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お花見ツアー
毎年恒例となりましたが、４月２１
日（土）に学生さんと上越高田公園に
お花見に出掛けました。今回も大勢の
方が参加され、バス２台で１００名を
超えました。今回は、その時の感想を
３名の方に寄せて頂きました。

今回、初めて夢っくすの活動に
参加させていただきました。高田
公園の昼の桜がきれいで、夜のラ
イトアップがまた一段と桜を引き
立てていて感動しました。地域の
方や国際大学の学生の方とも楽し
い一時を過ごすことができ、とて
も良い思いでになりました。
（尾崎 友紀：右から２番目）

国際大学のキャンパスの桜の花も
あっという間に葉桜となり、今は芽吹
いた若葉の緑が私達を癒してくれてい
ますが・・・。夢っくすの会員となっ
て初めてお花見ツアーに参加しました。なんとも幸運なことに桜の花は満開、そ
してお天気も上々、青空のもと華やかに咲き誇る桜花をまた、ライトアップされ
て美しく浮かび上がる桜花を心ゆくまで鑑賞することができました。その美しい
花々に魅せられて、桜の花と一緒に、お城を背景になどなど楽しそうににこやか
に写真を撮る学生さん達同様に私も何枚も写真を撮りました。バスは満員御礼、
たくさんの学生さん達がこのイベントに参加してくれました。きっと、私同様、
素敵なお花見を満喫できたのではと思います。そして、日本での良い思い出の一
つになったのではないかと思います。また来年も絶好のお花見日和に恵まれます
ように！
（森本 美智枝）
Report of A Trip to Takada Park
I joined the trip to Takada park with IUJ friends organized
by UMEX. The trip was on April 21st 2012 and it was a
perfect day because on that day the cherries were all in full
bloom. Thousands of cherry trees enchanted Takada Park
to be a wonderful place dominated by the white and pink
colors of the blooming Sakura. No wonder that this place
has been known to be the third best place to see cherry
blossoms in Japan.
It was my first experience and I was very amazed by its
beauty. The combination of blue sky and cherry blossoms
were perfect. The castle, which is located inside the park
was also beautiful. Being surrounded by the pond and the
感想を寄せて頂いた
blooming cherry trees, the castle became one of the best
アリさん（左）と
spot for the visitors to take photos. When the night came,
森本さん（右）
the scenery was even more beautiful because of the lights
that illuminate the castle and the cherry blossoms. I felt like I wanted to stay
longer but the night was getting late and we had to go back to IUJ. Above all, it
was such a great time and enjoyable moment that i will never forget. Thank you
UMEX for organizing the event.
Ari Sulistyowati（アリさん：インドネシア出身の学生さん）
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ガーデンパーティーは晴れる！

大出 恭子

毎年のことですが、うっかり日焼けをしてしまいます。木の芽、ウ
ド、ふきのとうの他、なす、かぼしゃ、さつまいもの天ぷらが山ほど
ありました。苦いのが嫌いだからとさつまいもの天ぷらしか食べない
留学生もいましたが、ほとんどの人は、美味しい美味しいと箸が止ま
りませんでした。そこへ、うどんやそばも次々と出てきます。「たま
には、ゆっくり食べたい」な
んて言う本音も聞こえてきま
した。私も夢っくすのイベン
５月１３日（日）に国際大学のＢＢＱ
トに参加する時は、たいてい
サイトでガーデンパーティーを開きまし
ラジオの取材機械を持ち歩
た。今回は、感想を大出恭子さん（上の
き、インタビューをしていま
写真一番左）に寄せて頂きました。
す。少し驚きながらもみなさ
ん協力してくれるので助かっています。FMとおかまち（78.3MHz）
で毎週月曜午後５時４５分から「ボーダレスカフェ」というコー
ナーを放送していますので、良かったら聞いてみて下さい。

英会話教室

谷口 亜弥

英会話をもっと聞いて、話してみたいと思ったのが、私が参加する
きっかけでした。毎週夜に行われ、私以外の参加者さんもそれぞれの
目的をもって取り組んでおられ、毎回刺激を受けました。途中、何度
も拙い英語で発言してしまっていましたが、それでも皆さんが最後ま
で耳を傾けてくださったことが嬉しかったです。また、先生をしてく
ださったウェド氏が、母国の話をしてくださったことも大変興味深
かったです。毎回楽しく取り組むことが出来ました。すばらしい機会
を作ってくださった夢っくすの方々に深く感謝します。
英会話教室の皆さん
左から３番目が谷口亜弥さんです。

母国紹介「ボリビア」

佐藤 八重子

４月２８日（土）はボリビアからの学生による母国紹介でした。あ
まり馴染みのない国で興味しんしん。ボリビア多民族国通称ボリビア
は南アメリカ共和制国家です。憲法上の首都はスクレ。政府主要機関
はラパス。お勧めはウユニ塩湖。７月～１０月の乾季に水が蒸発しそ
の下にある塩原が見られるとのこと。真っ白な大地を踏んでみたいも
のです。フランシスコさんの日本語での説明。時折小学生の息子さん
セバスチャン君に言葉を確認していました。彼の日本語は完璧（？）
な様子。１０日間位の時間とお金があったら今すぐにでも飛んで行き
後列の一番右がフランシスコさんで、そ
たい。ワクワクするひと時でした。
の隣が佐藤八重子さんです。
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Wearing KIMONO

