
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “神様は乗り越えられない試練は与えない”アジア大

会で６冠を達成した池江璃花子選手が白血病という試

練に対して語った言葉である。これは私の人生の指針の

一つでもある。是非、この試練を乗り越えて素晴らしい

人生を送って欲しいものです。 

東京オリンピックで日本選手の活躍を期待している

私たちにとって、ショックなニュースだが、多くの選手

たちに奮起を促し更なる力を与えることになったので

はないだろうか。開催まで後 1 年半を切ったこの時期に

東京大会の下記のビジョンを確認したい。 

『スポーツには世界と未来を変える力がある。2020

年の東京大会は、①全員が自己ベスト、②多様性と調和、

③未来への継承、を基本コンセプトとし、史上最もイノ

ベーティブで、世界にポジティブな改革をもたらす大会

とする。』 

日本初のオリンピック選手、韋駄天こと金栗四三の人

生、特にオリンピックは試練の連続だった。優勝間違い

なしと言われながら 2 度のオリンピックで悪条件の末

に意識不明となり途中棄権。それでも「日本マラソンの

父」と呼ばれ、後に箱根駅伝を作り日本マラソン界の功

労者となった。彼の有名な言葉は「体力、気力、努力」

だが、まさにその言葉を実践した人生だった。彼が主人

公の大河ドラマ、楽しみに見ています。 （三國） 
 

実習生 16人入国・16人配属 
 2 月には、新技能実習生 15 人が入国し 1 人の 3 号実習

生が再入国した。16 人の実習生が義務付けられた 1 ヶ月

間の講習を終えて各技能実習実施者へ配属された。 

 2 月の修了帰国した技能実習生はいなかった。 

入国：2 月 18 日-カネノ精密工業㈱の 3 号ベトナム人 1

人 

2月 22日-㈱ユニベールソーイングのベトナム人 7人と基

商事㈱の中国人 2 人 

2月 28日-㈱日洋物産のベトナム人 3人と㈱クリーンリサ

イクルのカンボジア人 3 人 

配属：2 月 9 日-アーク商事㈱の中国人 2 人 

2 月 13 日-山越㈱のベトナム人 4 人 

2 月 21 日-㈱三和工業所 3 人と㈱白整舎のベトナム人 3

人計 6 人 

2 月 28 日-㈱フジセイカの中国人 4 人 
 

 

中国山東省へ技能実習生選考に 
 2 月 20 日から 23 日まで、(株)フジセイカの小山部長

と韓豪男事務局長が共に選考面接と視察で山東省・威海

市の送出し機関を訪問した。20 日、車で中部国際空港に

向い、夜８時頃に威海市に到着。翌日 21 日に 9 名の候

補者にクレペリン検査等のテスト後、面接を行った。そ

の上で内定者 6 名を選び、日本でのスケジュールや待遇

等の説明会を行った。22 日は送出し機関の日本語学校で

の学習風景や寮の視察等を行い送出し機関との有意義な

意見交換等を行った。 

 (株)フジセイカは菓子製造の職種で 1 年間だけの実習

で、衛生管理や菓子の質管理を中心に自社での技能検定

の目標を定めた実習計画に基づき行っている。送出し機

関も 1 年間だけの実習を望む候補者を募集し、雇用及び

優遇条件をしっかりと説明している。 

 
企業担当者の通訳を介しての面接風景 

 3 ヶ月に 1度の組合員への監査を終えて 
 2月は北陸地域組合員・技能実習実施者への技能実習事

業の監査月でした。監査巡回にご協力頂きありがとうござ

いました。監査は三國理事長、高桑理事及び韓・毛利・ビ

ック小川等が補助して行いました。 

 今回も次の 3点を重点にして監査を行いました。①賃金

の支払いが適正に成されているか。②技能実習が適正に行

われているか（技能実習日誌等を検証）。③技能実習生に不

満や不平がないか（実習指導・生活指導が適正に成されて

いるか）。事前に送付したチェック点検リストに基づいた聞

取り及び実習生(四分の一以上)への聞取りも行い監査しま

した。 

 新技能実習制度の中で 3年間を終えて、更に 2年間実習

ができる技能実習 3号への計画認定申請についての質問が

企業側から多くありました。その際、企業が優良適合を認

められる事が必要となるため、そのポイントなどを説明し

ました。 

 1 月には、関西地域(7 社)と関東地域(６社)を三國理事長

が監査巡回し、2 月には愛知県(４社)を太田理事が担当し監

査を行った。次回からもう少し余裕をもって監査巡回を行

いたいと思いますので、ご協力の程よろしくお願いいたし

ます。 
 

グローバル・ネット理事会・通常総会の予定 
 平成 30年度も後 1ヶ月となり、新年度が始まります。平

成も終わり、5 月からは新しい元号が始まります。当組合

の第 17回通常総会は会場の関係から、先回の役員会の了承

を受け、来る 5月 22日(水)に石川県地場産業振興センター

新館の第 12 研修室で行う予定です。 

 通常総会に向けての議案作成とその審議の為の理事会を

4 月下旬に行う予定です。役員・組合員の皆様のご協力を

お願い致します。 
 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

今後の技能実習生採用旅行予定 
○平成 31 年 4 月に実習生採用の為、中国及びベトナムへ

（企画中） 

○平成 31 年 4 月 2 日～5日に実習生採用の為、ミャンマ

ーへ 

○平成 31 年 9 月、漁業実習生(2020 年 4 月入国予定)採

用面接の為、インドネシアへ 

＊採用希望或いは採用面接に現地訪問の希望がある組合

員は組合事務所までご連絡下さい。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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外国人材受入れに向けた新制度について 
 平成 31年 4月 1日から始まる新たな在留資格「特定技

