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新年会                                                櫻井 徳治 
 １月２４日（日）の１１時

過ぎから、大和公民館で夢っ

くすの新年会が開催されまし

た。小雪な日が続いていまし

たが、当日は吹雪で一時大学

から移動できないような状況

でした。でも、大勢の学生や

家族と会員が新年会に参加し

ました。 

 吹雪で予定より少し遅れて

しまいましたが、横川恵子さんの語りと三味線の演奏で新年会にふさわしい「貧乏

神と福の神」の紙芝居で新年会が始まりました。その後、琴の演奏で「さくら」、紙

芝居付の「鶴の恩返し」、琴の伴奏で「見上げてごらん夜の星を」、 後に「枯葉」

を琴で演奏がありました。琴と三味線そして紙芝居と日本文化を堪能したことと思

います。その後、参加者は持ち寄った料理を味わい新年をお祝いしました。 
 

 新年会に参加したミャンマーからの留学生であるセイン・ウィンさんから、以下

の感想を寄せて頂きました。 
 

Regarding the attending of the New Year Party in City office, I would like to appreci-
ate for your perfect arrangement.  The Japanese culture performance and foods were 
also perfect and we can share the knowledge and foods each other. This is very pre-
cious memo for me. Thank you so much for this chance that I had a big fun with oth-
ers and I got so many friends. 
 

With best regards, 
 

Ohnmar Sein Win 

 キッズサロンで３月１３日（日）にひな祭りを行いました。

今回もいつものとは違い、参加者みんなで「巻き寿司」を作り

ました。 

 学生さんご家族は巻き寿司を作ることが初めてのようで、慣

れない手つきながらも真剣にそして楽しそうに巻き寿司を作っ

ていました。仲には巻き寿司の作り方をレクチャーしている様

子を録画している学生さんもおり、どうやら母国に帰っても巻

き寿司を作れるように記録しているとのことです。子供はもち

ろん大人も楽しみながら、たくさんの巻き寿司が出来上がりま

した。おなかいっぱい、胸いっぱいのイベントとなりました。 

 もうすぐ、卒業される学生さんもおります。卒業までいろいろ日本のことを知り楽しんでもらえるよう、これからも

キッズサロンを盛り上げていきたいと思います。 

ひな祭りパーティー        角屋 志津子 



Page 2 

母国紹介（ケニア）                 上村 万里 

 ３月５日（土）、ケニア人学生のFlaviaさんが母国紹介をして

くださいました。以前の会社の知人で、ケニアに魅せられて現

地の旅行会社に就職した方がいたこともあり、とても楽しみに

していました。 

 ケニアには４２もの種族がありそれぞれが独自の言語を持っ

ているそうで、しかもそれが全く似ていないとのことで驚き。

私は英語だけで四苦八苦しているのに！ そしてその種族、

【tribe】というワードを、改めてとても新鮮に感じました。英

語学習の中で何度も見て現実味のある言葉ではなかったし、実

際のお話の中で聞くのも初めてだったと思います。日本の日常の中では、EXILE TRIBEくらいし・・・。で

もそれが、Flaviaさんにとっては身近なものなのですよね。 

 また、その４２の種族の中でも一番気になるのはやっぱりマサイ族！ 今でも、口にするものは動物の生

き血、乳、肉（違ったらごめんなさい）と昔からの決まりの中で生活しているそう。そしてどうしても聞き

たかったこと、「マサイのお友達はいますか？？」 これは全く同じことを大嶋さんも聞いていて、日本人の

マサイ族に対する興味の高さを物語っていましたし、しかも答えはYes!! そのお友達も来年、国際大学に来

ればいいのにとおっしゃっていて、もしかして来年、ついに本物のマサ

イ族の方に会えるかも？！と、実は本気で楽しみにしています。 

 他にも、大自然と共存する大都会ナイロビや、ケニアで作られる農産

物のお話など、綺麗なスライドを使って聞かせてくださいました。Flavia
さん、ありがとうございました。 

 島国・日本で生活していると考えられないようなことが、広い世界に

はたくさんあって、それをこの地元で直接、現地出身の方からお伺いで

きるのは、本当に貴重でexcitingなことですね。これからも楽しみです。 

修了生との再会（台湾）            高橋 節子 

 ３月１１日（金）、国際大学の卒業生（台湾出身）のケニー

さんと夢っくすメンバー６人（他１人）と浦佐で１年ぶりの再

会をする事が出来ました。日本酒に関心の深いケニーさんより

いろいろな近況報告やら今後の抱負などを伺っているうちに

あっと言う間に時間が過ぎてしまいました。ケニーさんのお人

柄のせいか、メンバーの皆様も知っている限りの情報をケニー

さんに提供している姿を見て、国を超えて良い関係が永久に続

く事を願いつつお別れをしました。 

●春のガーデンパーティー 

 日 時：５月８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 025-772-4589 

ホームページもご覧ください 

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

●お花見ツアー 

 日 時：４月９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：3,000円（バス

★今後の予定★ 
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Memorial Trip to Mongolia                                       高橋 好子＆英夫 
 ２０１０年に卒業したオギー君（Otogonbaatar Byambaa）を

