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★☆***********************************************************************☆★ 
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1 埼玉県及び GGS からのお知らせ 

GGS 弓道体験＆交流会の開催 

 

2 イベント 

（１）内閣府青年国際交流事業の参加者を募集しています 

（２）タイ王国・スタディツアー 参加者を募集しています 

 （３）理解は絆を強くする！「中国百科検定」を受験しませんか？ 

 （４）ブリティッシュ・カウンシル主催 春の英国留学フェア 2018 開催！ 

 

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 2 回 「ບໍ່ເປັນຫຍັງ（穏やかな）ラオライフ」 

大宮アルディージャ U-12 コーチ  遠藤 竜助さん 

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

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■１  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。参加費は無料です。 

参加者を絶賛募集中です！是非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 

 2月 17日（土）13 時 30分～18時 00 分（受付 13時 00分～） 
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□会場 

埼玉大学  

  

□参加費 

  無料 

 

□申込み先 

 http://www.ggsaitama.jp/information8967/ 

※締め切り：企業の参加 2月 2日（金） 

        学生の参加 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）内閣府青年国際交流事業 参加者を募集しています 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

内閣府では、世界各国の青年との交流を通じて、 

時代を担うにふさわしい青年を育成するために青年国際交流事業を行っています。 

現在、日本から派遣する青年を募集しています。 

 

また、平成 29 年度の参加青年が中心となり、報告会も開催します。 

事業の紹介や参加青年による訪問国での活動報告、 

次年度事業への応募方法の説明が行われます。 

国際交流に関心のある方や、派遣事業への応募を 

考えている方はぜひご参加ください。 

 

【青年国際交流事業の募集について】 

内閣府ホームページをご覧ください。 

http://www8.cao.go.jp/youth/kouryu/bosyu-new.html 

 

【報告会について】 

（ア）平成 29 年度内閣府青年国際交流事業（航空機による青年海外派遣）報告会 

□日時：2 月 4 日（日）13 時～16 時 45 分（12 時 30 分受付開始） 

□場所：国立オリンピック記念青少年総合センター 

センター棟 101, 102 号室  https://goo.gl/a0pCCC 

□主催：内閣府 

（一財）青少年国際交流推進センター  

http://www.ggsaitama.jp/information8967/
file://///landisk/SIA共有/106.%20平成29年度共有ファイル/H29ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ担当/17.%20グローバル人材埼玉ネットワークQ/4．メールマガジン/H29_201704-/H30年1月31日/ggs-job@sia1.jp
http://www8.cao.go.jp/youth/kouryu/bosyu-new.html
https://goo.gl/a0pCCC
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日本青年国際交流機構（IYEO） 

□参加費：無料 

□詳細： 

（一財）青少年国際交流推進センター ホームページ 

http://www.centerye.org/post-1195/ 

 

（イ）第 44 回「東南アジア青年の船」事業報告会 

□日時：2 月 25 日（日）13 時～16 時 30 分（12 時 30 分受付開始） 

□場所：国立オリンピック記念青少年総合センター 

国際交流棟 1 階 国際会議室  https://goo.gl/a0pCCC 

□主催：内閣府 

（一財）青少年国際交流推進センター  

日本青年国際交流機構（IYEO） 

□参加費：無料 

□詳細： 

（一財）青少年国際交流推進センター ホームページ 

http://www.centerye.org/sseayp44-report/ 

 

（ウ）平成 29 年度内閣府青年国際交流事業 埼玉県参加青年帰国報告会 

□日時：3 月 11 日（日）13 時～16 時 30 分（13 時受付開始） 

□場所：With You さいたま  https://goo.gl/QeQdBe 

セミナー室 2 

□主催：埼玉県青年国際交流機構（埼玉 IYEO） 

□参加費：無料 

□問い合わせ先 

E-mail：saitamaiyeo@gmail.com 

日本青年国際交流機構（IYEO）http://www.iyeo.or.jp/ja/ 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■２ （２）タイ王国・スタディツアー 参加者を募集しています 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（一財）青少年国際交流推センターは、タイの子どもたちの生活環境を知ることと、 

現地のイベントにスタッフとして参加し、現地の人と協働して子どもたちをサポートするこ

とを組み合わせたスタディツアーを実施します。 

現在、参加者を募集しています。 

 

