月刊夢っくすニュース
「かわらばん」誕生 !!
夢っくす会員の皆様へ
リアルタイム事業報告とイベントの
お知らせを中心に、役に立つ情報を発
信していきます。

かわらばん
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夢っくす

Umex設立総会
盛大に開催されました。
5 月 26 日 大和町さわらびホール
たくさんの留学生が参加して、国際色豊かな集まり
になりました。

葡萄の花での懇親パーティー
umex サロンの看板が披露されました

会場が一体となったポチョポチョダンス

大和町長、国際大学学長による夢っくす対談
「地域の国際化と開かれた大学」

部会発足会議 開催
7 月 1 日 大和町役場
ワークショップにより「将来の夢」を話し合いました。
まとめられた意見は、今後の部会の活動に生かしていきます。

留学生のウエルカムイベント
７月 27 日に夢っくすサロンで歓迎ティーパーティ
とゲームで交流を深めました。
翌日の 28 日は湯之谷村銀山平の「夏の雪祭り」に
参加しました。初めてさわる（しかも夏の）雪に留
学生は喜んでいました。

ワークショップで「umex でやりたいこと」
と「その実現方法」を話し合いました

「夏の雪祭り」を満喫しました。

サロン部会
●８月～９月の予定
８月のサロン お休み（国際大学夏休みのため）
９月のサロン 毎週 火・金曜日
昼の部 11:00～15:00
夜の部 19:00～21:00
9 月 6 日（金）よりサロンを再開します。
好評の留学生による母国紹介シリーズ
サロンでは留学生との「日本語会話」を楽しみます。
昼の部の 11:00～12:30 は留学生のための「初級日本語教室」を開講する予定です。
日本語の会話パートナーとして、ぜひご参加ください。
●特別サロン
9 月３日（火）昼食ギャザリング
時間：12:00～13:30
場所：国際大学内 Ｃafé-Ｎo-Ｐroblem
参加費：500 円
このギャザリングは、夏休み中に開講した日本語教室の懇親会をかねます。
受講者の上達ぶりと、日本語交流員とのおしゃべりを楽しみましょう。
参加希望者は 8 月 30 日までに下記までお申込ください。
FAX：025-779-1180 e-mail：office@umex.ne.jp サロン部会 小幡

研修部会
研修部会では、これまで以下の研修を実施
してきました。
1）会員向け研修
・日本の国際教育交流と地域の人々の役割
・くにたち地域国際交流活動の実践
・異文化コミュニケーション入門講座
・インターネット研修会
・日本語学習支援者養成講座
2）一般向け研修
・夢っくす異文化理解講座
～サングラスをはずしてみませんか?～
～イスラームという生き方～
これからも会員の皆様に役立つ研修を企
画していきます。
研修部会

イベント部会
留学生の皆さんは、日本の文化を知りた
い、もっと日本語を使ってみたい、地元の
人たちとのふれあいたい、相談に載ってほ
しいなど、色んな想いがあると思います。
会員の皆さんもそれぞれが、夢を持って
参加して来ているのだと思います。
これらは夢っくすを通じて、全部実現出
来る事ばかりです。
その夢を受け止めて、叶えることが我々
イベント部会の使命だと考えています。
国際大学には今年も多くの留学生が 9 月
に来日します。彼らが出会う最初の日本人
として、「温かく迎えるイベント」を只今
計画中です。詳細は 9 月号のかわらばんで
発表します。
イベント部会 星野

第５回 運営委員会 開催通知
平成 14 年 8 月 29 日（木）
19:30～21:00
大和町公民館 2 階会議室
留学生歓迎イベントなど全体活動計画を話し合います。運営
委員はもちろん、会員の皆様の参加をお待ちしています。

事業部会

広報部会

事業部会では、将来的に夢っくすの「財政
的自立」に結びつく、以下の事業を企画立案
中です。
①ホームステイ、ホームビジット事業
9 月よりホストファミリー登録を大和町と
共同ではじめます。只今、登録者を募集し
ています。
②貸し自転車（夢っくす号）事業←企画中
③翻訳／通訳の業務委託事業
大和町より「小学校の通知表の記述を英訳
してほしい」との依頼を受けています。ご
協力いただける方は下記までご連絡くださ
い。英訳文章のネイティブチェックが受け
られるメリットがあります。
FAX:025-779-1180
e-mail:office@umex.ne.jp
事業部会 高橋