訪ね、昨年の６月にモンゴルへ行って来ました。オギー君は現

在モンゴル国の外務省に勤務しています。そして、今回の私た

ちの旅行行程は彼が作ってくれました。なにせ、どこに行きた

いかと聞かれても私たちにはさっぱりわかりません。 

私たちの希望は、オギー君と彼の家族に再会することが第一の

目的でした。彼のご両親は卒業式に来日した時、我が家にも一

泊してもらい面識があったからです。 

 一昨年の６月は、韓国でのマーズが収束しておらず、海外旅

行での入国審査に手間がかかりましたが、そこは外務省勤務の

オギー君、緊急時連絡先など事前に私共に手配してくれていま

した。おかげでスムースに通過することが出来ました。チンギ

スハーン国際空港には深夜にもかかわらず、オギー君とご両親

が出迎えてくれていました。 

 翌日からウランバートル市内観光、国会議事堂に歴史博物館、民族音楽鑑賞、乗馬体験、ゲル宿泊、日本人墓地参拝

等々通常の観光旅行とは違った意味ある観光の日々でした。オギー君がつきっきりで

説明や通訳をしてくれました。それはモンゴル国の成り立ちや諸外国との関係、そし

て現在の立ち位置など様々なことです。それらのことは彼が国際大学に在学している

ころから度々話し合うことはありました。しかし、実際に訪問してみると、現実の複

雑な国際関係や国内事情などを肌で実感することが出来ました。 

 そして、何よりも私たちが感激したことは、オギー君のご両親や兄姉の方々から

「弟オギーを日本でよく面倒を見てくれてありがとう。」という言葉でした。私たちは

特別なことはしていませんが、「遠く離れた留学生の親や家族は、みな我が子を心配し

ている。」ということを再認識しました。 

 この度のモンゴル旅行は私たちにとって意義深く、思い出いっぱいの旅でした。 

 オギー君、そして、ご家族の皆さん本当にありがとうございました。 

チャット・イン・イングリッシュ                                          櫻井 徳治 

 夢っくすでは長年、英会話教室を開いていましたが、途中で

参加者が少なくなるような状況が続いてきました。そこで、そ

の英会話教室に代わる事業として昨年からチャットイングリッ

シュを土曜の午後約１時間半、月２回のペースで昨年１０月か

ら始めました。参加費を１回３００円いただいていますが、そ

れで飲み物とお茶菓子を賄っています。 

 学生数人から毎回参加してもらい、複数の学生と話す機会を

作るため約１０分間隔で席を替わり進めています。今まで、約

１０回開催してきましたが、サロンの机を中心に座りきれない

ほどの参加者の時もあり

ました。英語だけでなく

日本語も混ざりながら、

お互いに興味のあることを話たりしてにぎやかに進んでいます。 近にない良

い企画だと思っています。 

 この事業が 終的には英会話教室、マンツーマンの英語学習や日本語チュー

ターに発展して行ければと願っていますが、しばらくはこの内容で続けて行く

予定です。皆さんもぜひご参加してみてください。また、お手伝いできる方が

いましたらお願いします。 



【編集後記】 

今年は雪が少なかったにもかかわらず、先週末に雪が降るような状況でした

が、ようやく暖かくなって来て、魚沼にも春の気配が感じられるようになり

ました。今しばらくは寒暖の変化が続いたり、また、花粉症の季節でもあり

ますが、思い思いに春の訪れを楽しみましょう。(toshi) 

  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/ 

平成２８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 

担当者連絡先 

サロン 高橋:070-5083-3123  イベント 櫻井:080-6608-4830   

多言語支援／外国語 坂西:090-5585-2066 

広報 森山:090-6945-9402 

新会員のご紹介 
 

 No.481 阿部 泰彦 （南魚沼市） 

 No.482 阿部 順子 （南魚沼市） 

 No.483 山岸 多恵子（南魚沼市） 

 No.484 椛澤 佳恵 （魚 沼 市） 

 No.485 丸山 恵子 （南魚沼市） 

 No.486 白井 ゆみ江（魚 沼 市） 
 

★よろしくお願いします★ 

日 月 火 水 木 金 土 
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2016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★★    

会員No. 483  山岸 多恵子 （写真右) 

① ニュージーランド 

② 英語 

③ お菓子作り、着物、温泉 

④ バーベキュー、公園でピクニック 

⑤ 今はないですが、これから外国の人と友だちになって

一緒に色んなことをして楽しみたいです。 

⑥ これからよろしくお願いします！ 

 

会員No. 484  椛澤 佳恵 （写真左） 

① アフリカ 

② 英語 

③ 茶道、着物、スキューバダイビング 

④ 友人つくり 

⑤ 色々な国の人と仲良くなりたいです！ 

⑥ 美味しい物が大好きです！！ 

海も大好きです！！ 


