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*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-○平成３０(２０１８)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３０(２０１８)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１２日（月）～４月３０日（月）
９：００～１２：００，１３：３０～１６：３０
※但し，大使館休館日（土日及び４月２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３０(２０１８)年度小学生用(後期)教科書の無償配布申し込み
平成３０(２０１８)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１１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。

○海外安全情報
海外に渡航・滞在される方に対し，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 。（ 外 務 省 海 外 安 全 ホ ー ム ペ ー ジ ：
http://www.anzen.mofa.go.jp/index.html）
また，３ヶ月以上海外に滞在する方は在留届の提出を，３ヶ月未満の場合は「たび
レ ジ 」 へ の 登 録 を 必 ず 実 施 し て く だ さ い 。（「 た び レ ジ 」 の 登 録 ：
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/）渡航先の最新安全情報や，緊急時の大
使館又は総領事館からの連絡を受け取ることができます。

○２月の邦人被害（当館届出分）
・２月初旬，ウィーン市内のホテルでチェックインの際に，旅券がないことに気がつ
いた。
・２月中旬，オペラ座前の歩道で，リュックサックを前から後ろに背負って数歩進ん
だところでリュックが開いていると声を掛けられ確認したところ，貴重品がなくなっ
ていた。
・２月中旬，ウィーン市内のライブ会場のクロークに荷物を預けたところ，貴重品を
盗まれた。
・２月中旬，シェーンブルン宮殿でガイドに説明を受けている間に，腕にかけていた
ハンドバッグから貴重品を盗まれた。
・２月中旬，ウィーン市内の国際バスターミナルで，スーツケースをコインロッカー
へ収納していたところ，隣のベンチに置いていたハンドバッグを盗まれた。荷物の収
納を手伝う男性とハンドバッグを持ち去る男性の二人組による窃盗だった。
・２月中旬，ウィーン中央駅から乗車した一等列車の中で荷物の整理をしている間に，
座席の下に置いた鞄を盗まれた。後ろに座っていた二人組の男性がいなくなった後に
鞄がないことに気づいた。
・２月中旬，地下鉄の中で，貴重品の入ったハンドバッグを盗まれた。
・２月下旬，ウィーン中央駅から発車した直後のプラハ行き高速列車の中で，コート
を脱ぐために床に置いたバッグパックを一瞬の間に盗まれた。
・２月下旬，ウィーン中央駅から乗車した空港行きのレイルジェットの中で，荷物置
き場に置いていたスーツケースを盗まれた。
・２月下旬，ウィーン中央駅から乗車した空港行きのレイルジェットの中で，網棚に
置いたリュックサックから旅券がなくなっていた。

○２０１８年３月のイベント（抜粋）
３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！
Japanische Kalligraphie - Nihon Shuji Oesterreich
日本習字オーストリア教室書道展
日本習字オーストリア教室生徒 38 名の作品展。
ご案内（ドイツ語）
http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2018/20180301.pdf
オープニング：3 月 1 日（木）18:00
※オープニング参加の申し込みは定員に達したため締め切りさせていただきました。
入場料：無料
書道展：3 月 1 日（木）～3 月 15 日（木） 月～金 9:00～16:30
会場：日本広報文化センター Schottenring 8, 1010 Wien, Tel. 01-5338586
入場料：無料
主催：日本習字オーストリア教室
I love Vienna... Romantic Sunday Afternoon Concert
ロマンティック・アフタヌーンコンサート
シューベルト生家の小ホールにて開催されるウィーンゆかりの作曲家の名曲ピアンコンサ
ート。作曲家にまつわるエピソードと曲の解説付き（英語）。今回は春のソナタです。
演奏：西山恭子（ピアノ・語り）
3 月 4 日（日）15:30（開場 15:00）
会場：Schubert Geburtshaus, Nussdorfer Strasse 54, 1090 Wien（市電 37 または 38 にて
Canisiusgasse 下車）
問い合わせ先：romanticwien@hotmail.com
入場料：20 ユーロ （割引料金 学生 15 ユーロ、12 歳以下または 60 歳以上 12 ユーロ）
（チケットは WIEN-TICKET.AT Tel. 01-58885 またはコンサート開始 1 時間前から会場にて
お求めいただけます）
主催：Romantic Wien
Wagner Society Orchestra der Keio Universitaet Tokio
慶応ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ
慶應義塾ワグネル・ソサィエティー・オーケストラは、1901 年（明治 34 年）に創立された日本
で最古の音楽科以外の学生による男声合唱団、女声合唱団、オーケストラからなる音楽総

合団体「ワグネル・ソサィエティー」のオーケストラ部門です。第二次世界大戦後はオーケス
トラとして独自の道を歩み始め、現在に至ります。「ワグネル・ソサィエティー」の名前はドイ
ツの作曲家リヒャルト・ワーグナーに敬意を表して付けられました。日本での定期公演、国
内演奏旅行のほか、ヨーロッパでも演奏旅行を行っています。
指揮：大河内雅彦
曲目：チャイコフスキー／イタリア奇想曲
大栗裕／大阪俗謡による幻想曲
ブラームス／ピアノ四重奏曲第一番（シェーンベルク編）
3 月 4 日（日）19:30 開演
会場：Musikverein, Grosser Saal, Musikvereinsplatz 1, 1010 Wien
チケット：Musikverein http://www.musikverein.at
入場料：5～45 ユーロ
主催：慶應義塾大学ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ
在オーストリア日本国大使館後援
5. UTAU DAIKU in Wien
第 5 回 UTAU DAIKU in ウィーン
東日本大震災復興支援プロジェクト
詳細 http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2018/20180306_jp.pdf
日時：3 月 6 日（日）19：30 開演
会場：Musikverein, Grosser Saal, Musikvereinsplatz 1, 1010 Wien
入場料：30 ユーロ～15 ユーロ（学生割引あり）
主催：一般社団法人世界音楽合唱チャリティー協会
後援：在日オーストリア大使館、在オーストリア日本国大使館、観光庁
特別協力：Kuenstlersekretariat Buchmann GmbH
Buchpraesentation Fuminori Nakamura liest aus Die Maske
中村文則「悪と仮面のルール」およびドイツ語訳版「Die Maske」朗読発表会
イベント案内（ドイツ語）
https://www.buechereien.wien.at/de/programm/veranstaltungskalender/4854
日本語朗読：中村文則
ドイツ語朗読・司会：Judith Brandner
通訳：Thomas Eggenberg （Die Maske ドイツ語翻訳者）
日時：3 月 9 日（金）19：00
会場：Hauptbuecherei Wien, Urban-Loritz-Platz 2a, 1070 Wien
問い合わせ先：Buechereien Wien 01-4000-84533

