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ポットラックパーティー 

異文化理解講座「ネパール」に参加して 

１１月１８日（日）に学生さんとポト

ラックパーティーを開きました。その

時の感想を和田美智子さんに寄せて頂

きました。 

ネパールの料理はどうですか？ 

参加者（左）とネパール出身の 

学生さんとその家族（右） 

中心的役割を担ってくれた 

学生のアルナさん 

１１月２５日（日）に毎年恒例となっ

た国際大学の学生さんが同じ出身国の

学生とチームを組んで母国を紹介する

異文化理解講座を開催しました。今回

はネパールを取り上げ、それに参加さ

れた会員の佐藤文孝さんから感想を寄

せて頂きました。 

 昼食会にはじまり、学生さんたちによ

るネパールの紹介、参加者も交えてのネ

パール語の練習やネパールに関するクイ

ズ、 後にネパールのダンスを踊ったりと楽し

いイベントで盛り上がりました。会を通して

も印象的だったのが紹介してくれた学生さんた

ち皆さんが終始、ニコニコしていてすごく楽し

そうだったことです。きっと他の国の文化を

『知る』ことと同じように、『伝える』という

こともとても素晴らしいことであり、自分もい

つかどこかでそんな経験ができたらなぁなんて

思いました。 

 おいしいネパールの料理を頂くこともでき、

楽しい会を開いてくれた学生の皆さん、スタッ

フの方々に感謝します。どうもありがとうござ

いました。ダニャバード！ 
ネパールの踊りを披露する学生さん 

 ポットラックパーティを開催致しました。

予想以上に多くの方に参加していただきまし

た。カフェの椅子が足りずに、急遽立食形式

に変更して皆さんで楽しんでいただきまし

た。このパーティーのためにケーキを一日か

けて作ってきて頂いた方や皆さん丹精こめて

作ってこられた料理をみんなで楽しめること

ができ、感謝の気持ちでいっぱいです。私自

身は知らない学生さんばかりでしたがこう

やって機会があれば皆さん同士で交流が図れ

る場となり、会員さん同士でも交流が深まる

ことができたことが嬉しく思います。また、

機会があれば開催したいと思います。 

★今後の予定★ 
 

●十日町雪まつり 
 国際大学の学生を連れて十日町 

 雪まつりに行きます。皆さんも 

 一緒に行きませんか？ 

 日 付：２月１６日（土） 

 時 間：１４：００～２１：００ 

 場 所：城ヶ丘ピュアランド 

    （雪上カーニバル会場） 

 問合せ：久保田豊昌 

     080-6564-6833 



On January 13, 2008 I went to Tookamachi and joined 
a New Year festival there. Six of IUJ students were 
coming along: Lam from Vietnam, Rabiah and 
Melorina from Malaysia, Eliza from Philippines, Ary 
and I from Indonesia. The snow was falling a bit 
heavily but yet beautifully that day (yes, it was very 

cold!). Unfortunately I did not bring long boots and gloves, but the UMEX people lent me 
one. Thanks to him I could enjoy the event to the max.  
A lot of local Japanese people already gathered in the shrine when I arrived there. They 
built a big statue symbolizing the male God (see the picture). 
After that, we played 'haneketsu' together. It is similar to badminton, but it is played in the 
snow and using a hard stick instead of a racket. If you fail to hit the shuttlecock back, you 
will be punished and poured with the snow by your enemies (that was the exciting part!) 
We then came back to one of the UMEX member's office to have meals together. Not only 
the Japanese food they provided, but I also enjoyed the conversation with the UMEX mem-
bers and some local Japanese 
people. I would like to say 
Thank You for giving me this 
unforgettable experience and 
I am looking forward to par-
ticipating in other events 
organized by UMEX. 今年も

宜しくお願いします。 
 

Nila Rau Fanza (Indonesia) 
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新年会に初参加                                 高橋 勇 
 １月２０日（日）、浦佐「夢草堂」で行われた夢っくすの新年会に参加しま

