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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
2021 年 2 月 26 日
★☆***********************************************************************☆★
◆もくじ（CONTENTS）◆
１ 埼玉県及び GGS からのお知らせ
（１） 【オンライン開催】「埼玉発世界行き」留学準備セミナー
（２） 多言語による「埼玉県外国人向け新型コロナウイルス相談ホットライン」をご活
用ください
２ イベント
（１） グローバル人材がなぜ組織を強くするのか 国際交流基金アジアセンター×GLOBE
＋ポストコロナの学びを考える
（２） NPO 法人エクアドルの子どものための友人の会（SANE）活動報告会「若い世代にも
SANE の輪を広げる」
（３） 第 26 回所沢市国際交流フォーラム
３

『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ
世界の果てに住んでみた
第 3 回 「ケニア：難民キャンプに住んでみた」
平成 29 年度「埼玉発世界行き」奨学生 駒橋 冴季さん

★☆*************************************************************************☆★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１ （１）【オンライン開催】「埼玉発世界行き」留学準備セミナー
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
グローバル人材育成センター埼玉で毎年開催している留学準備セミナーを今年度はオンライ
ンで開催します。
「埼玉発世界行き」奨学金についての説明、奨学生の留学経験談を聞くこと
ができます。留学を考えている方は、ぜひご参加ください。
□日
時：3 月 21 日（日）13：30～15：30
□対
象：留学を考えている方
□定
員：100 名
□参 加 費：無料
□申込方法：ホームページの「申込フォーム」よりお申込みください。
（申込期限：3 月 15 日（月）
）
□お問合せ：グローバル人材育成センター埼玉（GGS）
□詳
細：https://www.ggsaitama.jp/information13946/
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１ （２）多言語による「埼玉県外国人向け新型コロナウイルス相談ホットライン」をご活用
ください
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
埼玉県が設置している新型コロナウイルス感染症に特化した相談ホットラインでは、体調不
良だけでなく、学校教育や中小企業支援、DV 等の相談窓口につなぎ、日本語のコミュニケー
ションに不安のある外国人の方の通訳を行っています。
皆様の周囲で、新型コロナウイルス感染症の関係でお困りの外国人の方がいらっしゃい
ましたら、周知に協力をお願いします。
□対応時間：24 時間（土日祝日含む)
□電話番号：048-711-3025
□対応言語：20 言語（英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、韓国・朝鮮語、
タガログ語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、マレー語、ネパール語、
ミャンマー語、クメール語、モンゴル語、シンハラ語、ドイツ語、フランス語、
イタリア語、ロシア語、やさしい日本語）
□連携窓口：新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター
よい子の電話教育相談
中小企業等支援相談窓口
新型コロナウイルス感染症に係るこころの電話 など
◇詳細はホームページをご覧ください。
https://sia1.jp/foreign/coronahotline/
◇ちらしはこちら
https://sia1.jp/wp-content/uploads/2020/05/86206d74f0450c634e71395d9ea85583.pdf
「埼玉県外国人向け新型コロナウイルス相談ホットライン」のお知らせ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２ （１）グローバル人材がなぜ組織を強くするのか 国際交流基金アジアセンター×GLOBE
＋ポストコロナの学びを考える
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
コロナ禍に伴う時代の転換期において「正解のない問題」に取り組む対応力やコミュニケー
ションスキルが求められる今、グローバル人材が組織をどう強くするのか、トークセッショ
ンを通じて考えます。第一部では「人材育成や企業成長につながる社外での学び」、第二部で
は「
「予定調和」から離れた挑戦が個人と組織を強くする」をテーマに、日本語パートナーズ
派遣事業を一例とした「社外や学外での学びの意義」について議論する二部構成です。
□日

