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新入生歓迎パーティー
9月19日（日）に国際大学のバーベキュー
サイトにて、新入生歓迎パーティーを開きまし
た。今年は今までで最も多い130名近くの方
が参加しました。今回は感想を学生のチョミン
シクさん（韓国出身）に寄せて頂きました。

ウェルカム うおぬま！

会員さんと新入生

九月十九日にＩＵＪの新入生を迎えるため
のパーティーがありました。九月でも夏の
ように暑い日でした。１２時開始ですが、
１１時前からたくさんの人がバーべキュー
の所にきて準備していました。僕は肉を
ソースと混ぜることをしました。ソースの
匂いが韓国のソースと似ていてちょっと懐かしいな感じでした。
たくさんの人たちが準備を手伝ったせいかすぐ準備が終わりまし
た。準備された料理を食べながらいろんな人と会って話をしまし
た。１６日に着いたいろんな人に出会いましたが、ＵＭＥＸの人
を含めてまた新しい人と出会う機会になりなした。はじめて会う
人と話したり食べ物を食べたりする中で時間がすぐ過ぎるように
感じました。時間がもうなくて挨拶でき
なかった人と話せなかったのがおしかっ
たです。ＵＭＥＸメンバーの紹介後に世
界平和を願う団体写真撮影でパーティー
が終わりました。ＵＭＥＸの役員、会員
さん、新潟市や千葉など遠いところから
来た人に感謝します。
チョミンシクさん（中央）

Ｅビジネス経営学プログラム修了式に参加して

副会長の櫻井さん

高橋 和子

まだまだ暑さの盛りであった８月２６日、国際大学内ＭＬＩＣ３階ホール
にて、Ｅビジネス経営学プログラムの修了式が行われました。夢っくすのお
手伝いをしてくれた、Ａｎｎａさんをはじめ日本を含む１０ヶ国の学生さん
がまた卒業されていきました。
ご存じの通り、Ｅビジネスは１年間だけなので、な
かなか夢っくすの行事等でもお会いする事が少ないの
ですが、それぞれ南魚沼での思い出を胸に母国へ帰ら
れたと思います。ふと夢っくすの活動は学生さん達に
どんな思い出として残ったのかな？と思いつつ、皆さ
んを送りだしました。
９月に入ると新しい学生さん達がキャンパスを賑や
かにしてくれます。またどんな出会いが待っているのか楽しみです。夢っくすの活動が、学生さ
ん達の思い出作りのお手伝いとなれればと思います。
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★今後の予定★
●八海山登山
学生さんと一緒に八海山に登ります。
ロープウェー駅に８時半頃到着して
１１時頃山頂に到着、山頂で昼食を
とり３時頃下山予定です。
ロープウェー代金と昼食を持参して
ください。
日
集

付：１０月１７日（日）
合：国際大学 正面玄関に午前８時

●キッズイベント「ハロウィン」
子供たちと一緒にハロウィンのお話を
聞いたり、お菓子を入れるバッグを
作ってお菓子をもらいに出かけます。
後は、持ち寄りでランチを食べます。
ぜひ来て、一緒に楽しみましょう。
お化けの仮装をしてきて下さいね。
日 付：１０月２４日（日）
時 間：１０：0０～１４：３０
場 所：国際大学 ＭＳＡ畳ルーム

長岡の花火大会

武沢 久美子

８月２日（月）、天候にも恵まれ
絶好のコンディションの中、今年も
長岡花火大会に行ってきました。
午後７時、交通止めの合図ととも
に、各自持参したレジャーシートを
大通りの真ん中に敷き、場所を確
保。続いて宴会の為の食べ物飲み物
の買い出しをします。毎年決まって
陣取るこの場所は、すぐ目の前に
スーパー“ウオロク”があります。しかも駅からそう遠くないし、とても
都合のいい場所なのです。準備万端、いよいよ花火の始まりです。連続し
て打ち上げられる超大型スターマインや、ワイドスターマインに、大勢の
観衆に交じって私達も歓声を上げました。さすが長岡花火、スケールが違
います。花火を観ながら食べたサンドイッチ・唐揚げ・お寿司などの味は
格別でした。
「ノンアルコールビールは意外にイケル」なんて声もありまし
たよ。初めて参加したという新会員の塩原さんや学生さん達ともどんどん
話がはずんでいきます。インドネシアから家族で参加してくれた学生さん
は、こんな素晴らしい花火を初めて観たと感激していました。
また来年も皆さんと一緒に長岡花火大会に行けることを楽しみにしてい
ます。

