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みなさん、こんにちは。埼玉県国際課では、みなさんに埼玉県の情報や国際課
が行っている仕事をお知らせする「国際課ニューズレター」を発行しています。
暮らしに役立つ情報や、家族やお友だちといっしょに楽しめるお出かけ情報や
行事などについてもお知らせします。
ことばの表記は、漢字とひらがながまじったもの、やさしいにほんご、英語、
中国語、韓国・朝鮮語に訳したものの 5 種類です。読みやすいものを選んでお読
みください。
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Ⅰ 知事コラム
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
◇知事のコラムは、こちらからご覧ください。
「彩の国だより」平成 31 年 3 月「中世、近世、現代につながる陸王・埼玉県」
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0301/sainokuni/sainokuni-kensei-4p3103.html (日本語)
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/english-top/column-e.html (英語)
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/chinese-top/column-c.html (中国語)
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Ⅱ 埼玉県からのお知らせ
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
◇渡航前に外務省の海外旅行登録「たびレジ」にご登録を！
海外旅行者・出張者など、
「在留届」提出義務の対象となっていない３か月未満
の短期渡航者に、現地での滞在情報（旅程・滞在先・連絡先等）を登録していた
だくものです。
緊急事態発生時に、在外公館から安全に関する情報が送られるとともに、いざ
という時の安否確認等にも活用されます。
☆登録はこちらからお願いします
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

◇県内のパスポート受付窓口について
ご存知ですか？埼玉県では、お住まいの市町村でパスポートを申請することが
できます。
（一部地域を除く）
県の窓口までお越しいただくのとパスポート発行までの所要日数は変わりませ
ん。パスポートの申請はお住まいの市町村役場まで、お気軽にお問い合わせくだ
さい。
☆パスポート窓口一覧はこちらをご覧ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/passport/madoguchi/sinseibasyo.html
県パスポートセンター（大宮、川越支所）では日曜日の申請を開始しました（一
部の日曜日を除く）
。仕事や学校を休まず申請でき、とても便利になりました。
☆詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/passport/madoguchi/uketuke.html

◇災害への備えについて
日本は、地震が多い国です。大きな地震が起きると、家具が倒れてけがをした
り、水道やガスが止まったり、食料品が 買えなくなったりするおそれがあります。
また、日本は、山や川の多い国です。そのため、大雨や強風によって災害が発
生します。特に、夏から秋にかけて発生する台風は、強風や大雨を伴い大きな被
害をもたらします。
普段から こうした自然災害に備えておくことが必要です。
※くわしくはこちらをご覧ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/fuu-suigai.html
（大雨や強風の災害にあわないために）
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Ⅲ 国際課の情報
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
◇3 月 23 日(土)に「埼玉発世界行き」留学準備セミナーを開催します
平成 31 年(2019 年)3 月 23 日(土曜日)14 時から大宮ソニックシティ国際会議室
で、留学準備セミナーを開催します。
当日は、2019 年度「埼玉発世界行き」奨学金の説明のほか、留学から帰国した
先輩たちの体験談や各国大使館等からの留学情報を聞くことができます。
（1）日 程：平成 31 年(2019 年)3 月 23 日（土）14:00～17:00
（2) 会 場：ソニックシティホール 4 階 国際会議室
(JR 大宮駅西口より徒歩 5 分)
（3）内 容：①平成 31 年(2019 年)度「埼玉発世界行き」奨学金の説明
②姉妹友好州省スカラシップについて
③留学経験者による留学体験談の発表
④各国大使館及び教育機関による情報提供
⑤個別相談
（4）参加費：無料
（5）申込み：参加申し込みは不要です。(来場者多数の場合は、立ち席等と
なる場合があります)
(6) 問い合わせ：グローバル人材育成センター埼玉(公益財団法人埼玉県
国際交流協会)
電話：048-833-2995
FAX：048-822-3808
メール：global@sia1.jp

◇「埼玉グローバル賞」の贈呈式が行われました。
埼玉県では、世界を意識した活動や地域の国際課に向けた活動を行っている個
人や団体に「埼玉グローバル賞」を贈呈し、表彰しています。この賞は、
「世界へ
の挑戦」、「未来への投資」、「地域国際化」の分野で活動し、埼玉県にゆかりのあ
る個人や団体を表彰するものです。
今年度の受賞者としては 3 団体、1 個人を決定し、平成 31 年（2019）2 月 6 日（水
曜日）
、知事公館で埼玉グローバル賞表彰式を行いました。
受賞分野
世界への挑戦

受賞者
株式会社 協同商事
（川越市）
林田 ひろゆき氏
（上尾市）
特定非営利活動法人
エクアドルの子どもの
ための友人の会
（飯能市）
特定非営利活動法人
ＮＧＯ多文化共生協働セ
ンター・川口
（川口市）

世界への挑戦
未来への投資

地域国際化

活動概要
クラフトビール「COEDO」を醸造
し、積極的に海外展開。
国際的に活躍する和太鼓奏者
エクアドルの中学生・高校生を対象
とした奨学生プログラムや教育環境
改善事業を展開。
多文化共生社会の実現に向けた
まちづくりに貢献。

詳細は、次のＵＲＬ先（国際課ホームページ）をご覧ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/globalshou.html
◆◇
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埼玉県のお出かけ情報、参加できる行事の紹介
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◇県政ラジオ番組（FM NACK5）
・モーニングスクエア
毎週月曜日～金曜日
→

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0301/morning-square/

https://www.youtube.com/user/prefsaitama/

埼玉の多彩な魅力を動画で紹介！
・
「ちょこたび埼玉」(日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語)
→ http://www.pref.saitama.lg.jp/chokotabi-saitama/index.html
◇「彩の国へようこそ

観光・魅力」

◆◇

8 時 15 分～8 時 25 分

◇「サイタマどうが」、
「ちょこたび埼玉」情報発信中！
・
「サイタマどうが」
→

◆◇

→

http://www.pref.saitama.lg.jp/theme/kankou/index.html

埼玉県の観光と魅力的な情報を紹介！
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Ⅴ

こちら編集局
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◇編集後記
3 月に入り温かい日が続いています。読者の皆様はお元気でお過ごしのことと思
います。
9 月に開催されるラクビーワールドカップ 2019 日本大会まで 200 日を切りまし
た。埼玉県の熊谷市でも 3 試合が行われます。
ついで東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会の開催まで 500 日を切りま
した。埼玉県内でもバスケットボール、サッカー、射撃、ゴルフ競技が開催され
ますので、試合や応援の熱気に接することが出来ると思うと、今から楽しみです。
国際課ニューズレターは、4 月からの来年度もスタッフ一同、埼玉県の情報や、
役に立つ生活情報を発信できるよう頑張っていきます
みなさんも、是非、御意見や御希望をお寄せ下さい。
(編集スタッフ ＭＳ)
■あなたのご意見・ご希望を待っています
今回の「国際課ニューズレター」の中でおもしろかった記事、また、これから
読んでみたいテーマがありましたら、国際課にあなたのご意見・ご希望を送って
ください。
◆送り先はこちらです。
【発行】埼玉県 県民生活部 国際課
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1
電 話 ：048(830)2714
Fax ：048(830)4748
E-mail: a2705-03@pref.saitama.lg.jp
Copyright(C) 2012. Saitama Prefecture 記事を断りなく他に掲載しないでくだ
さい。