した。これまで飲食を伴ったイベントには、主に「火焚き」として参加して来

ましたが、新年会は初めてでした。一品持ち寄りとのことで、妻に料理を依頼

し、暇そうにしていた高１の三男にも声を掛け、家族３人での参加です。新入

生の学生さんはもちろん、初めてお会いするメンバーの方が多い中、以前から

の重鎮の皆様のお顔を拝見して一安心しました。アルコール抜きと聞き、密か

に隠し持って行った一升瓶「菊姫のにごり酒」も一部の飲酒できる方には好評

で、運転手を引く受けてくれた妻に感謝しつつ、持ち寄った手料理や鈴木なつ

子さんによるダンス指導、各国の歌などで新年会らしい気分を味わいました。 

 こうしたイベントに参加する度に思うことは、参加する学生さんが皆「気持

ちのいい人」だということです。国際大学の学生さんが皆、地域との交流に関

心を持ってくれるとは思いませんが、イベントに参加してくれ

る学生さんは、日本に親しみと興味を持ち、自ら積極的に交流

を求めているためか、表情や身振り、まなざしに暖かさを感じ

ます。そんな学生さんたちには、より日本や地域のことを知っ

てもらい、より好きにたってもらいたいと思っています。 

 このようなイベントは、計画するのも実行するのもパワーが

必要で大変だと思いますが、役員の皆様、会員の皆様、日本好

きな学生さんたちのために、今年もパワー全開で夢っくすを盛

り上げて行きましょう。 

小正月に参加して 

高橋さんとご家族 学生さんによる合唱 

結婚式ツアーのご案内 
 

ラオスからの留学生だったトゥーさ

んと会員の藤塚依美さんが、ラオス

で結婚式を挙げます。夢っくすで

は、この式に参加するツアーを企画

しました。式の後にはラオス国内を

旅行します。参加ご希望の方はご連

絡下さい。 
 

 日 付：3月26日（水）～ 

     4月  2日（水） 

 挙 式：3月28日（金） 

 旅 費：約15万円（概算） 

 問合せ：武田里子 

     090-3648-4862 

 〆 切：2月10日（日） 

私たち、結婚します！ 

跳ねっ返しを楽しむ 集落の皆さんとの新年会 

1月13日（日）に学生を連れて十日町市新水集落の

小正月に出かけたので、その感想を学生のニラさん

（写真：後列右から２番目）に寄せて頂きました。 



 １１月のキッズイベントは「七五三」で

した。当日着て下さったお母さんとその子

供たちが順番に着物を着て記念写真をとり

ました。学生さんの子供たちは着物を着る

といつもよりおしとやかになり少し照れた

感じでした。今回は小さい子が多く小さい

子は少しきものが大きい感じでしたが、ま

たそこがとてもかわいかったです。着物を

脱いだ後の子供たちはその開放感からか大

はしゃぎで走り回っていました。当日は天

気が良く、記念写真を撮るのにも子供たち

が走り回るのにもとても良い日でした。 
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キッズイベント「クリスマスパーティー」   高波 香苗 