高橋 和子

ここ何年か５月に国ごとで着物を着たいという依頼があります。以前
はごく限られた学生や１１月の七五三の時に家族で写真を撮るという
ことで着付けをしていました。ところが何年か前にある国の学生さん
２０名くらいに着付けをしたところ、それが広がり毎年桜の咲く連休
から卒業にかけて着付けの依頼が殺到し始めました。１０名以上の着
付けとなると用意する着物や帯、下着、小物と揃えなければならない
物が沢山あります。また、着せた後の着物や下着の始末はそれ以上に
大変です。着付けも一人で何人もの人に着せられませんから当然５，
６人の人手が必要となります。夢っくすでは会員の田中信さんが着付
けの中心となって頂きそのお陰で毎回沢山の学生さんに着物を着せる
ことができています。とても大変な作業なのですが、日本の着物の袖
を通して無邪気に姫や侍になり写真を撮りあっている姿を見ていると
私達も幸せな気分になりますし、厳しい冬が終わり、残り少ない日本
での思い出作りに少しはお役にたてたかなと思っています。これから
卒業まであと１ヶ月、あと何名の学生に着せられるかわかりません
が、もう少し頑張ってみようかと思っています。

サロン部会では、学生さんから着物を
着てみたいとのリクエストに応えて、
この春に以下のように、国毎に着物を
体験してもらう機会を設けました。
４月３０日（月・祝）
５月 ２日（水）
５月１１日（金）
５月２０日（日）

ミャンマー
ミャンマー
モンゴル
インドネシア

Dear UMEX members,
着物体験について、ミャンマー出身の
学生さんから左記のお礼が届きました。 First of all, we, Myanmar students would like to express our sincere appreciation to UMEX members for giving us the great opportunity to wear Japanese National Dress (KIMONO) during the blooming time of beautiful Sa★今後の予定★
kura flower at International University of Japan (IUJ). Wearing the beautiful
kimono is one of the fascinating experiences for our foreigner students in our
今年卒業する学生さんとの思い出作り
study life at IUJ. We had a chance to wear KIMONO two times within two
のために、以下を企画しました。
years with the assistance of UMEX; however, we are still interested to wear it
●思い出ツアー
again if there is an opportunity.
バスで丘陵公園に出掛けます。
Wearing nice Kimono and taking photos with beautiful Sakura is so exciting
この日には薔薇祭りが開催中です。
and it will be one of our unforgettable days in our two-year long IUJ life. We
日 付：6月9日（土）
are really grateful to UMEX members for taking their time and assisting pa集 合：国際大学正面玄関
tiently in wearing Kimono for all our Myanmar students. Thanks again to
午前１０時出発
UMEX members for all your kind assistance to IUJ students and for letting us
場 所：国営越後丘陵公園
know the Japanese culture as well. Finally, We would like to make the best
wishes for all of UMEX members who always treat us with kind hearts “May
参加費：１,000円（バス代等）
Buddha give all of you a very happy, healthy and long life.”
問合せ：櫻井 徳治
どもありがとうございました。
025-772-4589
●キッズサロンさよならパーティー
学生さんのお子さんたちとパフェを
作ったり、ビンゴゲームを行います。
日 付：6月17日（日）
時 間：午後１時半から
場 所：国際大学 スナックラウンジ
問合せ：高波香苗
kanae.takanami@gmail.com

皆さんのご参加を待ってます。

With best regards,
Myanmar Students
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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！

今井 雄一さん

新会員のご紹介

① 北欧、特にノルウェー

No.432
No.433
No.434
No.435
No.436

② スワヒリ語、フランス語
③ 庭づくり、スキー
④ 英語のスキルアップと外国人との交流
⑤ タンザニアのイカンガー選手と18年来の交流を

今井 雄一
磯貝 征士
千喜良 たまき
鬼頭 啓子
石原 進

（南魚沼市）
（南魚沼市）
（南魚沼市）
（南魚沼市）
（湯 沢 町）

★よろしくお願いします★

行っています。
⑥ 夢っくすの活動を通じて、外国人との交流を
行いたい。

総会について
総会は７月中の何れかで行う予定です。
案内は後日改めまして別途送付致します
ので、ご理解のほど宜しくお願い申し上
げます。

入会方法
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。また、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 櫻井: 025-772-4589
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】
春になり、山々も日に日に緑が濃くなって来ていますが、夢っくすも活発に
活動しています。田植えシーズンになり、忙しい方もいらっしゃるとは思い
ますが、来月にはいくつかのイベントがありますので、お時間があればぜひ
ご参加ください。(toshi)