●秋のバスツアー
学生さんと一緒に行くバスツアーを
計画しています。行き先や日程は
検討中ですので、決まりましたら
メールにてお知らせします。
時期：１０月下旬～１１月上旬

●キッズイベント「七五三」
学生の子供たちに着物を着せて記念
写真を撮ります。お手伝いできる方や
子供の着物等をご提供できる方は、
ご連絡下さい。
日
時
場

付：１１月１４日（日）
間：１３：３０～１５：００
所：夢っくすサロン

参加ご希望の方は下記にご連絡下さい。
八海山登山・秋のバスツアー：
久保田 豊昌
080-6564-6833
tkubota@seagreen.ocn.ne.jp
キッズイベント「ハロウィン」：
高波 香苗
kanae.takanami@gmail.com
キッズイベント「七五三」：
高橋 和子
070-5083-3123
yokunkokun@nyc.odn.ne.jp

インドネシアから来た学生さん
（右）とその奥さん・娘さん

お茶会

田端 かよ子

８月１８日（水）夢っくすサロンで
茶会が催されました。篠田さんや田中
さんはじめ、夢っくすメンバーに及ば
ずながら私もお手伝いいたしました。
当日は、やはり暑い日でした。立礼
（椅子手前）形式で茶席が設けられ、
お茶のこと、着物のことに関心のある
若い日本のお嬢さん、学生さんたちが
ひと時を過ごされました。普段、私達
の生活の中でも抹茶を頂く機会は少な
いのですが、茶道を知らない外国の方にも、好んでいただいたようです。
茶道の心得のある学生さんもいてびっくりしました。このような茶会がま
た開かれますように、お茶の稽古に精進したいと思います。
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１３年ぶりの再会

武田 里子

夏休みにシンガポールでTai Siew Beeさんと13年ぶりに再会しました。Siew Bee
さんは「夢っくす」ができる前の修了生です。彼女が国際大学に在学中、英語を
教えていたことは知っていましたが、その「生徒」さんが「夢っくす」会員に
なっていたことは後で知りました。修了後も、
「生徒」さんたちと付き合いがあ
るSiew Beeさんの魚沼情報の精通ぶりには驚きました。修了生は世界各地で、魚
沼がどんなところで、どんな人たちと、どんな風に学生時代を過ごしたかを語っ
ています。そして、今も多くの修了生が魚沼の人たちとつながっています。も
し、そうしたネットワークを実線で浮かび上がらせることができたら、魚沼は間
違いなく、トランスナショナルなネットワークのハブになっていることが分かるでしょう。
旅行に連れて行ったのは、保育所の時から「夢っくす」に参加し、ラマダン明けパーティーで、初体験の香辛料の香り
と食べたことのない味、聞き取れない言葉のシャワーに、「普通の世界に帰りたい」という名言を吐いた双子の甥で
す。早いもので彼らも中学2年生。英語が得意なわけではありませんが、ホテルのスタッフ、土産物屋のおばさん、喫
茶店のお姉さん、レストランで隣に座ったオーストラリア人のご夫婦などと精一杯の単語を繰り出して、どうにかコ
ミュニケーションをしていました。大人になってから、初めて外国人に出会って冷や汗をかいた私たちとは、確かに違
う世代が育っているようです。キッズサロンで交流した留学生の子どもたちがそろそろ大学生になり始めます。「夢っ
くす」ネットワークを頼って、ひょっこり「サロン」に遊びに来る日が近いかもしれませんね。楽しみです。

