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～埼玉のグローバル化に役立つ情報をお伝えします～
Global Talent Network Saitama (GTNS) Mail Magazine
2017 年 2 月 28 日
★☆***************************************************************************☆★
◆もくじ（CONTENTS）◆
1

埼玉県及び GGS からのお知らせ
（１）埼玉国際サッカーフェスティバル 2017 を開催します
（２）地元の魅力を SNS で発信しよう！ツアー参加者募集

2

イベント情報
（１）2017 年 JAL スカラシッププログラム 日本人学生参加者募集
（２）ブリティッシュ・カウンシル主催 春の英国留学フェア 2017 開催
（３）カナダ大使館主催 カナダ留学フェア 2017 春 開催

3

『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ
上海の街づくりに挑戦！ 第３回 地域に根付き、地域に貢献する
森ビル（上海）有限公司 内村雅都さん

★☆***************************************************************************☆★
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■１（１）埼玉国際サッカーフェスティバル 2017 を開催します
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
マレーシア、タイから強豪チームを招いて、
ユース世代を対象とした埼玉国際サッカーフェスティバル 2017 が開催されます。
決勝戦会場では、抽選会やグルメ、キックターゲットなど
観戦される皆様にお楽しみいただけるイベントも開催します。
観戦は無料です。ぜひ、会場へお越しください！
□日 時：
＜全試合＞3 月 18 日（土）～20 日（月・祝）
県内各会場で全 18 試合 開催
＜決勝戦＞3 月 20 日（月・祝）9 時 30 分キックオフ
決勝戦当日は、お楽しみ併催イベント（10 時～16 時）が開催されます
□競技会場：浦和駒場スタジアム ほか
◇詳細は、スポナビ！サイタマ！をご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/spo-navi/approach/soccer_festival/top.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■１（２）地元の魅力を SNS で発信しよう！ツアー参加者 募集
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
埼玉県と JR 東日本 大宮支社が、埼玉県やその周辺を盛り上げるために
日本在住の外国人を対象とした観光ツアーを企画しました。
行先は、桜の名所・大宮公園や餃子で有名な宇都宮。
新幹線にも乗れます。参加費は無料です。
地元の魅力を SNS で世界に発信してくれる方、奮ってご参加ください。
□日 時：4 月 2 日（日）9 時～17 時
□定 員：30 名（応募者多数の場合は抽選）
□応募条件：
・日本在住の外国人の方
・18 歳以上で、日本語による基本的なコミュニケーションができる方
・Facebook をやっていて、埼玉県の魅力を継続的に母国語で発信できる方
□応募締切：3 月 26 日（日）
◇申込み及び詳細は、チラシをご覧ください（PDF ファイルが開きます）
https://goo.gl/lqN46y
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■２（１）2017 年 JAL スカラシッププログラム 日本人学生参加者募集
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
日本航空株式会社（JAL）と公益財団法人 JAL 財団は、
毎年、アジア・オセアニア地域の大学生を日本に招待し、
研修や文化交流をする「JAL スカラシッププログラム」を行っています。
このプログラムに参加して、アジア・オセアニア地域の学生たちと
交流していただく日本の大学生・大学院生を募集しています。
□日 程：
①6 月 26 日（月）～29 日（木）
・7 月 17 日（月・祝）
②7 月 10 日（月）～15 日（土）
・7 月 17 日（月・祝）
①または②の日程で、東京近郊で行われるプログラムに参加していただきます。
□募集人数：10 数名
□参加条件：日本国内の大学・大学院に在学していること

