暑中お見舞い申し上げます。

(公財)長野県国際化協会
Association of Nagano Pref.
For lnternationalization

2018．夏号

外国籍県民の皆様の生活相談などを担当する
「多文化共生くらしのサポーター」を紹介します。お気軽にご相談ください。（無料）
◆受付時間：平日（月～金曜日）（祝日等は除く。）9：30～17：30
◆電話番号：026-235-7186
◆FAX：026-235-4738
（面接相談希望の場合は事前にご連絡ください。）

〇くらしのサポーター
■ポルトガル語担当
清水（しみず）★
■中国語担当
轟（とどろき）
■ﾀｶﾞﾛｸﾞ語(英語)担当 君島（きみじま）★
■タイ語(英語)担当
飯塚（いいづか）★

E-mail：portugues@anpie.or.jp
E-mail：rie@anpie.or.jp
E-mail：filipino@anpie.or.jp
E-mail：thai@anpie.or.jp

（★印のサポーターは平成 30 年 4 月から担当しています。よろしくお願いします。）

イベント 情報
外国語を母語とする子ども親のための

高校進学ガイダンス 2018 を開催しています
“高校ってどんなところ？“ ”お金はどのくらいかかるの?”

“どんな勉強ができるの？“ ”働きながら高校へ行けるの？“
外国語を母語とする小・中学生とその親などを対象とし
たガイダンスを県下 4 会場で開催しています。
教育委員会や高校の先生への質問や先輩の体験談発表も
あります。

30.7.22 開催の飯田会場の様子

（日本語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語、ｽﾍﾟｲﾝ語、中国語、ﾀｶﾞﾛｸﾞ語、ﾀｲ語、英語のテ
キストを用意してあります。）

◆安曇野会場

9 月 9 日(日) 13：00~16：00
安曇野市豊科公民館 2 階
◆長野会場
9 月 23 日(日) 13：00~16：00
長野市もんぜんぷら座 3 階
■問合せ先/申込先
長野県国際化協会（ANPI)
電話 026-235-7186
FAX：026-235-4738
E-mail：mail@anpie.or.jp

-1-

※
上田会場及び飯田会場は、多く
の皆様に参加していただき、既に
終了しています。
安曇野会場、長野会場でお待ち
しております。

○Nagano Global Internship Program 2018（ANPI共催）
海外（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）人材インターンシッププログラム参加企業・参加者募集中
海外（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）人材インターンシップの
受入企業様を募集しています

グローバル人材インターンシップの
参加者を募集しています

グローバルな人材を求める企業と高度な知識・スキ

グローバルな人材を求める企業と高度な知識・スキ

ルを身につけたグローバル人材との出会いの場を提

ルを身につけたグローバル人材をつなぐ、海外人材イ

供するため、海外人材インターンシッププログラムの

ンターンシッププログラムを実施します。

インターンシップ受入企業様を募集しています。

企業の業務内容や就業体験等ができる貴重な機会

グローバル人材を発掘できる貴重な機会ですので、

ですので、多くの皆様の参加をお待ちしています。

企業の皆様の申し込みをお待ちしています。

〇期

間

平成 30 年 8 月 27 日～12 月 14 日のうち 5 日間

〇対象企業

〇インターンシップ先

長野県内に拠点を置く企業（業種は問いません）

長野県内に拠点を置く企業

〇参加者

〇参加対象者

JET プログラム参加者（外国語指導助手、国際交流

・全国の JET プログラム参加者（ALT、CIR）・留学

員及び外国人留学生等の国際感覚を身につけた者

生（学部 2 年生以上、大学院・短大等 1 年生以上）

〇期間

〇参加要件

平成 30 年 8 月 27 日～12 月 14 日のうちの 5 日間

・日本語能力試験 N2 以上

〇費用負担

又は

同等の能力

等

〇参加条件

報酬等の支払いなし（通勤費、旅費、昼食代等任意）

・報酬（賃金）支給なし、宿泊費等各自負担

〇申込方

等

〇申込方法

・申込用紙：長野県国際課あて

・エントリーシート：長野県国際課あて

・電子申請：「ながの電子申請」サイト

・電子申請：「ながの電子申請」サイト

■くわしい内容や申込方法等については、
長野県ホームページ「Nagano Global Internship Program 2018」（【長野県多文化共生インターンシッププ
ログラム 2018】で検索）をご覧ください。
■問合せ/申込先
電話：026-235-7165（直通）

