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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
2018 年 9 月 28 日
★☆***********************************************************************☆★
◆もくじ（CONTENTS）◆
1 埼玉県及び GGS からのお知らせ
（１） 【募集】外国人案内ボランティア育成講座開催
（２） 埼玉県の姉妹友好州省への留学に挑戦してみませんか？
―クイーンズランド州、オハイオ州、山西省への奨学生２０１９年派遣者募集―
（３）【募集】10/28（日）高校生のためのグローバルセミナー
（４）【募集】11/6（火）GGS JOB FAIR 2018
（５）10/14（日）国際フェア 2018 開催
（６）「埼玉 WABI SABI 大祭典 2018」開催
（７）
【募集】11/13（火）フィリピンビジネスセミナーの開催
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イベント
10/20（土）英国留学フェア 2018
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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
中東、時々埼玉。彩の国から世界を覗いてみた。
第１回 「ヨルダン編」
廣瀬 勝弘さん
★☆*************************************************************************☆★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１（１）【募集】外国人案内ボランティア育成講座開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
オリンピック・パラリンピックなど世界的なスポーツ大会の開催が目前となり、多くの外国
人の来県が見込まれています。埼玉県を挙げて、おもてなしの心でお迎えしてみませんか。
外国人の皆様もぜひ御参加ください！
【第３期募集分】
★熊谷文化創造館さくらめいと ＜熊谷市会場（100 名）＞
平成 30 年 11 月 4 日（日）
、11 日（日）10:00~16:00
≪応募締切 平成 30 年 10 月 3 日（水）17:00≫
★東松山市民文化センター ＜東松山市会場（100 名）＞
平成 30 年 11 月 19 日（月）
、26 日（月）10:00~16:00
≪応募締切 平成 30 年 10 月 19 日（金）17:00≫
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・応募者多数の場合は抽選
・県内に在住、在勤、在学の１６歳以上の方であれば語学力は問いません。
・講座は、２日目の語学レッスンを除き基本的に日本語で行います。
・東京 2020 オリンピック・パラリンピック関連のボランティアとは異なります。
・全１２回開催予定
・申込方法などの詳細及び第４期募集の日程は、
埼玉県国際交流協会ホームページ http://sia1.jp/topics/annaivolunteer/ を御覧ください。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１（２）埼玉県の姉妹友好州省への留学に挑戦してみませんか？
―クイーンズランド州、オハイオ州、山西省への奨学生
２０１９年派遣者募集―
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
県では、毎年、県の姉妹友好州省であるオーストラリア・クイーンズランド州、アメリカ・オ
ハイオ州、中国・山西省へ奨学生を派遣しています。
このたび、２０１９年に派遣する奨学生の募集を開始します。留学先の授業料が免除となる
など、大変魅力的なプログラムです。
向学の志に燃え、本県を代表して、本県と姉妹友好州省との友好親善の礎となる方を募集し
ます。
◇詳細は、以下のホームページをご覧ください。
○オーストラリア・クイーンズランド州(サザンクロス大学付属英語学校派遣)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/icte-uq.html
○アメリカ・オハイオ州(フィンドレー大学派遣)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/ohioscholarship.html
○中国・山西省(山西大学派遣)
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/sanscholarship.html
申込や問い合わせは、埼玉県庁国際課国際戦略担当へお願いします。
(電話：048-830-2718 Email: a2705-09@pref.saitama.lg.jp
ホームページ：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/scholarship.html)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１（３）【募集】10/28（日）高校生のためのグローバルセミナー
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ラグビーワールドカップ２０１９、東京２０２０オリンピック・パラリンピックを控え、多
くの外国人観光客の来県が見込まれています。
外国人留学生や留学経験者とディスカッションしながら、私たちに出来る「おもてなし」を
一緒に考えてみませんか？
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□日
時：平成 30 年 10 月 28 日（日）10:00～17:00
□会
場：埼玉会館 3 階 3C 会議室（JR 浦和駅西口 徒歩 6 分）
□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
□申込方法：10 月 19 日（金）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/information10146/
※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://bit.ly/2ooPDZ5
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１（４）
【募集】11/6（火）GGS JOB FAIR 2018
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日本人・外国人留学生対象 JOB FAIR 2018（企業説明＆面接会＋インターンシップ）を開催
します。
企業説明＆面接会＋インターンシップに加えて、就活ガイダンスをご用意しています。グロ
ーバル人材のあなたを必要としている企業が集結します！ 参加費無料！奮ってご参加くだ
さい。
時：11 月 6 日（火）12:00～16:30（受付開始 11:30～）
場：ソニックシティビル 4 階市民ホール
（さいたま市大宮区桜木町 1-7-5）
大宮駅西口より徒歩約 3 分 http://goo.gl/3B1id2
□参 加 者：外国人留学生または海外留学経験のある日本人学生
※説明＆面接会は 2019 年 3 月に大学、大学院、短期大学、専門学校等を卒業予
定、または既卒者
※就活ガイダンス、インターンシップは全学年・既卒者対象
□参加企業： 日本人・外国人留学生積極採用企業 25 社を予定
□内
容：
12:00～13:00 （受付開始 11:30～）
就活ガイダンス～就活に必要な企業情報＆面接マナーについて
□日
□会

13:00～16:00

（受付開始 12:30～）
企業説明＆面接会＋インターンシップ
※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。
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※訪問する企業分の履歴書（複数枚、コピー可）を必ず持参してくだ
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/information9706/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１（５）10/14（日）国際フェア 2018
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
今年で 21 回目となる県内 NGO の祭典「国際フェア 2018」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 2018」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」「医療生協さいたま健康フェスタ」「埼玉物産観光フェア」と同時
開催です。
□日
□会