能」での外国人材の受入れ制度について、各方面で説明

会が開催されています。当組合でも下記の説明会等に参

加し、最大限組合員の皆様に情報提供させて頂きます。

事務局までお問い合わせください。 
＊2月 27日中部産業局主催の“製造業における外国人材受入

れに向けた説明会”－三國理事長参加 

＊3月 26日法務省入管局主催制度説明会-韓と毛利参加予定 
 

ＪＩＴＣＯ第 27回外国人実習生・研修生 

日本語作文コンクール作品募集のご案内 
 今年も公益財団法人国際研修協力機構は、下記のように日本

語作文を募集しております。当組合も優秀賞等の受賞者には東

京観光等のご褒美を準備しておりますので、実習生に出来るだ

け応募するように勧めて頂きますようお願い致します。 

１．応募資格：募集期間内に、日本に在留する外国人技能実習

生又は研修生であること 

＊応募は一人一作品で、他のコンクール等に応募した事の無い

未発表の作品に限ります 

２．募集期間：2019年 4月 1日(月)～5月 10日(金)必着 

３．テーマ：自由（特定のテーマは設けられていませんので自

由に書いてください。） 

４．使用言語：日本語 

５．応募形式：A4サイズの 400字詰め原稿用紙 3枚で、文字数

1,200字以内（本文）  

◆本人自筆の原本に限ります。ワープロ・パソコン使用による

原稿及びコピー原稿は受け付けません。 

◆作品には必ず題名と氏名を記入してください。(原稿用紙の

枠外) 

◆原稿は縦書き横書きでもかまいません。 

◆筆記用具の指定は特にありませんが、鉛筆の場合は 2B 以上

の濃い鉛筆をお使いください。 

◆原稿用紙は JITCOホームページ

(http://www.jitco.or.jp/)のほか、JITCO日本語教材ひろ

ば(http:hiroba.jitco.or.jp/)からもダウンロードできます。 

６．応募方法：応募用紙に必要事項を記入の上、応募作品を添

付して、次の郵送先又は当組合へ郵送して下さい。 

＜作品応募先＞ 

〒108-0023 東京都港区芝浦 2-11-5五十嵐ビルディング 11階 

公益財団法人 国際研修協力機構 日本語作文コンクール事務局 

７．賞：最優秀賞(4名程度)-表彰状及び賞金 5万円、優秀賞(4

名程度)- 表彰状及び賞金 3万円、優良賞(20名程度)- 表彰状

及び賞金 2万円、佳作(20名程度)-賞金 1万円。 
 

村田機械㈱加賀工場で春節を祝う会 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
楽しそうに歓談する実習生達 

 ２月９日（土）午前１１時から、村田機械(株)加賀工場

食堂にて、実習生、日本人従業員合わせて約１２０名が集

まり「春節を祝う会」が盛大に開催されました。 

 山本工場長さんの挨拶、津田課長さんの乾杯で会がスタ

ート！実習生の部屋対抗じゃんけん大会やカラオケで盛り

上がりました。また、社員の方によるたこ焼き、ポップコ

ーン、綿菓子が用意され、餅つきも行われました。盛りだ

くさんの内容で、実習生たちはとても楽しい時間を過ごし

ました。 
 

≪インドネシア人漁業実習協力事業≫ 
能登町町民卓球大会で実習生が健闘 

 2月 17 日（日）午前９時より、内浦体育館（能登町布浦

拓）にて、小木漁協中型いか釣り漁船のインドネシア人実

習生 6人が一般男子の部で地元中高生の卓球部員と対戦し

た。大会前日、中学校卓球部員と急遽サーブレシーブなど

練習をし、大会に臨んだが残念ながら全員初戦を突破する

ことが出来なかった。その後、初戦敗退の人たちのトーナ

メントに進出していき、1年生フェディ君（第 18旺貴丸）

が決勝まで勝ち進み、準優勝の栄誉を勝ち取った。操業中

は、船内での生活が数カ月にもおよび体調管理が難しいこ

とも多いため、休漁期には努めてスポーツを奨励して規則

正しい生活の指導を行っている。 

 
地元中高生たちとの卓球大会に参加した実習生達 

 

実習生バンド(チュミボーイズ)初公演 
 JFいしかわ小木支所(能登町)所属のインドネシア人実習

生でつくるバンド「チュミボーイズ」は 2月 21日、同町小

木の小木ディサービスセンターで今年初の公演を開き、利

用者 13人を楽しませた。 

民族衣装を着た 8 人が日本やインドネシアの 5 曲を披露

し、利用者が手拍子で応えた。「ふるさと」では、実習生と

利用者が声を合わせた。実習生が日本語で詩や小説の一節

を朗読する場面もあった。 

バンドは 2004 年に結成され、休漁期に福祉施設や公民館

などを訪れ、地域住民と交流を続けている。（北國新聞 2 月

21 日記事より）    地元紙に紹介されるチュミボーイズ 
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