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かわらばん 2・3月号
十日町雪まつり
三国街道塩沢宿
ひな雪見かざり

３月４日（水）にスリランカ人
の奥さんを含む５名で塩沢宿の
“ひなかざり”を見学しました。
雛人形は年代によって形状や素
材、顔だちが違い、其々に興味を
そそられました。中でも中島屋は
何体もの段飾りが店いっぱいに飾
られていて、詳しい説明を聞きな
がらじっくり拝見しました。外国
人の奥さんも夢中で見て回った
り、写真を撮ったりして楽しんで
いるようでした。
お昼はお仲間の田中さん宅で一
緒に準備してくださった高橋さん
も加わり、田中邸のりっぱな段飾
りを見ながらとりどりの美味しい
お料理に舌鼓をうちました。
暫し、時代を忘れてしまいそう
な塩沢宿の佇まいにすっかり魅了
される一日でした。
（水谷 寿子）

大貫 まど香

２月２１日（土）
、朝から激しく
吹雪く天候のなか、十日町雪まつり
を見に行きました。聞けば十日町雪
まつりは今年第６０回を迎える大変
歴史のあるお祭りということで、初
めて行く私は楽しみにしていまし
た。それに加え、夢っくすの会員に
なって初めて参加するイベントとい
うこともあり、緊張感と期待感が入
り混じっての参加となりました。
集合場所からバスに乗車し、様々な言語が行き交う賑やかな国際大学
の生徒さん方に圧倒されているうちに一つめの目的地に到着ました。
一ヶ所目の十日町駅近くにあるキナーレひろばでは、ステージが設置さ
れていてバンドが演奏をしていました。ステージの周りには幾つか出店
があったのですが、バンドの演奏を聴いているうちに集合時間がきてし
まい、残念ながらよくみることができませんでした。次のひろばへ徒歩
で向かう途中、商店街を抜けて行くその道のりは数々の大人背丈くらい
ある雪像がありました。アニメキャラクターや動物等にモチーフにした
雪像はどれも丁寧に作られていて、ひろばまでの道のりを楽しませても
らいました。二ヶ所目のコミュニティーひろばでは、数メートルにもな
る雪像を囲むように食べ物の屋台やお土産物屋さんが軒連ねるように数
十軒もありました。吹雪いている中歩いたせいか、ひろばに着いたとき
はすでに体は冷えていたので、屋台でモツ煮込みを買って温まりまし
た。夕方近くになり、いよいよ雪上カーニバルが催されるメイン会場に
向かいました。山の方面へ緩やかな坂道を登ったところに急に開けた場
所があり、そこがメイン会場となっていました。目の前には今まで見た
ことのないくらいの巨大な雪像があり、それは壮大で思わず・ぢすご
い！'を声を上げてしまう程でした。お城のようだなと思っていたのです
が、後から調べてみたところ、十日町市で発掘された『国宝火焔型土
器』をモチーフにした雪像ということでした。雪像は大きなステージと
なっていて、カーニバル開始と同時に鮮やかな色の照明が当てられた
り、花火が打ち上がったりと、光と音に魅了されました。また、そこで
は芸能人や歌手などのショーが行われていて盛りだくさんの祭典となっ
ていました。
手袋も帽子も持参しなかった私は、あまりの寒さにカーニバルの途中
で一ヶ所目のキナーレ広場に戻ったのですが、数々の美しい雪像を見る
ことができ、初の雪まつりは大変満足しました。また、夢っくすの会員
の方々や学生の方と知りあう機会を持てたことを大変嬉しく思います。
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裸押し合い祭りの紹介 お抹茶の会

3月3日（火）に日本三大奇祭の
一つと言われている「浦佐毘沙門堂
の裸押し合い祭り」が開催されまし
た。学生の一般飛び入り参加したい
人達に対して、2月28日（土）午
後より夢っくすサロンでプレゼン
テーションを行いました。
祭りに付き物の「新粉モチ」を食
べていただきながら、昼の行事の
「稚児行列」や「福餅サンヨ」につ
いて話しをしました。また、夜の押
し合いについては、伝統の由来や
人々がどのような祈願をするかを
話、押し合いに必要なサラシ、ハン
タコ、タビの準備が必要であること
を伝えました。何人参加したか、聞
きませんでしたが、昼はチュータの
人とお寺に行き、夜はインド人の人
達と会いました。
（井口 義夫）