ｕｍｅｘホームページアドレス

http://umex.ne.jp
今すぐアクセス!!
ご意見･ご要望はこちらまで

office@umex.ne.jp

多言語支援部会
●初級英会話教室（夜の部）開催中
７／１６～８／２７のお盆を除く毎週火曜日
講師 武藤崇子さん（夢っくす会員）
現在１９名が受講しています。

計６回

●初級英会話教室（昼の部）募集中
８／２０～９／６の毎週火、金曜日 計６回
講師 ヴィクトリアさん（ガーナからの留学生）

初級英会話教室(夜)で楽しく学習しています

●留学生対象の日本語教室 開催中
７月末から８月末までの週２回で「日本語の教え方講座」を受講している日本語交流員
15 名が「初級日本語教室」を開講しています。受講している留学生 12 名はとても熱心
で、テキストの進度より速いスピードで授業が進んでいます。
上記の 3 講座はトライアルで実施しました。
今後は英会話教室参加者や日本語交流員のご意見を伺いながら、秋の語学講座を企画してい
きます。会員の皆様からのご意見・ご要望もお待ちいたしております。
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11:00 日本語教室
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14:00 事業部会
19:30 運営委員会

20:00 英会話教室

19:00 日本語教室
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11:00 日本語教室
13:00 英会話教室
20:00 英会話教室

２５

２６

２７

13:00 英会話教室
19:00 日本語教室

２８

11:00 日本語教室
13:00 英会話教室
20:00 英会話教室

２９
19:30
拡大運営委員会

３０
13:00 英会話教室
19:00 日本語教室

※8 月の夢っくすサロンはお休みです。
会員紹介コーナー
夢っくす会員を毎号紹介します。
トップバッターは井口義夫さんです。
井口さんは 7 月末に友人と国際大学修了生を訪ねてマレーシアとシンガポールに行ってきた
そうです。リポートは夢っくすホームページ掲示板にありますのでご覧ください。
① 一番行きたい国は？ ②興味のある言語は？ ③趣味や特技
④夢っくすでやってみたいことは？ ⑤今やっている国際交流は？ ⑥１言どうぞ！
いぐちよしお

会員 No.３ 井口義夫
所属部会：研修部会
スペインの闘牛とフラメンコ、トルコのカッパドギア
スペイン語
日本１００名山を登る。
日常生活と違う世界を体験できる会を目指す。
右端の粋な浴衣姿が私です
元留学生を訪ねてシンガポールに行きました。
夢っくすにもっとたくさんの人が参加し、意見を発信し、実行してほしい。

①
②
③
④
⑤
⑥

夢っくす会員各位
夢っくす運営委員会
運営委員の変更について
8 月 7 日の運営員会で、権平康子さん、佐藤鈴子さん、深沢恵さん、米山志帆さん、峰村文子
さんが運営委員を辞任されました。運営委員は規約で 15 名以内と規定されていますので、しば
らくの間は活動を先行し、運営委員の新体制については、臨時総会の場で決めていきたいと考え
ています。当面は下記の運営委員を中心に活動を進めていきますので、会員の皆様のご理解とご
協力をお願いいたします。
井口義夫（会長代行,研修部会担当）小幡美智代（サロン部会担当）柳瀬陽子（多言語部会担当）
高橋明宏（事業部会担当）畔上哲史（広報部会担当）星野明広（イベント部会会長,会計）
高津戸真弓（広報部会担当）木村武雄（監事）武田里子（国際大学との連絡担当）

編集後記
やっと出ました「夢っくすかわらばん」第 1 号。できはいかが
でしょうか？これから号を重ねるごとに、編集の腕をレベルア
ップしていきます。部会長さんをはじめ、会員のみなさんネタ
の提供をお願いします。
（aze）

うおぬま国際交流協会

UMEX 夢っくす
〒949-7277
新潟県南魚沼郡大和町大字穴地新田 777 番地
国際大学内 UMEX事務室国際交流サロン（１Ｆ）
TEL:025-779-1439/1520
FAX:025-779-1180
E-Mail: office@umex.ne.jp

