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新年会に参加して                          千喜良 たまき 

 今回初めて夢っくすの新年会に参加しました。これまで夢っ

くすの会に参加したことがなかったので、どんな雰囲気なのか

ドキドキしながら参加しました。 

 会場では、それぞれが持ち寄った様々な国の料理を囲み、見

たことがない料理を食べたり、夢っくすの活動紹介や学生さん

達の自己紹介もあり、とても楽しい時間を過ごせました。料理

は何を持っていけばよいのか悩みましたが、餅を揚げて作った

おかきがお子さんに好評でうれしかったです。 

 これからも学生の皆さんやそのご家族が日本の生活を楽しめ

るようお手伝いできればと思います。企画、ご準備を頂いた

夢っくすスタッフの皆様ありがとうございました。 

 １２月２２日（日）にクリ

スマスパーティーを国際大学

内のＣＮＰで行いました。私

がキッズ担当になってから２

回めのイベントです。参加申

込みが来るのか不安を抱えな

がら計画をしたのですが、当

日は５０人超えのたくさんの

方から参加いただきました。 

 今回のイベント内容は、ランプシェード作り・クリスマスケー

キ作り・プレゼント配り、そして恒例の持ち寄りによるランチ

パーティーです。 

 ランプシェード作りは、予想以上の参加申し込みにより材料が途中で足りなくなるというアクシデントがありましたが、みんなそ

れぞれ個性あるランプシェードが出来上がりました。クリスマスケーキ作りもグループごとにみんなでケーキを作りました。デコ

レーションにマーブルチョコやアポロチョコなどを用意したのでとてもカラフルなケーキが出来上がりました。プレゼント配りでは

私もサンタの洋服を着て配ったのですが、どの子どもたちもみんなサンタに群がり大喜びでプレンゼントをもらっていた姿がとても

印象に残っています。ランチパーティーも色とりどりたくさんのお料理がテーブルに並びました。どれもみなさん力作で私自身もと

ても美味しくいただき幸せなひとときでした。 

 クリスマスは子供も大人も大好きなイベントです。子どものみならず親同士も交流をして楽しんでいただき、記憶に残るような企

画をしていきたいと思います。今後も夢っくすのキッズイベントを盛り上げていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

みんなで作ったランプシェード 

１月１９日（日）に夢草堂

にて、新年会を行いまし

た。今回はその時の感想を

千喜良たまきさん（写真：

左）に寄せて頂きました。 

参加者による手品、

ギターの演奏、 

どじょうすくい 

クリスマスパーティー                        角屋 志津子 
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修了生との再会                         高橋 和子 
 ３月１４日（金）に６年前の卒業生ケニーさんが、台湾より浦佐へ遊

びに来てくれました。ケニーさんは在学中、夢っくすの活動にいつも積

極的に参加してくれて、また英会話や中国語の先生としても会員の方に

はとても馴染み深い学生さんの一人です。 

 彼は、去年日本酒の利き酒師の資格を取り、今は焼酎の利き酒に挑戦

中だそうです。去年に引き続き、３月に行われる『新潟酒の陣』に参加

するために来日し、新潟市へ行く途中の忙しい中、浦佐へ立ち寄ってく

れました。短い時間ではありましたが、こうして卒業しても機会ある毎

に浦佐へ立ち寄ってくれるのはとても嬉しいものです。 

 今度は近いうちに夢っくすのメンバーと共に台湾で再会できる事を約

束してお別れしました。ケニーさん、本当にありがとうございました。 

キッズイベント「節分」              福島 寛之 

ケニーさん（中央）と高橋さん（右） 

 ２月２日（日）にキッズイベントの節分が行われました。子供たちは

福笑いや輪投げをして悪戦苦闘しながらもとても楽しんでくれました。 

 何よりも楽しむことが大事だと思うので何よりでした。皆さんが持ち

寄りで各国の料理を用意してくださり、日本では珍しい料理もありとて

もおいしくいただきました。最後は鬼のお面をかぶり、子供たちから元

気よく豆をぶつけられました。みんなが無邪気に接してくれてこちらも

心温まりました。 

 これからも親子で楽しめるキッズイベントに参加していきたいと思い

ます。ご参加いただいた皆さんありがとうございました。 

 ３月１５日（土）、Ｇｅａさんによ

るニアス島の母国紹介に参加しまし

た。ニアス島は、スマトラ島の西にあ

る、サーフィンで有名な島です。さす

が観光局勤務のＧｅａさん、たくさん

の写真（タロイモやココナッツの料

理、高床式の家屋、澄んだ海…）や

‘ジャンピング・ストーン’（2ｍ超の

石の跳び箱を華麗に跳ぶ）や、伝統的

な‘戦士の踊り’の動画で、私達を魅

了してくれました。 

 