入場料：無料
主催：Buechereien Wien
Kammermusiknachtmittag "Japanische Virtuosen"
室内楽の午後 「Japanische Virtuosen」
ウィーン私立音楽芸術大学に在籍する日本人学生によるコンサート。
コンサート詳細
http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2018/20180310_1.pdf
日時：3 月 10 日（土）15：30（15:00 開場）
会場：Johans Klaviersalon, Paniglgasse 5A, 1040 Wien
入場料：無料（寄付制）
主催：Japanische Virtuosen
Ein kleines Gambenkonzert und Gambenworkshop
ヴィオラ・ダ・ガンバミニコンサート＆ワークショップ
15～18 世紀に王侯貴族に愛された「古楽器」ヴィオラ・ダ・ガンバの歴史・楽器についての
解説を交えた演奏会の後、実際に楽器を弾くことができます。
子供でも弾ける大きさの楽器がありますのでお子様連れでご参加いただけます。ワークシ
ョップ後はコーヒーとケーキのサービスあり。
演奏：角田雅子 Michael Bruessing
ご案内（ドイツ語）
http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2018/20180310.pdf
日時：3 月 10 日（土）14：00
会場：Alter Saal in der Canisiuskirche, Pulverturmgasse 11, 1090 Wien
申し込み先：0664-7356 4103 info@viola-da-gamba.net http://www.viola-da-gamba.net
お席に限りがありますのでご希望の方は事前にお申し込みください。
入場料：無料（任意の寄付歓迎）
主催：Music for a while
"Konzert fuer Japan" zum Gedanken an den 7. Jahrestag der Naturkatastrophe in
Nord-Ost Japan
追悼と祈りのコンサート ‐東日本大震災から 7 年目の今日‐
日本大震災 7 年後の 3.11 当日に行われる追悼と祈りのコンサート。
コンサート詳細 https://kizuna-projekt-wien.jimdo.com/
日時：3 月 11 日（日）16：00
会場：Beethoven Saal, Pfarrplatz 3, 1190 Wien

入場料：無料
主催：Kizuna Projekt (Yukari Kojeder-Sakai)
Origami-Kurs
おりがみ講座
日時：3 月 18 日（日） 10:30～12:30
会場：GO7, Mariahilferstrasse 82 / 1. Hof, Stiege 2, Mezzanin, 1070 Wien
問い合わせ先：0699-11002943 origami.wien@gmail.com
参加費用：大人 15 ユーロ、6 歳～12 歳 10 ユーロ
http://origami-fuer-alle.weebly.com/workshop.html
主催：ORIGAMI - Papierfalten fuer alle
Klavierkonzert mit 6 jungen Pianistinnen
Hokkaido University of Education Japan
6 人の若きピアニストたちの演奏会
北海道教育大学の学生たち
プログラム http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2018/20180324.pdf
日時：3 月 24 日（土）14：30 開演（14:00 開場）
会場：Kaiser-Saal, Kaiserstrasse 10/2, 1070 Wien
入場料：無料
主催：北海道教育大学深井尚子研究室
- Friedensbotschaft aus Japan 2018 I Aikodai Meiden High School Symphonic Band
- 平和の便り 2018 I 愛知工業大学付属名電高等学校吹奏楽団
プログラム http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2018/20180325.pdf
日時：3 月 25 日（日）19：30 開演
会場：Musikverein, Grosser Saal, Musikvereinsplatz 1, 1010 Wien
問い合わせ先：3YC incoming vienna Tel. 0664-3184102 E-Mail: info@3yc.at
入場料：無料ご招待 ご希望の方は上記までお問い合わせください
主催：エムセックインターナショナル
- Friedensbotschaft aus Japan 2018 II HBC Junior Orchestera, Okayama Gakugeikan High School Symphonic Band
- 平和の便り 2018 II -

HBC ジュニアオーケストラ / 岡山学芸館高等学校吹奏楽団
プログラム http://www.at.emb-japan.go.jp/common_data/img/events2018/20180326.pdf
日時：3 月 26 日（月）19：30 開演
会場：Musikverein, Grosser Saal, Musikvereinsplatz 1, 1010 Wien
問い合わせ先：3YC incoming vienna Tel. 0664-3184102 E-Mail: info@3yc.at
入場料：無料ご招待 ご希望の方は上記までお問い合わせください
主催：エムセックインターナショナル
All Japan Youth Orchestra
全日本高等学校オーケストラ
国際交流を目的とするコンサート。
日時：3 月 29 日（木）19：30 開演
会場：Musikverein, Grosser Saal, Musikvereinsplatz 1, 1010 Wien
チケット：Wiener Internationaler Kulturverein (VICA) 0664-3262060 (Marianne Klicka) /
alfred@klicka.at
入場料：無料
主催：European Music Consulting Japan
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。

