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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
2019 年 9 月 30 日
★☆***********************************************************************☆★
◆もくじ（CONTENTS）◆
1 埼玉県及び GGS からのお知らせ
（１） 外国人案内ボランティア育成講座開催
（２） 「埼玉 WABI SABI 大祭典 2019」開催の御案内
（３） 10/20(日) 国際フェア 2019 開催
（４） 10/27(日) 高校生のためのグローバルセミナー 開催
（５） 11/7(木) GGS JOB FAIR 2019 開催
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イベント
（１） 10/13(日)「大宮で日本の文化を満喫する旅」ツアーのご案内
（２） 10/19(土) 英国留学フェア 2019
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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
書道とユーゴスラヴィアを愛した留学
～大国と小国それぞれで感じた“違い”とは？～
第１回 「スロベニアでの留学奮闘記
～1 年間の留学生活の軌跡～」
柳沢 甫（やなぎさわ はじめ）さん
★☆*************************************************************************☆★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１ （１）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】
★狭山市会場
2019 年 10 月 22 日(火・祝）、10 月 29 日(火)
狭山市市民交流センター
締切延長中！今なら、皆様ご受講いただけます。
★熊谷市会場
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2019 年 11 月 10 日(日）、11 月 17 日(日)
熊谷文化創造館さくらめいと
≪応募締切 2019 年 10 月 11 日(金)17:00≫
【第 4 期募集分】
★さいたま市会場
2019 年 12 月 8 日(日）、12 月 15 日(日)
ソニックシティビル
≪応募締切 2019 年 11 月 8 日（金）17:00≫
★川越市会場
2020 年 1 月 26 日(日）、2 月 2 日(日)
ウェスタ川越
≪応募締切 2019 年 12 月 20 日（金）17:00≫
※応募者多数の場合は抽選
・県内に在住、在勤、在学の 15 歳(中学生を除く)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。
・応募締切や申込方法などの詳細及び今後の募集日程は、
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 WABI SABI 大祭典 2019」開催の御案内
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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。国内外で活
躍するアーティストによる盆栽や書道などのステージパフォーマンスや、初めての方でも楽
しめる盆栽や生け花、歌舞伎などのワークショップ、WABI SABI 限定のグルメなどをお楽しみ
いただけます。
スペシャルゲストに元ちとせさん、武田真治さんなどが登場！
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！
□日

時：2019 年 10 月 13 日(日)10:00～19:30
2019 年 10 月 14 日(月・祝)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、
まるまるひがしにほん、武蔵一宮氷川神社
□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）
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◇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-2019.jp/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１ （３）10/20(日) 国際フェア 2019 開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
今年で 22 回目となる埼玉国際 NGO の祭典「国際フェア 2019」を、10 月 20 日(日)さいたまス
ーパーアリーナで開催します。
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 2019」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 さいたまスーパーアリーナ」
「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：2019 年 10 月 20 日(日)10:00～15:30
場：さいたまスーパーアリーナ（アクセス https://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 （４）10/27(日) 高校生のためのグローバルセミナー 開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
東京 2020 オリンピック・パラリンピック後の日本を想像したことはありますか？
世界、日本の状況を踏まえて私たちがどのような役割を果たすのか。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「私たちが創る未来」を一緒に考えてみませんか？
□日
時：2019 年 10 月 27 日(日)10:00～17:00(受付 9:30～)
□会
場：埼玉会館 2 階ラウンジ （JR 浦和西口 徒歩 6 分）
□参加対象：埼玉県内に在住または在学している高校生 40 人(先着順)
□参 加 料：無料
□申込方法：10 月 18 日(金)までに参加申込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。
https://www.ggsaitama.jp/information11898/
※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、以下のサイトをご覧ください。
