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新入生歓迎イベントの報告
９月１４日（土）～15 日（日）国際大学キャンパス内
ミニドライブとバーベキューで国際大学新入生と楽しく交流しました。
歓迎会初日、９月 14 日はインタビュークイズによるアイス･ブレーキングで始まりました。
大和町や新潟県についての質問や魚沼の方言を聞く問題もあり、新入生は UMEX メンバーにイ
ンタビューしないと回答できないものばかり。英語と日本語が飛び交ってサロン内は大興奮。
インタビュークイズですっかり打ち解けたあと、5 台の UMEX 号に分かれて町内のミニ･ドラ
イブに GO! 春には桜のきれいな場所として紹介された大崎ダム、裸押し合い祭りの毘沙門堂、
それから越後ワイナリーへ行きました。ここで一つ、町内のことなのに曖昧に理解しているこ
とが多いことに気づいて反省。身近なことを改めて勉強する良い機会になりました。
ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ

2 日目はみんなの大好きなBBQ! なんと、70 人以上が参加しました。やっぱりお肉を囲ん
でみんなでワイワイやるのは最高ですね、しかもこの自然の中で。前日のクイズの全問正解者
の抽選会も行われました。
井口さんが歓迎スピーチのなかで話された『一期一会』という言葉に胸がジーンときました。
歓迎会は、私たちと世界中からやってきた学生さん、学生さん同士、UMEX 会員同士の素敵な
出会いの場となりました。それが私にとっての特別な土地、
「大和町」であったことを誇りに思
います。「縁」あってここに集まってきた人たちと、心地よい時間を過ごせるように皆でユニー
クで、クリエイティブな活動ができたらいいなと思います。これを読んで、興味を持った方も
もう引力に引かれているはずです！一緒に一期一会の意味を感じてみましょう。
最後になりましたが、企画、準備・片付け等をして下さったみなさん本当に有難うございま
した。大変おつかれさまでした。
報告：大平智子

ミニドライブで大和町の名所をまわりました
バーベキューで楽しく交流

サロン部会
●１０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
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 は夢っくすの日本語交流員の皆さんによる「初級日本語教
室」を開講していますので、日本語の会話パートナーとして、ぜひご参加ください。

●特別サロンの予定
① 留学生による「母国紹介シリーズ第 9 回」
日 時：10 月 18 日（金）19:00～
テーマ：ブラジルの祭り、そして多様性
講 師：ジュリアノさん
日本の 22 倍もある広い国土、豊かな、そして多様な文化、さまざまな民族が共に
暮らすブラジルの概要、人々の暮らし、そして世界最大のカーニバルについて、ビ
デオ上映を交えて紹介します。お楽しみに。終了後、ティーパーティーを予定して
います。
② 生け花教室
日 時：10 月 25 日（金）13:00～15:00
募集人数：10 人
参加費：千円（お花代）
学生向けの教室ですが、当日お手伝いいただける方は、
ご連絡ください。
留学生との日本語会話を楽しみます
担当：サロン部会 小幡

研修部会
●UMEX 研修会のご案内
①「国際理解教育って何？―そのねらいと実践への基本課題」
日時：10 月 12 日（土）13：30～16：30
会場：大和町役場 3 階大会議室
講師：早稲田大学教授 山西優二先生
②「ボランティア活動の基礎―参加と学び、そして共感」
日時：11 月 2 日（土） 10：00～12：00
会場：大和町公民館
講師：武蔵野市国際交流協会コーディネーター 杉澤経子さん
＜予告＞
大和町の教育の国際化推進事業で、武蔵野市国際交流協会の日本語指導員の皆様を講師
にお迎えし、下記により日本語指導のための研修会が開催されます。参加希望者は井口ま
でご連絡ください。
「日本語指導研修会」全４講座 会場：大和町役場３階大会議室
１ 11 月 1 日 14：00-15：30「子どもとの関係づくりワークショップ」
２ 11 月 1 日 15：45-17：15「学校における日本語支援活動」
３ 11 月 29 日 14：00-15：30「子どもたちの学習支援の課題と地域ネットワーク」
４ 11 月 29 日 15：45-17：15「学習に役立つアクティビティとフィードバック」
担当：研修部会