□日程：3 月 19 日（月）～27 日（火） 

□研修企画：（一財）青少年国際交流推進センター 

□募集締切：2 月 20 日（火） 

□詳細： 

（一財）青少年国際交流推進センター ホームページ 

http://www.centerye.org/post-1195/
https://goo.gl/a0pCCC
https://goo.gl/QeQdBe
file://///landisk/SIA共有/106.%20平成29年度共有ファイル/H29ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ担当/17.%20グローバル人材埼玉ネットワークQ/4．メールマガジン/H29_201704-/H30年1月31日/saitamaiyeo@gmail.com
http://www.iyeo.or.jp/ja/
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http://www.centerye.org/post-1235/ 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■２ （３）理解は絆を強くする！「中国百科検定」を受験しませんか？ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

皆さんは、中国のことをどれくらいご存知でしょうか。 

「中国百科検定」では、中国の歴史や政治経済、社会や文化など 

中国語に限らない幅広いあなたの「中国力」を試すことができます。 

 

現在、埼玉県内には６万人以上の中国人の方が暮らしています。 

この検定を受験して、理解と交流をより一層深めてみませんか。 

 

□試験日：3 月 21 日（水・祝） 

□受験会場：全国 30 カ所（埼玉県内でも受験可） 

□申込期間： 2 月 21 日（水）まで 

□受験コース：３級（ものしりコース）、２級（中国通コース）、 

１級（百科老師コース）、特級（マスターコース） 

□受験料：３級 3200 円、２級 4200 円、１級 5200 円、特級 5200 円※学生割引あり 

□詳細・申込み 

 中国百科検定事務局ホームページ 

http://www.jcfa-net.gr.jp/kentei/index.html 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■２ （４）ブリティッシュ・カウンシル主催 春の英国留学フェア 2018 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 2018」を開催します。 

 

イギリスから約 30 校の教育機関の代表者が来日し、 

ご来場いただいた皆さまの個別相談に応じます。 

すでに留学準備を始めている方から留学に関心のある方まで、 

あらゆる準備段階の方にご参加頂けるイベント内容です。 

 

当日は入退場自由、参加費は無料です。奮ってご参加ください。 

 

 

□日 時：3 月 26 日（月）17 時～21 時 

□会 場：ブリティッシュ・カウンシル（飯田橋） 

    http://education-uk-fair.jp/access 

□申込み：http://education-uk-fair.jp/registration 

http://www.centerye.org/post-1235/
http://www.jcfa-net.gr.jp/kentei/index.html
http://education-uk-fair.jp/access
http://education-uk-fair.jp/registration
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□詳細 

 ブリティッシュ・カウンシル ホームページ 

https://goo.gl/kwfEss 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■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２回 「ບໍ່ເປັນຫຍັງ（穏やかな）ラオライフ」 

大宮アルディージャ U-12 コーチ  遠藤 竜助さん 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

『埼玉育ちのグローバル人』遠藤さんによるリレーエッセイ第 2 回目です。 

 

高度経済成長期の日本のようなラオスへと旅立った遠藤さん。 

サッカーを通して出会うラオスの人々。 

相互に学び合うことで得たものとは…。 

 

悪戦苦闘の中でも、前を向き続ける遠藤さんの熱い取り組みを、 

是非ご一読ください！ 

 

遠藤 竜助さんのプロフィールはこちら → https://goo.gl/LDmzoi 

第 1 回エッセイはこちら         → https://goo.gl/4hNqk2 

第 2 回本編はこちら        → https://goo.gl/htyraF 

 

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

◆編集後記◆ 

早いもので新しい年が始まり、１か月が経ちました。 

ラオスは今の時期は乾季。雨が少なく観光シーズン真っ只中です。 

世界的にも珍しい像使いの資格が取れるツアーがあるそうですよ★ 

遅ればせながら、本年も皆様にとって幸多き一年となりますように。（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 

https://goo.gl/kwfEss
https://goo.gl/LDmzoi
https://goo.gl/4hNqk2
https://goo.gl/htyraF
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mclh-mfpdp-6e13028a470407e7ce8b8b61754cfe52
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mclh-mfpdm-7857e59e198e11e0ebdb0aec838d34c4
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mclh-mfpdq-f4990b2cdc9405cf5fc7530014abb938


6 

【「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 浦和合同庁舎 3 階 

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 

http://r34.smp.ne.jp/o/Pg/3348977/FHgXg7H7ci0D/out?stop-shougakusei=k
http://www.sia1.jp/globalnet.html
https://www.facebook.com/ggsaitama

