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理事長 池田英人よりご挨拶 

 理事長の池田英人です。����年度のスタートとして皆さまに,30の年度

方針についてお伝えをさせていただきます。 

 ,30は「海外人材の笑顔」「ご家族の笑顔」「受入企業の笑顔」「海外機

関の笑顔」そして「,30の笑顔」この「五方笑顔」を実現すべく、改めて理念で

もある「協心」の精神を胸に進んでいきたいと考えております。 

 それを実現するための����年度方針を３つお伝えします。 

 １つめは「普及活動の推進」です。 

,30内の情報の一元化や可視化、ホームページや616等を利用した 

情報発信など、プロジェクトとして部署を跨いでの連携をしていきます。 

 ２つめは「日本語教育の強化」です。 

,30の強みとも言える日本語教育を一層強化します。「言葉」の問題を解決することは、間違いなくこれ

からもニーズが高まることが予想されます。強みを生かし、外部へのサービス提供を含めて、更に充実・拡

大させていきます。 

 ３つめは「組織・体制の構築」です。 

,30一丸となって進んでいくべく、組織体制も強化していきます。組織としての取り組み、';化、公益財

団として、日本のために社会的に必要とされていることを人権問題に意識して、持続可能な組織としてより

一層組織力、体制を高めていきます。 

 最後に、この先、日本の人口減少、労働力不足を理由に外国人材の必要性はより高まりを見せること

でしょう。しかし、労働力不足の解消のために外国人材に頼るという考え方は、あまりにも日本本位であ

り、いずれ外国人から敬遠されてしまうことになりかねません。 

 ,30が目指すのは「五方笑顔」です。その為に「協心」の精神を胸に、強い信念と情熱をもって心の通う

専門サービスの提供をする必要があると考えております。 

 本年度も、どうぞ,30を宜しくお願いいたします。 
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 西予市の「モンゴル人技能実習生に関する近況報告」ページ

に ,30に所属されている野村介護老人保健施設つくし苑様

と、受入予定の実習生の取り組みが紹介されました。 

 議会の厚生常任委員会で話題になり反響が大きかったことか

ら掲載が決まったとのことです。各企業様の取り組みが評価して

もらえるということは,30にとっても非常に喜ばしい出来事です。 

 実習生たち�名は令和�年�月末に着任し、勤務が始まりま

す。 

 慣れないことも沢山あるかも知れませんが、実

りある技能実習生活となるように願っています。  

 

  

西予市ホームページにて、受け入れ企業様が紹介されました！  

記事は右45コードから確認できます。 

https://www.city.seiyo.ehime.jp/kakuka/kouei_kigyou/
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受入ワンポイントアドバイス ～ラマダン9HU�～ 
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�月はイスラム教の断食月でした！ 