井口

第８回 運営委員会 開催通知
平成 14 年１０月３１日（木）
19:30～21:00
大和町公民館 2 階会議室
主な議題は１１月の事業計画の打合わせです。
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。

イベント部会
9 月は新入生歓迎行事と初めての稲刈り体験ツアーを企画しました。多くの会員さんのご協力と、
稲刈り体験ツアーでは渡辺洋子さまのご家族のご協力を得て大成功でした。
紙面を借りてお礼申し上げます。
〇夢っくすイベントのご案内
「世界文化遺産 日光を訪ねる一日バスツアー」
日
時：11 月 3 日（日）
朝 7 時国際大学出発 夕方６時頃帰校予定
参 加 費：大人３,０００円・子ども２,０００円
大成功の稲刈り体験ツアー
募集人数：夢っくす会員 17 名・留学生 38 名
参加希望者は星野までお申し込みください。定員になり次第締め切ります。
担当：イベント部会 星野

多言語支援部会
〇多言語部会では添付要項により、第２期初級英会話教室の参加者を募集いたします。語学の習
得は何といっても継続あるのみです。少しずつお互いに刺激しあいながら、楽しく勉強し
ましょう。
〇夢っくすでは CD 付きの共通教材『New Interchange』を使い、週 1 回、１期 8 回を単位に
年間英会話教室を開講する予定です。
○１０月 21 日に「英文ポスター作成講座」を開催します。いくつかのサンプルと
キーワードや決り文句を学び、英語でお知らせが作れるようになることを目指します。
イベント部会では、個人や小さなグループの自主企画イベントを支援していますが、そのために
は参加者募集ポスターの作成がかかせません。初めての方でも作れるようになる楽しい講座で
す。是非、ご参加ください。
日本語担当：大平 外国語担： 柳瀬

広報部会
夢っくすホームページをもっと充実させるため、
「ホームページ作成研修」を現在計画中
です。
ｕｍｅｘホームページアドレス

http://umex.ne.jp

お互い刺激しあいながら楽しく学んでいます。

今すぐアクセス!!
ご意見･ご要望はこちらまで

事業部会

office@umex.ne.jp
担当：広報部会

畔上

かわら版第２号でお知らせした
「ホストファミリー」
引き続き募集しています！
担当：事業部会

高橋
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会員紹介コーナー第 3 回
夢っくす会員を毎号紹介します。
今月はイベント部長で事務局会計の星野さんです。
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！

会員№16 星野昭広
所属部会：事務局会計、イベント
連絡先：aki7@fancy.ocn.ne.jp
①
②
③
④
⑤
⑥

まだ行ったことのない国
フランス語
子育て
若い人たちがもっと夢っくすの運営に
参加できるような会にしたい。
子供と一緒に夢っくすに参加しています。
元留学生とたまにビールを飲む。
最近聞いて気に入った言葉。「英語は自分が勉強した分しか身につかない」
皆さん英語の勉強がんばってください！

夢っくす事務局よりお願い
留学生から日本のお料理教室や生け花教室、茶道教室の開催要望を受けています。そこで、会員
の皆さまで生け花や茶道の心得のある方、または、絵手紙、墨絵、習字、お料理などなど、「私
はこういうことができる、あるいは協力できる」といった内容の
リスト(名づけて達人リスト)を作成し、関連するイベントを行うときにご協力を
お願いする体制を作りたいと思います。皆さまの得意な分野について、是非、事務局までお知らせ
ください。
担当：事務局 武田
編集後記
各部会のイベント報告や案内盛りだくさんで、4 ページの紙面
では収まらなくなってきました。6 ページ化になると編集も大
変…と言うわけで広報部員募集中です。（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

