenrennen

会場：GO7, Mariahilferstrasse 82 / 1. Hof rechts, 1. Stock
参加費用：7 月 29 日

大人 12 ユーロ、子供 8 ユーロ

7 月 31 日

5 ユーロ

主催：ORIGAMI - Papierfalten fuer alle http://origami-fuer-alle.weebly.com/
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。

