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★☆***********************************************************************☆★
◆もくじ（CONTENTS）◆
1 埼玉県及び GGS からのお知らせ
（１）
「花と緑の振興センター 緑化講座「はじめての盆栽」の開催
（２）GGS 弓道体験＆交流会の開催
2

イベント
（１）JICA 青年海外協力隊員トークイベント開催
「世界」を見たことありますか？～世界を変える力を作るために～
（２）国際ビジネスセミナーの開催
愛知淑徳大学 真田幸光教授が語る
『世界・アジア・日本経済の現状と今後の見通し』
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『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ
ເຕະບານ が繋いだ世界
第１回 「なぜ ໄປປະເທດລາວ？」
大宮アルディージャ U-12 コーチ

遠藤

竜助さん

★☆*************************************************************************☆★
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■１ （１）花と緑の振興センター 緑化講座「はじめての盆栽」の開催
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
花と緑の振興センターでは、園芸や緑化についての講座を年間通じて実施しています。
2 月開催の緑化講座は「はじめての盆栽」。
外国人の方を主な対象に盆栽を体験して頂く内容となっています。日本文化である
「盆栽」について、学びながら体験できます。
作品を持ち帰ることも出来ますので、関心のある方は是非お申込みを！
□対象
県内に在住・在勤・在学の方
（日常生活での日本語が理解できる外国人の方を優先）講座は日本語で行います。
□開催日時
1

平成 30 年 2 月 24 日（土）13 時 15 分～14 時 45 分
□会場
花と緑の振興センター 大会議室
JR 武蔵野線「東川口駅」からバス 20 分、
または 埼玉高速鉄道「戸塚安行駅」から徒歩 20 分
□参加費
2,000 円（作品はお持ち帰りいただけます）
□申込方法
電話で花と緑の振興センターへ直接申込み。先着順で定員になり次第締め切り。
受付開始：外国人の方 1 月 15 日（月）
一般の方 2 月 1 日（木）
□主催・申込み先
埼玉県花と緑の振興センター
TEL：048-295-2910
⇒⇒チラシはコチラ（PDF)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■１ （２）GGS 弓道体験＆交流会の開催
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
学生と企業との交流事業の一環として、GGS 弓道体験＆交流会を開催します。
留学生の採用に積極的な県内の優良企業の方が多数参加します。
今年は日本の武道である弓道を体験した後、交流会を開催します。参加費は無料です。
お誘い合わせの上、奮ってご参加ください ！
□対象
・GGS 会員大学に在籍する外国人留学生や海外留学経験のある日本人学生
・留学生の採用を検討している、または実績のある県内企業の方
□開催日時
平成 30 年 2 月 17 日（土）13 時 30 分～18 時 00 分（受付 13 時 00 分～）
□会場
埼玉大学
□参加費
無料
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□申込み先
http://www.ggsaitama.jp/information8967/
※締め切り：企業の参加 平成 30 年 1 月 31 日（水）

学生の参加

平成 30 年 2 月 8 日（木）

□お問い合わせ先
グローバル人材育成センター埼玉（GGS）
（公益財団法人 埼玉県国際交流協会内）
TEL：048-833-2995
E-mail：ggs-job@sia1.jp
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■２ （１）JICA 青年海外協力隊員トークイベント開催
「世界」を見たことありますか？～世界を変える力を作るために～
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
越谷市国際交流協会の青少年交流委員会は、埼玉県東部地域に点在する国際交流協会や
大学・高校・青年会議所等との連携を取り、地域の学生と協働で行う事業を通して
地域の活性化に努めています。
今回、JICA の青年海外協力隊員 2 名の生の体験談が聞けるトークイベントを開催します。
若者たちが、ステップアップするコツやチャレンジ精神・新たな世界観を学ぶ事が出来るよ
うな企画です。
2 部制で、トークイベントだけでなく 1 部では JICA ボランティアへの Q＆A タイム。
2 部では交流会も設けられていますので、聴いて学んで、縁と出会いを広げるチャンスです！
□開催日時
平成 30 年 1 月 20 日（土）9 時 30 分～（受付 9 時 00 分より）
□会場
文教大学 越谷キャンパス
最寄り駅 東部スカイツリーライン 北越谷駅西口より徒歩 10 分
1 部：12104 号室 9:00-12:10（トーク＆QA タイム）
2 部：12103 号室 12:00-13:00（交流会）
□参加費
無料

□対象
学生（大学生・高校生・中学生）
□定員
90 名（先着順）
※各学校・協会単位で 5-10 人位でのお申込みは、優先的にご案内可能
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□申込み先

電話で越谷市国際交流協会事務局（KIA 事務局）へ直接申込み。
KIA 事務局 TEL：048-960-3350 e-mail：kiajapan@kiajapan.com
※締め切り 平成 30 年 1 月 15 日（月）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■２ （２）国際ビジネスセミナーの開催
「愛知淑徳大学 真田幸光教授が語る『世界・アジア・日本経済の現状と今後の見通し』
」
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
公益財団法人埼玉県産業振興公社は、愛知淑徳大学の真田幸光教授を講師に招き、
国際ビジネスセミナーを開催します。
混沌としたグローバル経済の中、日本を取り巻く経済環境は大きく変化を続けています。
世界で、アジアで何が起こっているのか、起ころうとしているのか、その背景は見通しにく
い状況です。豊富なフィールドワークで集められた情報をもとに具体的な現状分析と見通し
について、真田教授に的確に、わかりやすく、熱く語っていただきます。
□日時
平成 30 年 1 月 12 日（金）13 時 30 分～15 時 30 分（受付時間 13 時～）
□会場
大宮ソニックシティビル

10 階

研修室Ａ

□定員
60 人（申込受付順）
□内容
国際ビジネスセミナー
「愛知淑徳大学 真田幸光教授が語る『世界・アジア・日本経済の現状と今後の見通し』
」
講師：真田幸光氏（愛知淑徳大学 ビジネス学部 研究科研究科長 教授）
□受講料
無料
□申込方法
公社ウェブサイトからお申し込みください。
http://www.saitama-j.or.jp/shinbunya/seminar/
※締め切り 平成 30 年 1 月 5 日（金）
□主催・お問合せ
公益財団法人埼玉県産業振興公社
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TEL：048－647－4156
URL：http://www.saitama-j.or.jp/
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ
ເຕະບານ が繋いだ世界
第１回 「なぜ ໄປປະເທດລາວ？」
大宮アルディージャ U-12 コーチ
遠藤 竜助さん
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
今月から新たにスタートした『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ。
現在、大宮アルディージャ U-12 のコーチをされている遠藤竜助さんです。
とても力強い文章に、遠藤さんの人柄が感じられるエッセイとなっています！
恩師から受ける助言。
勇気を出して石を投げることで広がる波紋。
新たな一歩を踏み出した第 1 回目のエッセイ。是非お楽しみください！！
遠藤 竜助さんのプロフィールはこちら → https://goo.gl/LDmzoi
第 1 回本編はこちら
→ https://goo.gl/4hNqk2
★☆***************************************************************************☆★
◆編集後記◆
新しいエッセイがスタートしました！！
ラオスへ青年海外協力隊で行かれていた経験のある遠藤さんです！これからどんな
ストーリーが展開されていくのか…？？とっても楽しみです！
皆様、寒さも本格的になってきましたので、お体ご自愛下さいね！！（S.I）
★☆***************************************************************************☆★
＊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
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（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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浦和合同庁舎 3 階

