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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 12 月 27 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） 埼玉アジアフォーラム「中国ビジネスセミナー」開催
（３） 【募集】GGS 留学生×グローバル企業 ボウリング大会＆交流会
２

イベント
（１） 第 18 回

さいたま市外国人による日本語スピーチ大会開催

３

『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ
～また帰りたくなる国～SAMOA
第１回 「新しい年を 2 度味わいたいあなたへおススメ！サモア諸島旅行」
土屋 雅人さん
★☆*************************************************************************☆★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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！
なお、今回が育成講座の最終回となりますので、ご希望の方は忘れずにお申し込みください。
★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は、埼玉県国際交流協会ホームページ
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http://sia1.jp/topics/annaivolunteer/ を御覧ください。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１ （２） 埼玉アジアフォーラム「中国ビジネスセミナー」開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
かつて「世界の組み立て工場」であった中国は急激に発展をつづけ、今や世界の産業をリー
ドする「イノベーションの発信地」になっています。中国経済の現状と、今後日本企業が新た
な商機を見出すための方策について考える機会とするため、有識者を招いてフォーラムを開
催します。
みなさまの御参加をお待ちしております。
■イベント概要■
□日
時：2020 年 1 月 29 日（水）
□会
場：さいたま市浦和コミュニティーセンター第 15 集会室
（〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 11-1 浦和パルコ 9 階）
□定
員：100 名
□参 加 費：無料
□申込方法：メール（jimukyoku@saitamakeikyo.or.jp）又は FAX（048-641-0924）で埼玉県経営
者協会にお申し込みください。メールの場合は、①お名前（ふりがな）
、②御所
属・御役職、③連絡先電話番号を、メール本文に直接記載してください。
◇詳細につきましては埼玉県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/saitama-asiaproject.html
■埼玉アジアプロジェクトについて■
本県では、成長著しいアジア諸国の活力を本県に取り込むとともに アジア諸国が抱える諸問
題の解決に貢献していくことを目的に、企業･大学･ＮＧＯ･国際機関等と連携し、
「埼玉･アジ
アプロジェクト」に取り組んでいます。
その一環として、アジア諸国との相互理解と交流促進を目的とした「埼玉アジアフォーラム」
を実施しており、今回の開催で１６回目を迎えます。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１ （３）【募集】GGS 留学生×グローバル企業 ボウリング大会＆交流会
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
学生と企業の交流事業の一環として、GGS ボウリング大会＆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人事担当者の方が多数参加します。ボウリング大会の後は軽
食をとりながらの交流会を開催いたします。ここで交流を深め、今後の就職活動に弾みをつ
けてみてはいかがでしょうか？
□日

時：2020 年 2 月 14 日（金）

13:30～17:30（受付 13:00～）
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□会

場：ラウンドワン大宮店（ボウリング大会）
Bora bora 大宮店（交流会）

□対

象：GGS 会員大学等に在籍する外国人留学生＆留学経験のある日本人学生

□定

員：30 名

※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。

□参 加 費：無料
□申込締切：2020 年 2 月 7 日（金）
◇応募締切や申込方法などの詳細は、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/information12263/
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２ （１）第 18 回 さいたま市外国人による日本語スピーチ大会開催
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「第 18 回さいたま市外国人による日本語スピーチ大会」が開催されます。今回のテーマは「こ
れ、国に持って帰りたい！！」です。ご家族、ご友人お誘いあわせの上、ご来場ください。
□日
□会

時：2020 年 2 月 1 日（土）開演 13:00～（会場 12:00）
場：浦和コミュニティセンター 多目的ホール
コムナーレ 10 階 （浦和パルコ上）
□入 場 料：無料
□問い合わせ:公益財団法人さいたま観光国際協会
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 11-1 コムナーレ 9 階
電話：048-813-8500 FAX：048-887-1505 メール：iec@stib.jp
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ
～また帰りたくなる国～SAMOA
第１回 「新しい年を 2 度味わいたいあなたへおススメ！サモア諸島旅行」
前 JICA 東京 埼玉デスク 国際協力推進員 土屋 雅人さん
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
今月からエッセイを担当してくださるのは、現在 SOLTILO 株式会社 Africa Dream Soccer
Tour コーチとしてケニア・ルワンダ・ウガンダ 3 か国を担当し、サッカーをツールとして同
地域の子供たちの可能性を拡げるプロジェクトを担当している前 JICA 東京 埼玉デスク 国
際協力推進員 土屋 雅人さん
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…
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そんな読者の皆さんのお役に立てるエッセイです。
土屋 雅人さん プロフィールはこちら
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/12/8603d31c42fe9271d018be0e58c1e21f.pdf
第 1 回エッセイ 本編はこちら
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/12/023518d52065364d2d695caf26b09c0e.pdf
★☆**************************************************************************☆★
◆編集後記◆今月からエッセイを担当してくださるのは前 JICA 東京 埼玉デスク 国際協力
推進員の土屋さんです。以前、青年海外協力隊として赴任したサモアについてのエッセイを
届けていただきます。サモア愛溢れる土屋さんのエッセイをお楽しみください。
早いもので令和元年もあとわずかです。皆さん年越しの準備は進んでいますか？よいお年を
お迎えください。（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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