時：3 月 4 日（木） 19：30～21：00
※3 月 5 日（金）
、3 月 6 日（土）はオンデマンド配信
□場
所：ウェビナー開催
□受 講 料：無料
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□詳 細 ・ 申 込：https://que.digital.asahi.com/question/11003532?cid=jf
（上記ウェビナー特設ページより事前申込が必要。視聴直前まで申込可能。
）
□主
催：国際交流基金アジアセンター、朝日新聞社メディアデザインセンター
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２ （２）NPO 法人エクアドルの子どものための友人の会（SANE）活動報告会「若い世代に
も SANE の輪を広げる」
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
現在コロナウイルスの影響で、エクアドルも例外ではなく、子供たちは対面授業を受けるこ
とができず、経済的にも厳しい状況に置かれています。SANE では、方法を変え支援を続け、
今だからこそできるオンラインでの交流を図っています。こうした状況の中で、今年の活動
報告会はオンラインで行います。今回の活動報告会のテーマは「若い世代にも SANE の輪を広
げる」です。今回は「0 から知ろう、SANE って何？」との内容で、国際協力の仕組みとは、
SANE とは、といった「そもそも」の疑問に焦点を当てます。参加費無料、どなたでもご参加
いただけます。メールにて、参加申し込みください。
□日
時：3 月 6 日（土） 10：30～
□場
所：オンライン開催
□連 絡 先：info@sanejapan.org
□詳
細：https://sanejapon.blogspot.com/
□主
催：NPO 法人エクアドルの子どものための友人の会（SANE）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２ （３）第 26 回所沢市国際交流フォーラム
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
世界の文化を見て・知って・楽しめる国際交流フォーラム。今年度は新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、内容を変更し、会場（パネル展示・ビデオ放映）及びオンライン（会場で
放映するビデオの公開）で開催します。外国人市民へのインタビューや民族衣装の紹介、世
界の踊りの披露など盛りだくさん！詳しくはホームページをご覧ください。
◆会場
□日
時：3 月 9 日（火）～13 日（土）9：00～16：00（13 日のみ 15：00 まで）
□場
所：所沢市役所１階市民ホール
□詳
細：https://bit.ly/2LksCG0
◆オンライン
□視聴期間：3 月 9 日（火）～22 日（月）
□視聴方法：YouTube（所沢市 HP のリンクからのみ視聴可）
□お問合せ：所沢市国際交流フォーラム実行委員会事務局（電話番号:04-2998-9211）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ
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世界の果てに住んでみた
第３回 「ケニア：難民キャンプに住んでみた」
平成 29 年度「埼玉発世界行き」奨学生 駒橋 冴季さん
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
今回で駒橋冴季さんのエッセイも最終回です。サモア、ロンドンに続き、大学院修了後に特
定非営利活動法人 AAR Japan（難民を助ける会）ケニア駐在員として赴任されたカクマ難民キ
ャンプ。そこで出会う若者の姿と若者支援がもたらす国の未来とは。
「難民キャンプに住んで
みた」編をお楽しみください。
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。
駒橋 冴季さん プロフィールはこちら
https://www.ggsaitama.jp/wpcontent/uploads/2020/12/ddf7049abfa8a1a15d3322ef11dad76d.pdf
第 1 回エッセイ 本編はこちら
https://www.ggsaitama.jp/wpcontent/uploads/2020/12/b20c6d70cbc4fe4b09cb6138bb2d6be5-1.pdf
第 2 回エッセイ 本編はこちら
https://www.ggsaitama.jp/wpcontent/uploads/2021/01/84f2dd70b935c12c5a490654d0d4b34d.pdf
第３回エッセイ 本編はこちら
https://www.ggsaitama.jp/wpcontent/uploads/2021/02/7ddfee0799ae018bfe3dd28bdfdea0ae.pdf

★☆**************************************************************************☆★
◆編集後記◆梅が咲き、桜の開花も待ち遠しい季節になってきました。この 1 年、授業がオ
ンライン化された学生の方、在宅勤務が増えた方も多いと思います。もうすぐ新しい年度と
なり、進学や就職、新生活が始まる方も多いでしょう。中には、海外留学などを検討されてい
る方もいらっしゃると思います。一日も早くコロナ禍が収束し、海外との往来が本格的に再
開できることを願うばかりです。GGS は、埼玉から世界に羽ばたく皆さんのお手伝いができる
ことを楽しみしています。（H.H）
★☆***************************************************************************☆★
＊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】
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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
LINE ID：@739whdad
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