20 歳以上 25 歳以下であること 等
□応募締切：3 月 10 日（金）17 時まで
◇応募方法や詳細は、公益財団法人 JAL 財団ホームページをご覧ください。
http://www.jal-foundation.or.jp/001jalsc/topics.html
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■２（２）ブリティッシュ・カウンシル主催 春の英国留学フェア 2017 開催
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
英国の公的な国際文化交流機関 ブリティッシュ・カウンシルが
「春の英国留学フェア 2017」を開催します。
イギリス留学を検討する方に向けたイベントとして、
英国の公的機関が主催する唯一のイベント「英国留学フェア 」
。
イギリスから約 35 校の教育機関の代表者が来日し、個別相談に応じます。
当日は入退場自由、参加費は無料です。
□日 時：3 月 27 日（月）17 時～21 時
□会 場：ブリティッシュ・カウンシル 東京センター（飯田橋）
東京都新宿区神楽坂 1-2
（JR 飯田橋駅 西口より徒歩 4 分，地下鉄飯田橋駅 B3 出口より徒歩 2 分）
http://education-uk-fair.jp/access
□申込み：http://education-uk-fair.jp/registration
◇ 詳細は、ブリティッシュ・カウンシル主催 英国留学フェア特設サイトをご覧ください。
https://goo.gl/kwfEss
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■２（３）カナダ大使館主催 カナダ留学フェア 2017 春 開催
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
カナダ大使館が、
「カナダ留学フェア 2017 春」を開催します。
多くのカナダの教育機関が参加し、ブースにて日本語で個別相談に応じます。
小・中学校から高校、サマープログラム、語学学校、カレッジ、大学や
ワーキングホリデーなど、目的に応じたカナダの学校を見つけるチャンスです。
当日は入退場自由、参加費は無料です。

□日 時：3 月 17 日（金）17 時～19 時
3 月 18 日（土）11 時～17 時
□会 場：カナダ大使館
〒107-0052 東京都港区赤坂７丁目３−３８
（地下鉄銀座線・半蔵門線・大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩約 5 分）
https://goo.gl/EpqbR3
※カナダ大使館入場には、写真付き身分証明書の提示が必要です。
忘れずにお持ちください。
□申込み：http://www.canada-ryugaku-fair.com/registration
◇ 詳細は、カナダ大使館主催「カナダ留学フェア 2017 春」特設サイトをご覧ください。
http://www.canada-ryugaku-fair.com/
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■３『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ
上海の街づくりに挑戦！ 第３回 地域に根付き、地域に貢献する
森ビル（上海）有限公司 内村雅都さん
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
内村雅都さんによるリレーエッセイも、ついに最終回となりました。
内村雅都さんのプロフィールはこちら https://goo.gl/x4ASIL
第２回リレーエッセイはこちら https://goo.gl/5IkW2Z
上海環球金融中心で、枠にとらわれないユニークなイベントを
次々に開催した内村さん。その活動は、上海だけにとどまりません。
周囲の人たちを巻き込んで、内村さんが次に向かった先とは…？
第３回本文はこちら https://goo.gl/VSOS7h
今回も、たくさんの写真とともにエッセイをお届けしています。
★☆***************************************************************************☆★
◆編集後記◆
３回にわたりお届けした内村雅都さんのエッセイ、いかがでしたでしょうか。お忙しい中
エッセイ執筆を快諾してくださった内村さんに、この場をお借りしてお礼を申し上げます。
来月号からは新たにエッセイストをお迎えし、新連載がスタートします。乞うご期待！（SA）

★☆***************************************************************************☆★
＊皆様からのご意見、ご質問、会員加入については、下記事務局まで
＊メールアドレス等会員情報の変更及び配信停止はこちら
【日本人会員】
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mclh-mfpdp-6e13028a470407e7ce8b8b61754cfe52
【外国人会員】
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mclh-mfpdm-7857e59e198e11e0ebdb0aec838d34c4
【団体会員】
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mclh-mfpdq-f4990b2cdc9405cf5fc7530014abb938
【
「埼玉発世界行き」奨学生】
http://r34.smp.ne.jp/o/Pg/3348977/FHgXg7H7ci0D/out?stop-shougakusei=k
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グローバル人材埼玉ネットワーク事務局
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