キッズイベント「七五三」                   小泉 美千代 

 キッズサロンでは１２月２３日（日）にク

リスマスパーティーを開きました。内容は、

クリスマス絵本の読み聞かせや、大人も子供

も一緒に混ざってのゲーム、親子で触れ合い

遊び、それぞれの国の家庭料理を持ち寄り、

パーティをして交流をしました。 

 子供達は0歳～小学生までと年齢も幅広

く、飛び出す仕掛け絵本に釘付けになって見

ていました。その後は、グループ対抗で協力

して新聞紙に10秒乗っていられるかという

ゲームをしたり、親子でペアになりジングル

ベルの歌に合わせて触れ合い遊びをしました。子供達のアイデアでお店屋さんごっこ

もしました。子供達も何回も来ている子や新しく仲間入りした子も含めて少しずつ打

ち解けてきているようです。 

 子供達だけでなく親御さん同士の交流も深まって行けばいいなあっと考えていま

す。今後も親子で一緒に楽しめるキッズイベントになって行けるよう企画したいと

思っています。 

ホームページもご覧ください 

http://www.umex.ne.jp/ 

着物を着た感想はどう

でしたか？ 

 １１月１７日（土）にキッズイベントにて「七

五三」を開きました。 

日本語チューターをやって 

 人に教えたという経験が

ないので戸惑いもありまし

たが、専門家によってよく

考えられたテキストがある

のでそれに従いました。つ

い、お茶になったりショッ

ピングになったりもします

が、それもまたよいと思い

ます。私はこのチャンスを

逃すことなく英語のレベル

アップも企んでいます。メ

ロリナさん（写真左）よろ

しくネ。 

P.S スナックラウンジの屋

外のベンチは私の好みの場

所の一つです。 

田端かよ子（写真右） 



【編集後記】 

今回もようやく編集を終えることが出来ました。かわらばんを読んで皆さんがどう感

じているのかよく分からないので、遠慮なく感想なりをお送り頂ければ、今後の編集

のために大変助かります。まだ、しばらく寒い季節が続きますが、皆さんも体に気を

つけて冬を乗り切ってください。(toshi)  

日 月 火 水 木 金 土 

1/27 
 

28 
 

29 

夢っくすサロン 

 

30 

英会話教室 

昼・夜 

31 
 
 

2/1 

夢っくすサロン 
 

2/2 

3 
 

4 

 

5 

夢っくすサロン 

6 
英会話教室 

昼・夜 

7 
 
 

8 

夢っくすサロン 
 

9 

10 11 

 

12 

夢っくすサロン 

13 

英会話教室 

昼・夜 

14 
 
 

15 
夢っくすサロン 

16 
十日町雪まつり 

17 
 

18 
 

19 

夢っくすサロン 

20 

英会話教室 

昼・夜 

21 
 
 

22 
夢っくすサロン 
 

23 

24 25 

 

26 
夢っくすサロン 

27 

英会話教室 

昼・夜 

28 
 

29 
夢っくすサロン 
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2007年12月・2008年1月 

①一番行きたい国②興味のある言語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⑥一言どうぞ！ ★★会員紹介コーナー★★    

  うおぬま国際交流協会     

UONUMA Association for Multicultural EXchange 

諸橋加奈恵さん（左）と日本語

チューターペアの学生さん 

担当者連絡先 
サロン 高橋:025-773-3123  イベント 久保田:080-6564-6833   

多言語支援/外国語 鈴木:025-777-2605  日本語 関矢:090-7803-7983 

広報 森山:090-6945-9402 事務局 025-779-1520 

〒949-6609 

新潟県南魚沼市八幡35-7 

うおぬま国際交流協会（夢っくす）事務局 
 

夢っくすサロン（国際大学第3学生寮1階）                                                                  

TEL/FAX: 025-779-1520                                                                

E-Mail: office@umex.ne.jp 

URL: http://www.umex.ne.jp/  年が改まったので、来年度の会員更新の受

付を開始します。郵便振替用紙を同封致しま

すので、更新をお願い致します。今、更新さ

れますと、2009年（平成21年）の3月末ま

で有効となります。 

会  費：3,000円（個人会員） 

家族会員：1,500円 

口座番号：00550－7－74672 

口座名称：うおぬま国際交流協会 

会員更新のお願い 

会員No. 352 諸橋 加奈恵さん 

① トルコ 

② 英語 

③ スキー、スノーボード 

④ 友達をたくさん作りたいです★ 

⑤ これからたくさん交流したいです！ 

⑥ スキーインストラクターをやっています！ 

みなさんと一緒にスキーに行けるといいなあ～ ^o^ 

新会員のご紹介 
 

   No.348 小林 直美   （魚 沼 市） 

 No.349 野澤 利夫   （南魚沼市） 

 No.350 佐藤 美由紀（魚 沼 市） 

 No.351 水落 綾子   （南魚沼市） 

 No.352 諸橋 加奈恵（魚 沼 市） 
 

★よろしくお願いします★ 

 皆さんが学生と交流している状況をどんどん

掲載して、かわらばんを盛り上げて行きたいの

で、短くて結構ですので、交流の感想なりをで

きれば写真付きで送って下さい。 

待ってま～す！ 

皆さんの交流の記事を送ってください！ 


