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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～
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★☆*************************************************************************☆★
◆もくじ（CONTENTS）◆
1 埼玉県及び GGS からのお知らせ
（１）10/21（土）～ 22（日）「埼玉 WABI SABI 大祭典 2017」
（２）募集 10/29（日）高校生のためのグローバルセミナー
（３）11/7（火）GGS JOB FAIR 2017
（４）11/5（日）国際フェア 2017
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3

イベント
10/21（土）英国留学フェア 2017
『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ
アメリカ南部で日本の種をまく
第 1 回 11 歳・初めてのホームステイ
JOI（Japan Outreach Initiative)プログラム 日米草の根交流コーディネーター

村田

彩さん

★☆*************************************************************************☆★
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■１ （１）10/21~22 文化を丸ごと味わう「埼玉 WABI SABI 大祭典 2017」
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
盆栽、お茶、生け花、伝統芸能、食文化など埼玉の持つ「和」の文化の魅力を見て、感じて、
楽しめる屋外型のフェスティバルを開催します。
各分野で世界的に活躍するアーティストのパフォーマンスや体験コーナー、お酒や職のコー
ナーなど、楽しみながら「和」の文化を体感できます。
海外に誇れる埼玉の「和」の文化に触れる絶好の機会です。
□日

時：10 月 21 日（土）10:00～19:00
10 月 22 日（日）10:00～15:00
□場 所：大宮公園およびその周辺
□入場料：無料
□主な内容
著名人によるステージイベント
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盆栽パフォーマンス
「和」文化を体験するコーナー
伝統芸能ステージ
埼玉の味コーナー など
□主催：埼玉県
◇詳細は以下の公式ホームページをご覧ください。
https://www.saitama-wabi-sabi.jp/

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■１ （２）募集 10/29（日）高校生のためのグローバルセミナー
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
今、埼玉県民のおよそ 50 人に 1 人は在留外国人です。
私達の周りに外国人が増えているけど、「多文化共生」って何から始めたらいいのだろう？
外国人留学生や留学経験のある日本人学生とディスカッションしながら「私ができること」
を一緒に考えてみませんか？
□日
時：10 月 29 日（日）10:00～17:00（受付 9:30～）
□会
場：ソニックシティビル 9 階 906
□参加対象：埼玉県内に在住又は在学している高校生 40 人（先着順）
□参 加 費：無料
□申込み方法：10 月 24 日（火）までに参加申込みフォームからお申込みください。
◇詳細は、以下の GGS ホームページをご覧ください。
http://www.ggsaitama.jp/information6045/
※同時に、
「埼玉発世界行き」帰国奨学生の皆様を対象に大学生ボランティアも募集していま
す。ボランティアの方には、高校生と外国人留学生が与えられたテーマについてディスカッ
ションを行うグループワークのファシリテーター役をお願いしたいと考えています。
詳細は、以下サイトをご覧ください。
https://goo.gl/pe7Dj4

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■１ （３）11/7（火）GGS JOB FAIR 2017
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
日本人・外国人留学生対象 JOB FAIR 2017 を開催します。
インターンシップ説明会と就職面接会に加えて、就職スタートアップガイダンスの 3 つのプ
ログラムをご用意しています。今年度中に内定を得るチャンス！参加費無料！奮ってご参加
ください。
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□日時：11 月 7 日（火）10:30～16:30（受付開始 10:00～）
□会場：ソニックシティビル 4 階市民ホール /6 階 601 会議室
大宮駅西口より徒歩約 3 分 http://goo.gl/3B1id2
□対象者：外国人留学生又は留学経験のある日本人学生
□参加企業： 25 社（予定）
参加企業はホームページで随時お知らせします。
http://www.ggsaitama.jp/information8590/
□内容：
10:30～12:00 （受付開始 10:00～）
就職スタートアップガイダンス
13:00～16:30 （受付開始 12:30～）
インターンシップ説明会、就職面接会
※就職面接会は 2018 年 3 月卒業生・既卒者対象
就職面接会を希望する方は、必ず履歴書（複数枚、コピー可）を持参し
てください。
※入退場は自由ですが、面接にふさわしい服装でお越しください。
◇お申込み・詳細は、以下の GGS サイトをご覧ください（WEB 事前申込み）。
http://www.ggsaitama.jp/information8590/