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/09/48b174c60d5569a750c4dafd914f4dbd.pdf
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１ （５）11/7(木) GGS JOB FAIR 2019 開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日本人・外国人留学生対象 GGS JOB FAIR 2019 を開催します。就職面接会＆インターンシッ
プ説明会に加えて、就活ガイダンスをご用意しています。グローバル化に対応できる人材の
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。
□日

時：2019 年 11 月 7 日(木)
◆就職ガイダンス 12:00～13:00（受付開始 11:30～）
◆就職面接会＆インターンシップ説明会 13:00～16:30（受付開始 12:30～）
□会
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 3 分 https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178
□参加対象：外国人留学生または海外留学経験のある日本人学生
※就職面接会は 2020 年 3 月に大学、大学院、短期大学、専門学校等を卒業予定
の方、または既卒者
※インターンシップは全学年・既卒者対象
□参加企業：日本人・外国人留学生を積極的に採用する 30 社を予定
◇お申込み・詳細はグローバル人材育成センター埼玉（GGS）ホームページをご覧ください。
https://www.ggsaitama.jp/information12049/
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２ （１）10/13(日)「大宮で日本の文化を満喫する旅」ツアーのご案内
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
埼玉の和の文化を一堂に集めた野外型フェスティバル「埼玉 WABI SABI 大祭典 2019」を含
む、大宮の人気観光地をめぐる外国人向けの日帰りバスツアーです。
大宮の魅力がたくさん詰まったツアーにぜひご参加ください。
□施 行 日：2019 年 10 月 13 日(日)
□旅行代金：4,000 円
□スケジュール：
9:00 大宮駅 出発〈貸切バス〉
9:20 さいたま市大宮盆栽美術館を見学
11:00 埼玉 WABI SABI 大祭典 2019
※会場にて昼食（各自負担）
※甲冑、紙漉き、藍染め体験のうちいずれか一つ体験できます
13:00 氷川神社をガイド付で見学
15:00 鉄道博物館を見学
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17:30 大宮駅 解散
□主
催：一般社団法人埼玉県物産観光協会
◇詳細はホームページをご覧ください。
https://chocotabi-saitama.jp/topics/12738?back=1
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２ （２）10/19(土) 英国留学フェア 2019
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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」。イギリスの大学、
カレッジ、ボーディングスクール（寄宿学校）、語学学校から約 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：2019 年 10 月 19 日(土)12:30～18:00
□会
場：秋葉原 UDX GALLERY（東京都千代田区外神田 4-14-1）
□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）
◇詳細はホームページをご覧ください。
https://www.britishcouncil.jp/studyuk/fair
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ
書道とユーゴスラヴィアを愛した留学
～大国と小国それぞれで感じた“違い”とは？～
第１回 「スロベニアでの留学奮闘記
～1 年間の留学生活の軌跡～」
平成 30 年度 「埼玉発世界行き」奨学生
柳沢 甫（やなぎさわ はじめ）さん
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
今月からエッセイを担当してくださるのは
平成 30 年度「埼玉発世界行き」奨学生 柳沢 甫（やなぎさわ はじめ）さん
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のお役に立てるエッセイです。
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柳沢 甫（やなぎさわ はじめ）さん プロフィールはこちら
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/09/30d44a19aa1ad8cfd00ac2be7a08ecda.pdf
第 1 回エッセイ 本編はこちら
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/09/419bfc68aceb417e6ce57ff76f3dcc51.pdf
★☆**************************************************************************☆★
◆編集後記◆。今月からエッセイを担当してくださるのは平成 30 年度「埼玉発世界行き」奨
学生 柳沢 甫（やなぎさわ はじめ）さんです。スロベニアでの充実した留学生活の話、楽
しみですね。
4 年に 1 度のラグビーワールドカップが日本で開催され、連日熱戦が繰り広げられています。
10 月 9 日には熊谷で試合が行われます。楽しみですね。（MR）
★☆***************************************************************************☆★
＊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 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：https://www.ggsaitama.jp/globalnet/
Facebook：https://www.facebook.com/ggsaitama
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