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2017 年 8 月 31 日
★☆*************************************************************************☆★
◆もくじ（CONTENTS）◆
1 埼玉県及び GGS からのお知らせ
（１）募集 「埼玉学のすすめ」バスツアー（大学生対象）
（２）募集 企業訪問＆座談会ツアー（外国人留学生対象）
（３）募集 外国人案内ボランティア
2

3

イベント・試験
（１）9/17（日）埼玉県国際交流協会設立 30 周年記念事業 『国際理解講演会』
（２）9/28（木）MIPRO Start-up Seminar（外国人向け無料起業セミナー）
『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ
僕が僕であるために～世界という世界の中で～
第 3 回 喜び イタリアでの事 ～メッセージ
オペラ歌手テノール、新国立劇場合唱団メンバー、
コル・カント合同会社

代表社員、NPO 団体

富士見みんなでプロジェクト代表

東海林

尚文さん

★☆*************************************************************************☆★

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■１ （１）募集 「埼玉学のすすめ」バスツアー＜大学生対象＞
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
皆さんは、埼玉県のことをどれくらい知っていますか？
この度、日本人学生と外国人留学生（大学生）が埼玉県の企業を訪問しながら交流を深める
バスツアーを企画しました。県内のものづくりの現場で、国際交流を図りませんか？ご応募
お待ちしています。
□日 時：12 月 9 日（土）8:40～17:30（予定）
□参加費：無料（自宅と埼玉大学間の交通費は自己負担）
□申込期間：9 月 4 日（月）～9 月 29 日（金）
□主 催：埼玉県留学生交流推進協議会（事務局 埼玉大学国際課）、GGS
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◇ お申込み方法・詳細については、以下のチラシをご覧ください。
日本人学生用チラシ
http://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2017/08/f1416e029fd3838ce32486d06d48c79a.pdf
外国人留学生用チラシ
http://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2017/08/addb71216052614bbf2056826a5b9bb9.pdf
お問い合わせ先：埼玉大学国際室

kokusai@gr.saitama-u.ac.jp

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■１ （２）募集 企業訪問＆座談会ツアー ＜外国人留学生対象＞
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
GGS 就職マッチング＆フォローアップシステムに登録いただいた外国人留学生（大学 3 年生
を中心に 4 年生も可）を対象に、埼玉県にゆかりのある企業の魅力発信を目的とした企業訪
問＆座談会ツアーを開催します。(申込後の登録可)
埼玉県の魅力ある優良企業を発見できたり、先輩から生の声を聞けたり、日本で働くイメー
ジを持つための絶好の機会です。これから就職活動を控える外国人留学生の皆さん、ぜひお
申し込みください。
□日
時：9 月 12 日（火）9：30～17：30（予定）
□訪問企業：
（株）オプトエレクトロニクス（自動認識業界のリーディングカンパニー）
（株）武蔵野（
「中食」業界のパイオニア）
□参 加 費：無料（昼食付き、電車などの移動費は自己負担）
□定
員：15 名（申込み多数の場合は抽選）
□申込方法：E メールまたは FAX にてお申込みください。
◇申込み方法・詳細は GGS ホームページをご覧ください。
http://www.ggsaitama.jp/information6996/

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■１ （３）募集 外国人案内ボランティア育成講座
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
埼玉県では、ラグビーワールドカップ 2019 や東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向
け、増加する訪日外国人観光客を案内したり、日頃から在住外国人の支援や国際交流活動を
行う「外国人案内ボランティア」を育成しています。
□参 加 費：無料
□会場及び日程（2 日間）：
鴻巣市会場（10/15&22）
、秩父市会場（10/18&19）
、熊谷市会場（11/25&12/2）
、
川越市会場（12/1&8）
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□応募締切：9 月中旬～10 月（各会場による）
※次の各会場につきましては、10 月上旬より募集を開始します。
さいたま市会場(12/4&5)、越谷市会場（H30/1/14&21）
、東松山市会場（H30/1/26&2/2）
◇ お問合せ・詳細は、公益財団法人 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/annaivolunteer/

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■２ （１）9/17（日）埼玉県国際交流協会設立 30 周年記念事業『国際理解講演会』
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
埼玉県国際交流協会設立 30 周年記念事業として実施している「730 万人の国際理解プロジェ
クト」におけるメインイベントとして、厚切りジェイソン氏をお迎えし、国際理解講演会を
開催します。
世界約 30 カ国の民族衣装ファッションショーも同時開催！
皆様、お誘い合わせの上、是非ご参加ください。
□日 時：9 月 17 日（日）13：30～15：30
□会 場：大宮ソニックシティ 小ホール （アクセスはコチラ）
□定 員：450 名
□参加費：無料
□内 容：
13:00 開場
13:30 開会 主催挨拶等
13:35 民族衣装ファッションショー
14:00 講演＜講師：厚切りジェイソン氏＞
15:00 質疑応答
15:30 閉会
◇お申込み方法・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/30thanniversary/

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■２ （２）9/28（木）MIPRO Start-up Seminar（外国人向け無料起業セミナー）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日本での起業を計画している外国人の方、また外国人の起業を支援している方向けのセミナ
ーです。今回のテーマは「社会保険・雇用管理」
「税務」
。わかりやすい事例を挙げて英語で講
演します。
□日

時：9 月 28 日（木）14 時～16 時
3

□場

所：ミプロ会議室（東京都豊島区東池袋 3－1－3 ワールドインポートマート 6F）
（アクセスはコチラ）
□内 容：
１. 日本の社会保険制度と雇用管理の基礎
２. 起業する外国人のための税務の基礎
３. 交 流 会（講師を交え、質問にもお答えします。
）
□主 催：一般財団法人 対日貿易投資交流促進協会（ミプロ）
※使用言語は、英語です。
※入場無料・先着 30 人
◇お申込み・詳細は以下のサイトをご覧ください。
https://krs.bz/mipro/m/config-id-investment20007

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ
僕が僕であるために～世界という世界の中で～
最終号
喜び イタリアでの事 ～メッセージ
オペラ歌手テノール、新国立劇場合唱団メンバー、
コル・カント合同会社

代表社員、NPO 団体

富士見みんなでプロジェクト代表

東海林 尚文さん
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
法学部から芸大へ編入。迷いの先に見た、一筋の希望の光。
それがイタリア フィレンツェへの留学だった東海林さんの人生の旅のお話は、
残念ながら今回で最終号。
今の礎になったフィレンツェでの経験はどんなことだったのでしょうか。
東海林

尚文さんのプロフィールはこちら

→

https://goo.gl/Xt4aHx

第１回本編はこちら → https://goo.gl/3VdMqC
第 2 回本編はこちら → https://goo.gl/MLJitr
最新号 第 3 回（最終号）本編はこちら → https://goo.gl/BUVjwi
今後の益々の東海林さんのご活躍をお祈りしています。
★☆***************************************************************************☆★
◆編集後記◆
今回で最終号のリレーエッセイはいかがでしたか？様々な経験をされた東海林さんの言葉に
は、深く豊かな説得力を感じました。これから留学をする方にはもちろん、留学をしない方
にも、私のように夢を持つ勇気を沸かせてくれたのではないかと思います。お忙しい中 3 回
に渡るご執筆をありがとうございました！（OY）
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★☆***************************************************************************☆★
＊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
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