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■１ （４）11/5（日）国際フェア 2017
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
今年で 20 回目となる県内 NGO の祭典「国際フェア 2017」を開催します。
NGO の活動発表や世界の料理、民族舞踊、民族音楽など楽しいイベントが盛りだくさん！埼
玉で世界を感じられる「国際フェア 2017」にご家族やお友達みんなで遊びに来てください。
「コープみらいフェスタ in スーパーアリーナ」
「医療生協さいたま健康フェスタ」
「さいたま
THE スイーツフェア」と同時開催です。
□日
□会

時：11 月 5 日（日）10:00～16:00
場：さいたまアリーナ（アクセス

http://www.saitama-arena.co.jp/access/）

◇詳細は以下の埼玉県国際交流協会のホームページをご覧ください。
http://sia1.jp/topics/fair2017/
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■２ 10/21（土）英国留学フェア 2017 開催のお知らせ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
英国の公的な国際文化交流機関ブリティッシュ・カウンシルが主催する「英国留学フェア 2017」
が開催されます。
英国から来日する約 50 校以上の教育機関代表者と、留学について個別相談できます。
その他、ビザや奨学金、留学経験者によるトークショー、留学準備に役立つセミナーなど、
楽しく実用的なプログラムがご用意されています。
事前登録来場者には、記念品をプレゼント！
□日
□会

時：10 月 21 日（土）13:00～18:00
場：秋葉原 UDX GALLERY（JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩 2 分）
http://www.udx-g.jp/access.html
□内 容：
英国を選ぶ理由・コースの選び方・プランニング
英国ボーディング・スクールの魅力・学習内容・進路
大学学部・交換／短期・大学院留学
奨学金のご紹介
英国留学経験者トークショー など
◇詳細は、以下のブリティッシュ・カウンシル
https://www.britishcouncil.jp/studyuk/fair

ホームページをご覧ください。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ
アメリカ南部で日本の種をまく
第 1 回 11 歳・初めてのホームステイ
JOI（Japan Outreach Initiative)プログラム 日米草の根交流コーディネーター

村田 彩さん
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイは、今月から新しい筆者をお迎えいたし
ます。
今回ご紹介するのは、現在、日米草の根交流コーディネーターとしてアメリカのアーカンソ
ー州で活躍されている村田彩さんです。
『アメリカ南部で日本の種をまく』と題したエッセイ
で、今月から 3 回に分けて読者の皆様にお届けします。
海外に飛び出したいあなた…
日本と世界の架け橋になりたいあなた…
そんな読者の皆さんにお役にたてるエッセイです。
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第１回のタイトルは、「11 歳・初めてのホームステイ」。
人見知りだった少女が、異文化との出会いをきっかけに、ご自身の夢や目標に向かって道を
切り開いていく姿からは、清々しさを感じます。
村田 彩さんのプロフィールはこちら
第 1 回本編はこちら

→
→

https://goo.gl/7Cugpn
https://goo.gl/H6H2AU

★☆***************************************************************************☆★
◆編集後記◆
今月号から連載スタートの村田彩さんによるエッセイ、いかがでしたか？「一見は百聞にし
かず」。ご自身の道を開拓される生き生きとした姿に勇気づけられました。残り 2 回、村田さ
んがどのように成長されていくのかが楽しみです。さて、季節はすっかり秋めいてまいりま
した。体調管理に気をつけて、爽やかで美味しい（?!）季節をお過ごしください。（OY）
★☆***************************************************************************☆★
＊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

【発行】
グローバル人材埼玉ネットワーク事務局
（公益財団法人 埼玉県国際交流協会）
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和５－６－５
TEL 048-833-2995 FAX 048-822-3808
E-mail global@sia1.jp （sia の次は数字の１です）
HP http://www.sia1.jp/globalnet.html
Facebook https://www.facebook.com/ggsaitama

5

浦和合同庁舎 3 階