 インドネシアやバングラデッシュからの実習生はイスラム教徒

も大勢います。����年は�月�日から�月�日までがイスラム

教の断食月（ラマダン）でした。 

 今回は、イスラムの断食月について多くの日本人が意外に

知らないことをご紹介します。これからイスラム教徒の実習生

の受け入れを検討されている方々も是非参考にしてみてくだ

さい。 

１．「ラマダン」って何？ 

 ラマダンとはイスラム歴の�月の名前であり日本の旧暦でいう

「水無月」「神無月」のようなものです。イスラム歴の�年は約

���日となっているため太陽暦と比較すると、毎年��日ほど

早くなっていきます。暑い時期の断食は大変ですが、日本で

はあと��年は夏の断食はありません。 

２．ずっと何も食べないの？ 

 よく「日中」は飲食をしないというルールで知られますが、正し

くは「日の出前のお祈りから日没」までです。例えば�月��日

の東京であれば「����$0から�����30まで」と厳密に決

まっています。日没後の食事は大変な楽しみであり、神への

感謝とムスリムの連帯感を強めます。 

３．仕事に支障はないの？ 

 経典には、旅行者や重労働など事情がある人は免除され

ると書かれてあります。また宗教は実習の妨げにならない範囲

でと厳しく指導されていますので、断食が理由のトラブルは

,30内でも近年本当に聞かなくなりました。 

 ちなみに、「実習の妨げにならない範囲」というのは、特に夏

は水分をとる、早朝のお祈りの後でも、出勤前に食事して日

没まで我慢するなどです。意外に思われるかもしれませんが、

アッラーは寛容で「できる範囲で」というのが多いのです。 

�．断食明けのお祭り 

 断食明けの�月�日、�月�日はイスラム教徒にとって�年で

一番楽しみなお祭りとなります。�月上旬にイスラム教徒の

方々に会ったら「断食明けおめでとう！」と日本語でもいってあ

げると大変喜んでくれるはずですよ。 

�．配慮すること 

 「実習の妨げにならない範囲で」とは言われているものの、ラ

マダン期間中は「脱水症状」や「熱中症」を引き起こしてしま

うこともありますので、実習中の様子はしっかり見ておくことが

大切です。 

 

 

「実習生の断食明けの挨拶 ゴウダ静岡工場様」  

  

 今回ご紹介するのは、����年に新規入会をいただいた 

「シコクアス株式会社」様です！ 

 設立が����年と約��年の歴史がある会社様で、愛媛県

東予地方の特に四国中央市の製紙会社を中心に「保温工

事」「足場工事」の設計、施工を手掛けていらっしゃいます。 

 

 戒田 憲昭社長は実習生たちに対し、『永続的に日本で働

けるレベルまで成長してもらいたい』と高い期待を寄せられてい

ます。それは社長の言葉だけでなく、担当者から見ても、会社

や外国人の将来的な面を真剣に考えているという気持ちが

強く伝わってきます。 

 

 実習生の受け入れはまだ始まっていませんが、実習生たちと

「ZLQ-ZLQな関係になれるかどうか」が不安とおっしゃっていた

ので,30でもしっかりとその不安を解消できるよう全力でサポー

トさせていただきます！ 

新規入会企業様紹介！ 
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 今回は、�月に入国し「六甲山研修センター」で入国後講習を

受けている�名の実習生にインタビューをしました。 

（写真左から） 

・セクティ パンドゥ アジさん：インドネシア 東ジャワ ポノロゴ出身 

・グエン ヒュー ゴックさん：ベトナム ヴィンフック出身 

・サロン ラエクさん：カンボジア出身 

・何壮志（か そうし）さん：中国 山東省 日照市出身 

 