時：10 月 14 日（日）10:00～15:30
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/residents/fair/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１（６）「埼玉 WABI SABI 大祭典 2018」開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
埼玉の和文化の魅力を見て、食べて、体験できる屋外型のフェスティバルです。盆栽や書道、
着物などのステージパフォーマンス、初めての方でも楽しめる能、盆栽や生け花のワークシ
ョップ、野点や太鼓、甲冑などの体験、会場限定の創作料理やスイーツなど五感で楽しめま
す。スペシャルゲストに元ちとせさんが登場します。
様々な「和」の文化を体験できるチャンスです。埼玉の和文化を感じにぜひ御来場ください！
時：10 月 13 日（土） 10：00～19：30
14 日（日） 10：00～16：00
□会 場：メイン会場
大宮公園
サテライト会場 埼玉県立歴史と民俗の博物館、さいたま市大宮盆栽美術館、
さいたま市氷川の杜文化館、氷川神社
□入場料：無料（飲食や一部のワークショップは有料）
□申 込：不要（一部のワークショップは必要）
□その他：イベントの詳細やワークショップのお申込みは公式ホームページを御覧ください。
https://saitama-wabi-sabi-2018.jp/
□日
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１（７）【募集】11/13（火）フィリピンビジネスセミナーの開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
県は埼玉県経営者協会、埼玉りそな銀行とともに、１１月１３日（火）に「フィリピンビジネ
スセミナー」を開催します。高い経済成長率に加え、人口が１億人を突破するなど市場とし
ての魅力も高まる同国のビジネス情報をお伝えします。
企業の皆様をはじめ、大学、ＮＧＯ、ＮＰＯ、国際機関、行政機関の関係者、大学生の皆様な
ど、幅広い分野の方々の御参加をお待ちしています。
□日 時：平成 30 年 11 月 13 日（火）13：30～16：30
□場 所：大宮ソニックシティ４階 ４０３・４０４会議室
□内 容：
(1) 講
演
・基調講演「フィリピンの政治と経済概況」
ディタ・アンガラ・マサイ
駐日フィリピン共和国大使館貿易投資部商務参事官
・
「フィリピン投資の法律と税制」
坂本 直弥 アイキューブグループＣＥＯ 公認会計士
・
「フィリピンビジネスの現状と課題」
岩佐 高士 PARTS PHILIPPINES, INC 社長
橋元 賢次 株式会社サイバーテック 代表取締役社長 他
□申込方法：県国際課ＨＰを御参照の上、お名前(ふりがな)、御所属・御役職、連絡先電話
番号を明記して、埼玉県経営者協会あてまたはメールでお申込みください。
ホームページ： https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/saitama-asiaproject.html
メール： jimukyoku@saitamakeikyo.or.jp
FAX：048-641-0924
□問い合わせ：埼玉県県民生活部国際課 国際戦略担当
電 話：048-830-2713 メール：a2705-09@pref.saitama.lg.jp
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２ 10/21（土）英国留学フェア 2018 開催のお知らせ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
イギリス留学を検討する方向けのイベントとして、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唯一の大規模イベント「英国留学フェア」
。
イギリスの語学学校、ボーディングスクール、カレッジ、大学から約 50 校の代表者が来日
し、皆さまの個別相談に応じます。
イギリス留学の計画や準備に役立つセミナー、奨学金や留学ビザの相談コーナーなどで、留
学に関する疑問について質問できます。イギリス留学をより身近に感じることができるこの
留学フェアをきっかけに、あなたの未来の可能性を大きく広げませんか。
□日

時：10 月 20 日（土）13:00～18:00
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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
□参加方法：入場無料・予約不要
（オンライン事前登録特典あり
https://www.britishcouncil.jp/studyuk/fair/registration）
□会

◇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
～中東、時々埼玉。彩の国から世界を覗いてみた。～
第１回 「ヨルダン編」
JICA 企画調査員
廣瀬 勝弘さん
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『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。
現在、エジプトで JICA 企画調査員として活躍されている廣瀬勝弘さんです。
『中東、時々埼
玉。彩の国から世界を覗いてみた。
』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。
廣瀬 勝弘さん プロフィールはこちら
https://bit.ly/2LZrQbz
第１回エッセイ 本編はこちら
http://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2018/09/dd20f5924359604d51b846d1dd57a83d.pdf
★☆**************************************************************************☆★
◆編集後記◆
今月号から連載がスタートした廣瀬勝弘さんによるエッセイ、いかがだったでしょうか？
イメージしていたものと、実際に自分の目でみたものにはギャップがあることも少なくあり
ません。たくさんの情報が飛び交っている今の時代だからこそ、すべての情報を鵜呑みにす
るのではなく、自分の目でみて判断することが大切です。
さて、季節もすっかり秋めいてきました。暑さも落ち着き、過ごしやすい季節となります。イ
ベントに参加したり、情報収集したりと行動するのにはもってこいの季節ですね！（Y.K.）
★☆***************************************************************************☆★
＊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
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＊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-mfpdp6e13028a470407e7ce8b8b61754cfe52
【外国人会員】
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mclh-mfpdm7857e59e198e11e0ebdb0aec838d34c4
【団体会員】
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mclh-mfpdqf4990b2cdc9405cf5fc7530014abb938
【
「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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浦和合同庁舎 3 階