 「ドリアンは、匂いは地獄だが、味は天国」な

ど、ユーモアを交えたお話は、どれも印象的でし

た。美しい海やおいしいフルーツ、伝統的な文化

などは、日本人好みだと思います。 

 私はクアラルンプールとシンガポールに知人が

いるので、いつの日か、ニアス島も含めた旅行を

してみたいと思いました。楽しくて有意義な時間

を、ありがとうございました。 

母国紹介「インドネシア・ニアス島」     小島 由美 
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ホームページもご覧ください 

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

南魚沼市雪まつり                大嶋 映子 

 ２月８日（土）にリンさん（中国）バットさん（タイ）長女の

４人で雪まつりに行ってきました。 

 当日は記録的な寒波でとても寒く、お二人とも温暖な地域のご

出身なので心配しましたが寒さに負けず楽しんでいました。まず

様々な屋台やＢ1グルメに興味深々でした。私は日本語と英語を

交えながらＢ1グルメやゆるキャラの説明に四苦八苦…。特にゆ

るキャラはただかわいいだけではなく、その地域の名称や特産品

がうまくコラボしていることを伝えたかったのですが英語での説

明はとても難しかったです。バットさんは射的にも挑戦し見事な

腕前でした。タイでも同じような遊びがあるとのことです。そし

て坂戸区の役員や婦人会の方から豚汁、おにぎり、里芋や車麩の

煮物を頂き「田舎風おもてなし」を体験、「どれもおいしい！」

との感想でした。ほんやら洞の中の暖かさにも驚いていました

し、雪壁アートも「とても素敵な企画」だと感動してくれまし

た。最後に食べたチョコバナナも大好評でリンさんのお気に入り

になりました。 

 夢っくすには昨年秋に入会したばかりで留学生の方々と出掛け

たのも初めての経験。少し緊張しましたが、とても楽しいひとと

きでした。楽しいことを体験したり、幻想的な景色に感動したり

することに国境などないのだと改めて感じました。リンさんバッ

トさん、ありがとう。また来年も行きましょうね。 

旧正月のパーティーに参加して                                             鬼頭 啓子 

 ２月１日（土）に日本語チューターをしているベトナムの学生

さんのお招きで、旧正月のパーティーに参加させて頂きました。 

 卒業後日本の企業で働いている学生さんや、他のチューターさ

んもいらして、３０人を越える賑やかなパーティーでした。初め

ていただくベトナムの正月料理は、どれも珍しく、美味しくいた

だきました。学生さん達が、夜遅くまで準備して下さったと聞

き、一層美味しく感じられました。私もチューターをするまで、

ベトナム料理をいただいた事がなかったのですが、日本人の口に

合うと思いますので、機会があったら、是非召し上がってみて下

さいね。 

 楽しい一時と美味しいお料理を作って下さった学生さん達に、

心から感謝です！ 

★今後の予定★ 

●お花見ツアー 

 日 時：４月１９日（土） 

 集 合：国際大学正面玄関 

     午後2：４５出発 

 場 所：上越高田公園 

 参加費：2,000円（バス代） 

 問合せ：櫻井 徳治 

               025-772-4589 

●春のガーデンパーティー 

 日 時：５月１１日（日） 

     １２時から 

 場 所：国際大学 

     テニスコート脇 

     バーベキューサイト 

 参加費：500円 

 問合せ：櫻井 徳治 



【編集後記】 

今はまだ寒い日もありますが、かわらばんが皆さんのお手元に届く頃には暖

かい日が多くなり、春を感じる時期になっていることと思います。来月には

お花見のツアーを企画しておりますが、もっとこんなことをやって欲しいと

いうものがあれば、ぜひお寄せください。お待ち致しております。(toshi) 

日 月 火 水 木 金 土 
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2014年春号 

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 
〒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/ 

会員No. 457/458 野口勤・範子 

① 外国なら何処でも 

② ロシア語 

③ コーラス 

④ いろいろな国の人と友達になりたいです。 

⑤ 特にないです。 

⑥ 仕事で１０数年アジアの人々にお世話になったの

で、今度はお役に立てればと思ってます。 

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 田中: 080-6704-3173  

広報 森山: 090-6945-9402 

平成２６年度の会員更新の受け付けています。

会費は下記の口座にお振り込み頂くか、夢っく

すサロン（毎週土曜１３：0０～１５：００）

に直接お持ちください。皆様の更新をお待ち致

しております。 
 

入会費振込み郵便局口座 
会  費：3,000円（個人会員） 

家族会員：1,500円 

団体会員：１口10,000円で任意の口数 

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 

新会員のご紹介 
 

 No.457 野口 勤 （鴻巣市） 

 No.458 野口 範子（鴻巣市） 
 

★よろしくお願いします★ 