中国 九寨溝・黄龍への旅行

井口 義夫

かねてより世界遺産にも認定されている、九寨溝と黄龍に行ってみたいと思っ
ていたところ、チュータの相手となった中国からの留学生（名前：ドンジン）が
四川省の成都の出身でありましたので情報を集め、この夏に4人で旅行をしてき
ました。
旅行は、パッケージツアーを予約し当地で会う事にしました。現地について
の、最初の観光は「峨眉山」でした。山道を3時間バスで走り、112階段を登り、
ロープウエイを乗り継いだ標高3000mに所にそびえるのは、像の背中に乗ってい
る黄金のお釈迦様で、燦然と輝いていました。
次に行って所は、
「楽山大仏」です。川の壁を彫って作られた大仏は、高さ71ｍと９０年の歳月をかけて造られその
大きさに圧倒されました。いよいよ九寨溝に行くことになりました。成都からは、飛行機で約1時間の距離ですが、飛
行場の標高は2500ｍの山の上に作られているために、耳が痛くなりました。観光
は、バスと徒歩で山の中の川沿いに歩くのですが、透明度が素晴らしく日本で言
うと、五色沼と奥入瀬を合わせた様な感じと思ってもらえればいいです。標高約
2000ｍのホテルに泊まり、黄龍の地点に向かいましたが、途中に峠は標高4500ｍ
九寨溝
です。天候に恵まれ、遥かなかなたの山もはっきり見えました。黄龍の散策は、
立派な木道を4時間掛けて歩きました。水の美しさは、たとえようがありませんの
で、写真をご覧下さい。
最終日の前には、市内のお寺で、昔の蜀
の国を起した劉備と孔明を奉ってある廟
に行きました。大勢の中国人も来ていま
した。
「ドンジン」からは、川劇の劇場
や伊勢丹での買い物に連れて行ってもら
黄龍
いお世話になりました。時間があれば、
他にも行けたのにと残念がっていました。四川省は、マーボ豆腐や、坦々
麺、チンジャーロース、キノコ料理などおいしく辛い料理が沢山あるところ
で、ついつい食べ過ぎてしまいました。
学生には、これから綺麗な紅葉の時期になりますので、日本のいいところ
を沢山紹介していきたいと思っています。
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★★会員紹介コーナー★★
会員No. 398
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夢っくすサロン
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夢っくすサロン
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夢っくすサロン
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夢っくすサロン

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！
新会員のご紹介

篠田 幸枝さん
No.397
No.398
No.399
No.400

① ドイツ
② 英語
③ 読書

夢っくすサロン

映画観賞

旅行

④ 英語の勉強

金井
篠田
遠藤
越村

ひとみ
幸枝
宏美
直子

（南魚沼市）
（南魚沼市）
（魚 沼 市）
（十日町市）

★よろしくお願いします★

⑤ まだ、ありません
⑥ いろんな人達とふれあい自分の世界を広げたいと
思いますので、皆さん宜しくお願いします。

アルクの日本語講座の案内
夢っくすでは地域にくらす外国人の日本語学習を
サポートする日本語交流員の養成を目的にアルクの
通信講座「日本語の教え方、短期実践講座」の受講
料助成を行っています。
これまでに多くの会員が受講し、日本語クラスや
チューターとして活動しています。受講を希望され
る方は１０月１０日（日）までにご連絡ください。
詳細をお知らせします。
日本語担当

関矢 秋子

会員方法
入会は随時受け付けております。申込書は夢っく
すのホームページから入手できますし、夢っくすサ
ロン（毎週土曜の午後１時～３時）でも配布してお
ります。会費は以下の郵便口座にお振り込み頂く
か、またはサロンに直接お持ちください。
年 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

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:070-5083-3123 イベント 久保田:080-6564-6833
多言語支援/外国語 坂西:090-5585-2066 日本語 関矢:090-7803-7983
広報 森山:090-6945-9402

【編集後記】
ようやく暑さも治まり涼しくなって来ましたが、皆さんはこの夏は如何で
したか？ 国際大学のキャンパスは既に大勢の新入生で賑わっています。
是非、キャンパスに来て学生さんと交流して、たくさんの思い出を作って
ください。皆さんからのお便りを待ってます！(toshi)