インドの学生さんと一緒の井口さん

篠田 ヒサ

よく晴れた陽射しの暖かい２月
７日（土）に、国際大学内にある
寮の畳の部屋をお借りしてお抹茶
の会を開きました。１８人の学生
さんやご家族の方々と８人の夢っ
くすの人たちが静かな中に釜の湯
の音を聴きながら、ひとときを過
ごしました。お軸は中国臨済宗開
祖の言葉より「巌松一色千年別」
で、寒中
の老松が千年を経てなお、青々と茂らせている
姿を謳ったもので、周囲に左右されずに生きる
ことの教えです。
お抹茶の会の模様は動画サイト（ユーチューブ）で
見ることができるので、ご覧ください。
http://www.youtube.com/iujmovies

母国紹介「コスタ・リカ」

宮岸 三寿帆

ラテンアメリカの文化や歴史に
興味があったので、２月２８日
（土）に開かれた母国紹介に参加
させていただきました。参加する
前は、コスタリカに関する知識は
全くなく、中南米に持つイメージ
そのもの（古くからの文化と侵略
の歴史、経済不安定、貧富の差）
がコスタリカのイメージでした。
しかし、紹介の中で、コスタリ
カは５０年以上も内戦や戦争への参加がなく、また識字率も極めて高い
というお話がありました。また、紹介される景色や市場の果物、鳥など
どれをとってもとてもカラフルで、コスタリカの人たちの力強さと陽気
さが伝わってくるようでした。今回、母国紹介をして下さったオスカル
さん（上の写真：中央、下の写真）も、終止ニコニコ顔で、説明を聞い
ている私も何だか暖かい気持ちになりました。旅行が経済を支える大き
な産業になっているというお話もあ
り、現地でのアクティビティーも選択
肢が豊富なので旅行の選択肢に加えて
ちょっと調べてみようかな～と考えて
います。
ホームページもご覧ください
http://www.umex.ne.jp/
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カラオケパーティー

根津 いずみ

先日はカラオケパーティーに参加させていただきありがとうございました。皆
さんの暖かい手作りのお料理と伴に、留学生の方をもてなそうとする素晴らしい
気持ちが感じられて感動いたしました。見知らぬ土地で暮らす留学生の方は、楽
しい時間を持つことができれば早く日本になじめ、地域になじみよりよい大学生
活を送ることができるとおもいます。そういう手伝いをしながら、地域の皆さん
も素晴らしい交流をしていらっしゃ
る。少し遠い故なかなか全てにお手伝
いできませんが又仲間に入れていただ
きたいと思います。盛り上がって本当
に楽しかったです。
左の写真：パーティーの模様と、三味線
を弾いて頂いた会員の大網祥弘さん
※このパーティーは、１月３１日（土）に
会員の須佐朝子さんのご好意で、ご自身が
経営されている「のあのあ」で行われました。

カラオケを熱唱するフラビアさん（ブ
ラジル出身、写真右）とそれをサポー
トする根津さん（写真左）

★今後の予定★
●お花見ツアー

外国人の私が裸押し合いに参加して

枝 條音（エダ ジョーン）
Eder, John Gabriel
アメリカからの交換留学生
写真右の背の高い人

枝 條音

私は学生から裸押し合いがとてもきけんな祭りだと聞か
されていましいたから少し不安でした。裸祭りのバスが迎
えに来てＩＵＪの学生２３人は押し合いのばしょに行きま
した。浦佐では白いさらしとパンツに着替えました。わら
じが気に入りました。外は寒かったから、たくさん酒をの
んで蝋燭を体にぬりました。じばらくして、私達はお寺へ
いきました。うごいて体を温めました、すぐに温かくなり
ました。水のおふろを浴びました。私はそれが好きでし
た。お寺はたくさん裸の人が集まっていました。皆の気持
ちが一体になり、ＩＵＪの学生達も押し合い、群れてエキ
サイトしました。裸の人達は皆礼ぎ正しかったです。それ
から疲れたけれど楽しかった。浦佐の楽しい思い出ありが
とうごさいました。