FAX：026-232-1644

E-mail：kokusai@pref.nagano.lg.jp

〇タイ王国大使館の移動領事館開催のお知らせ（ANPI共催）
タイ旅券の作成・更新やタイ戸籍（結婚、離婚、出生、委任状等）の手続きが佐久市で開催される移動領
事館でできます。（タイのビザ申請はできません。）
◆日時
2018年9月8日（土）10：00~15：00
◆場所
佐久市佐久平交流センター2階/3階（佐久市佐久平駅南4-1）
■問合せ先
タイ王国大使館（東京）副領事（03-5789-2433）
長野県国際化協会（ANPI）担当：飯塚（026-235-7186）

〇ブラジル日本移民110周年記念フェスタの開催のお知らせ（ANPI後援）
日本移民が笠戸丸でブラジルのサントスに着いて110年になります。日系移民の歴史や現状など知っても
らい、また、長野県民と日系ブラジル人との交流を深めるために記念フェスタを開催しますので、皆様のご
参加をお待ちしております。
◆日時/会場
2018年9月30日（日）12：00~15：00
長野市もんぜんぷら座 地階
◆内容予定
ステージ（踊り＆演奏）、販売（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ土産、書籍、料理）、パネル展示（110年の歴史）、
ﾌﾞﾗｼﾞﾙの子どもの遊び体験、みんなでサンバを踊ろう 等
■問合せ先：実行委員会 横谷マリア：090-1771-6858
mariayokoya@gmai.com
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ト ピ ッ ク ス
○サンタ・プロジェクトの募金活動を行いました
ANPIでは、寄附金、募金、会費などによる皆様からのご協力によって、
外国籍児童の就学支援（サンタ・プロジェクト）に取り組んでいます。
4月15日（日）に開催された長野マラソンゴール地点の長野市南長野運動
公園内で、長野西高等学校国際教養科の生徒さんらのご協力いただきまし
て募金活動を行いました。
この活動に対して多くの方々からご賛同いただきまして、2万円を超える額の募金をしていただきました。
募金につきましては、サンタ・プロジェクト（外国籍児童就学支援事業）の助成事業等のため使わせてい
ただきます。ご協力をいただきました皆様

ありがとうございました。

○夏休み県庁見学イベント「行こうよ！けんちょうはくぶつかんへ」に参加しました
7月26日（木）に長野県庁で開催された見学イベントに、各国の衣装を着るな
どして長野県国際課と共同参加して、数多くの子どもたちと各国の話や外国のゲ
ームなどを通じて国際理解や国際交流などを図りました。
ANPIでは、この他にも中学校や高等学校などの児童生徒のための国際理解や
国際交流の授業に講師を派遣するなどの事業を行っております。

平成 29 年度主な事業概要
○賛助会費・募金・寄附金
公益財団法人長野県国際化協会ANPIは、基本財産利息収入、補助金、事業収入のほか、賛助会員会費、募
金、寄付金など皆様からの御芳志で運営をさせていただいております。皆様に厚くお礼申し上げます。
・ANPI賛助会費（101社者）507千円

・サンタ・プロジェクト賛助会費（71社者）815千円

・サンタ・プロジェクト募金1,304千円（一般の皆様、法人・団体の皆様、県・市町村の皆様 など）
・サンタ・プロジェクト寄附金1,100千円（長野県信用金庫協会様、三井物産㈱様、連合長野様）

○国際交流・国際理解の推進
・地域のイベントへの参加（うえだ交流フェスタ、あづみの国際DAY、おぉ！地球人ﾜｰﾙﾄﾞﾌｪｽﾀIN長野、
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ祭りin上伊那、夏休み県庁見学イベント）
・JICA主催の信州グローバルセミナー、信州国際塾「ヒマラヤ映画祭」
への参加、運営補助など
・外国文化紹介授業の講師派遣（中学校・高等学校・大学）
・社会体験学習等の受け入れ（中学校・高等学校）
・グローバル人材を県内で確保するためのグローバルキャリアフェアin
長野を長野県と共催