��趣味は何ですか？ 

（アジさん）サッカーやフットサルです。 

（ゴックさん）水泳、読書、サッカーをする事です。 

（ラエクさん）カンボジアにいる時は、友人とバレーボールなどのス

ポーツをよくしました。 

（何さん）サッカーをする事です。 

��なぜ日本に興味を持ちましたか？ 

（アジさん）日本語がしゃべれるようになりたかったからです。 

（ゴックさん）まず、家族の為にお金を稼ぎたいからです。そして

日本語、日本での経験、技術を身につけたいからです。 

（ラエクさん）日本は街中がきれい（ゴミが落ちていない）で

あったり、ルールや時間を守る国民性だという話を聞いており、日

本で働きたいと思うようになりました。 

（何さん）知り合いの中に何人か日本で実習した人がいます。

彼らから色々日本の良いところを聞いたのがきっかけです。 

��日本で楽しみにしていることはなんですか？ 

（アジさん）東京を観光したいです。 

（ゴックさん）日本人と一緒に仕事をする事です。そして外国の

方々の経験、知識を習いたいです。 

（ラエクさん）いろんなところへ旅行に行きたいです。特に京都へ

行きたいと思っています。 

（何さん）日本の料理や生活習慣を楽しみにしています。 

��日本で不安に思っていることはなんですか？ 

（アジさん）日本の食事が心配です。あと道がわかりません。 

（ゴックさん）初めて日本に来たのですべて不安ですがこれから

日本の生活に慣れていける様に頑張ります。 

（ラエクさん）日本国内でまた新型コロナの流行が増えてきてお

り少し不安ではありますが、カンボジアでワクチンを４回摂取して

きているので大丈夫です。 

（何さん）郷に入っては郷に従え、心配する事はありません。 

��母国での待機中は何をして過ごしていましたか？ 

（アジさん）仕事をしたり、運動したり、靴を売るお父さんの商

売を手伝いました。 

（ゴックさん）日本語を勉強しながら、家族の仕事（農業）を

手伝いました。 

（ラエクさん）日本語の勉強を頑張っていました。 

（何さん）仕事をしながら子育てをしていました。 

��日本に来てどんな気持ちですか？ 

（アジさん）日本は美しいと思いました。でも桜が見られなくて残

念でした。 

（ゴックさん）交通機関が便利と感じます。そして皆さんが優しく

て教えてくれるのでとても安心です。 

（ラエクさん）新型コロナの影響で長く待っていたので、やっと来

日することができて嬉しいです。 

（何さん）第一印象はとても良いです。周りの日本人が親切で

町も綺麗です。日本に来て良かったと思います。 

��日本で達成したい夢はありますか？ 

（アジさん）たくさんお金を貯金してレストランを建てたいです。

���万円貯めたい！ 

（ゴックさん）日本での仕事と生活を長くしたいです。 

（ラエクさん）５年間は仕事（道路の締固め）を頑張り、ノウ

ハウや考え方をカンボジアへ持ち帰りたいです。 

（何さん）日本で達成したい夢は�つあります。 

�つはお金をいっぱい稼ぐことです。�つは日本語能力試験1�に

合格する事です。 

��これからの意気込みをどうぞ！ 

（アジさん）頑張ります！ 

（ゴックさん）日本語能力試験の高いレベルに合格できるように

頑張ります。 

（ラエクさん）カンボジアは道路事情が良くない（コンクリートの

割れや穴が多い）ので、自国でも役立てることができる技術を習

得したいです。 

（何さん）今後は会社のルールに従って技術力と日本語能力

を向上させたいです。中国人として自分を誇りに思う事を頑張り

たいです。 

 

 
【右写真】 

六甲山研修センターで講習
を受けている実習生たち 
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パワーハラスメント防止措置が中小企業にも義務化されました！ 
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 ����年６月からパワハラ防止措置が義務化されています

が、今年����年�月より中小企業の事業主にも上記措置が

義務化されるようになりました。もちろん実習生を受け入れてい

る「実習実施者」にもこのパワハラ防止に取り組む義務がありま

す。実習実施者は「技能実習保護法」の制度趣旨を十分に

理解し、人権侵害がないことを前提に定期的に問題がないよ

う確認することが必要です。 

 特に技能実習責任者は、『技能実習指導員、生活指導

員、その他技能実習に関係するすべての社員』を監督し、防

止に努めることが求められます。また、生活指導員も技能実習

生から相談があった場合には対応し、快適に技能実習に専念

できる環境づくりを行うことも必要です。 

 実習生は国籍・文化も異なるところからやってきています。異

なる環境やコミュニケーションの行き違いにより、パワハラなどの

問題へ発展することもあります。もちろんパワハラなどの問題は

国や文化関係なくすべての人に起こりうることでもあります。 

 問題が起こらないようにするために一人ひとりが小さなことから

気を配ってくことで、お互いに気持ちの良い技能実習や業務を

行える環境作りができていくのではないでしょうか。 

  

 詳細は厚生労働省ホームページからも 

 ご確認ください。 

 次回はŕœŕŕ年ś月Ŕ日発行予定ですٴ

 ,30総務部の松倉と申します。����年�月に入団し、新しく,30ニュースの担当になりました。前職では技能実習の養成講習講

師をしておりましたので、文章を書く仕事は初挑戦です。少しでも,30の活動内容や有益な情報などお伝えできるよう精進してまい

ります。よろしくお願いいたします。（松倉） 

編集後記 

 コロナ禍において、日本におけ

る外国人材の雇用や就労の在

り方が益々注目されています。  

,30では、「アフターコロナ時代

の外国人材受入れと活用」とし

てとして外国人雇用のポイント

を解りやすくお伝えします。  

 

 パソコンやスマホなどインターネットが接続できる環境があれ

ば、日本全国はもちろん、世界中どこからでもご参加いただける

セミナーです。多くのご参加をお待ちしています！ 

 日 付ٹ

⋇����年�月��日（火） 

⋈����年�月�日（水） 

⋉����年�月��日（水） 

 時 間ٹ

いずれも�����f����� 

 対 象ٹ

外国人雇用の実務に携わる方 

（法人/個人不問） 
お申込みは上記の45から！ 

今後のオンラインセミナー開催情報！ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html 

https://www.cocripo.co.jp/
organizer/552505de-d55f-
4140-b300-74151cb5717b 