※裸押し合い祭りに参加されて、
その感想が夢っくすに届いたので 以下は枝（エダ）さんが作った俳句です。
「裸押し合い 驚嘆す 気迫の祭り 結ぶ大地 」
掲載します。

日本語チューターペア紹介

留学生と夜桜を見に出掛けます。
皆さんも一緒に行きましょう。
日 付：４月１１日（土）
集 合：国際大学正面玄関
午後３：００出発
場 所：上越高田公園

●春のガーデンパーティー
留学生と屋外でガーデンパーティー
を開きます。奮ってご参加下さい。
日 付：５月１0日（日）
時 間：午後１２時から
場 所：国際大学内テニスコート脇
バーベキューサイト
問合せ：久保田豊昌
080-6564-6833

井口 貴子

初めての海外旅行は中国でした。小さい頃、祖父がよく中国の話をしていたのが印象的
で、いつか必ず訪れてみたい！！と強く思っていました。私が大学1年の時、姉と二人、
念願の中国旅行が決定。ドキドキとワクワクで胸がいっぱいでした。万里の長城を登り
きった時は、色々な思いが込み上げてきて、姉と二人、泣いたのを今でも覚えています。
とても大切な思い出です。そして、今回担当の龍さんは、中国出身。これは何か運命的な
出会いなのでは！と思っています。人と人の出会いには、必ず何か意味があるはず！
龍さんは尊敬語や丁寧語も使いこなし、とても日本語をきれいに話される方です。「龍さ
ん、調子はどうですか？」という質問から、いつも会話が始まります。「今日はこんな事が
ありました・・・」と流暢な日本語で色々な話をされます。日常の出来事から始まり、それぞれの国の文化の違いや政
治のあり方、就職や友達のことetc...話は尽きません。気が付くと、あっという間に一時間が過ぎています。龍さんは本
当に勉強熱心な方です。話をしていると、私もがんばろう！と感化されます。（＾ⅴ＾）
これからも出会いを大切にし、楽しみながらチューターを続けていきたいと思います。
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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★★
会員No. 368 大貫 まど香さん

スキー＆スノーボードツアー

① ギリシャ

２月１日（日）にガーラ湯沢に行
きました。今年は大勢の学生さんが
応募したのでバスをチャーターしま
した。ゲレンデに出るまでには時間
がかかりましたが、皆さん楽しんで
くれて、大勢だったにも関わらず無
事に帰って来れてほっとしました。
（森山 俊行）

② タイ語、スペイン語、中国語
③ スノーボード、テニス
④ 日本語チューター
⑤ なし
⑥ 夢っくすで出逢える各国の方々より、その国の文化
等を学びたいと思っています。宜しくお願いしま
す。
新会員のご紹介
No.368 大貫 まど香 （南魚沼市）
No.369 水谷 寿子 （南魚沼市）
No.370 皆川 絵美 （魚 沼 市）

うおぬま国際交流協会

★よろしくお願いします★

お願い
3月10日（火）に大和郵便局で3,000円を
会費として振り込まれた方の名前が記載さて
れいませんでした。心あたりの方は櫻井まで
（025-772-4589）ご連絡ください。

会員更新のお願い
現在、平成２１年度の会員更新を受け付け
ています。まだ、更新が済んでいない方はお
早めに手続きをお願い致します。
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

UONUMA Association for Multicultural EXchange
〒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/

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
【編集後記】
今年の冬は雪があまり降らないまま終わってしまったようで、桜の開花が早まってい
るとのニュースが聞かれます。これも温暖化の影響でしょうか？ 今回も多くの記事
をお送り頂き、皆さんが活発に活動されていることを感じました。日本語チューター
などで学生さんと個別に交流している方もどんどん記事をお寄せください。(toshi)