など

○多文化共生の推進
・外国籍県民のための防災訓練、災害多言語支援センター設置訓練への参加、訓練（松本市、飯田市ほか）
・「多文化共生社会での暮らしを考える」をテーマとした多文化共生フォーラムの開催（上田市）
・日本語指導者ブラッシュアップ講座の開催（岡谷市、松本市）
・移動領事館の開催（タイ：上田市、フィリピン：長野市）
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・留学生のアパート賃貸契約の保証を行う住宅確保支援事業の実施（年間）
・外国籍児童生徒のための高校進学ガイダンスの開催（上田市、飯田市、安曇野市、長野市）
・多文化共生について行政や支援団体等の連携を図るノウハウを提供する多文化共生ネットワーク推進コ
ーディネート事業の実施（全県 5 月~1 月）
・「生活者としての外国人」のための日本語教育事業の実施（全県 5 月~3 月）
受講者が楽しく生活習慣を学べるなどの日本語教室（35 教室、参加者 504 名）の開催
防災について学ぶ日本語教室（3 教室 参加者 30 名）の開催
多文化共生フォーラム IN 上田（上田市 参加者 36 名）の開催（再掲）
・外国籍県民からの生活相談等に対応する多文化共生くらしのサポーター設置事業の実施
相談件数 4,891 件

サンタ・プロジェクト
サンタ・プロジェクト（外国籍児童就学支援事業）
県民の皆様からの善意により、学校や母国語教室へ通えない子どもたちを中心
に支援するプロジェクトです。
また、母国語教室（長野県内にはブラジル人学校 1 校）は、公的な支援が受け
られないため、授業料などの家庭の負担がとても多くなっています。
一人でも多くの子どもたちが教育を受けられるよう、皆様の御協力をお願いします。
・母国語教室に通う一定の収入以下の家庭の外国籍児童に毎月就学援助金を支給しています。
また、外国籍児童の教科書購入費用の一部や学校健診費用の助成をしています。
・母国語教室の施設整備や備品購入に対して助成をしています。
・地域での外国籍等児童への日本語習得支援活動に対して助成をしています。
・全県の小中学校に在籍している外国籍児童等に対して、学習支援コーディネーター3 名が支援活動を行
っています。

長野県国際化協会・サンタ・プロジェクトの賛助会員を募集しています
公益財団法人長野県国際化協会及びサンタ・プロジェクトの活動にご理解をいただき、安定的な運営にご
支援ご協力をいただける賛助会員を募集しています。
・長野県国際化協会賛助会員
年会費：個人 1 口 3,000 円 法人 1 口 10,000 円
・サンタ・プロジェクト賛助会員
年会費：個人 1 口 1,000 円 法人 1 口 10,000 円
・賛助会員の皆様には、HP へのご芳名掲載や Facebook での業務案内や製品紹介などを御希
望により掲載させていただきます。また、当協会での翻訳事業につきましても割引をさせてい
ただきます。
・賛助会員のお申し込みや Facebook への掲載等につきましては、長野県国際化協会までご連絡ください。

翻訳のご依頼をお受けしています
・翻訳は、各種証明書、簡易な手紙、観光案内、パンフレットなどで、高度な専門的な内容は除きます。
※ 権利、訴訟等利害関係に関わる書類の翻訳は受付けられません。
・市町村・企業団体や個人様などからの依頼をお受けしています。
・有料となりますので、事前に長野県国際化協会までお問合せ、お申し込みをお願いします。
【発行/お問合せ先/お申し込み先】 公益財団法人長野県国際化協会（ANPI）
〒380-8570 長野市南長野幅下 692-２県庁東庁舎 1 階 電話 026-235-7186
FAX026-235-4738
E-mail：mail@anpie.or.jp
URL：http//www.anpie.or.jp
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