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新入生歓迎パーティー

八海太鼓によるパフォーマンス

It is 12 o'clock on little cloudy day. The
weather is good and we are all surrounded
by beautiful mountains. I am in front of
pork station helping my new friends grilling it. At the same time UMEX team is performing an exciting drum show. I think this
is really an enjoyable event. Moreover, the
food tastes great. This BBQ party is not only a great chance for IUJ students to meet
people in UONUMA but also a great
9月22日（日）に国際大学のバーベ
chance for IUJ students to know each other. キューサイトで新入生歓迎パーティーを開
きました。今回はタイ出身の新入生のケイ
Last but not least, I almost believe that
トさんに感想寄せて頂きました。
here, UONUMA city, is the hometown of
SADAKO (famous female ghost in the Japanese movie). Quite scary but loves to prove. All in all, thank you UMEX for holding
a lovely welcome BBQ party for new students on last Sunday (September 22, 2013). I
cannot wait to join on coming activities set up by UMEX.
Katesuda

当日は暑くも寒くもなく、最適な
バーベキュー日和でした。

感想を寄せて頂いた
新入生のケイトさん（左の女性）

総会＆懇親会
去る７月２０日（土）、浦佐『小玉屋』
さんに於いて平成２５年度 うおぬま国際
交流協会総会と懇親会が行われました。
副会長の櫻井さんより、平成２４年度の
事業報告、部会ごとによる報告が行われま
した。平成２４年度も皆様のご協力のお陰
で、様々な行事を行う事ができ、学生はも
とより会員の皆様、一般の市民の皆様とも
交流ができましたことを深く感謝いたしま
す。ただ、行事に参加したり、ご協力いただける会員の方がとても限られてしま
い、まだまだ行事への参加の呼びかけの方法が足りないのかと今後の課題も数多く
あります。せっかく当会の会員となられているのですから、一回でも多く行事に参
加していただき、楽しさを味わっていただきたいと思います。
平成２５年度では皆様のご意見を参考にしながら、どんどん新しい行事も考えて
まいりたいと思います。またせっかく年一回の総会もございますので、会員相互の
親睦も深めながら楽しい会にしていただきたいと思います。また平成２５年度に運
営委員として水落大輔さん、行方理智子さんをお迎えしました。新しい目線で、盛
り上げていっていただきたいと思います。昨年度の途中から運営委員になっていた
だいた角屋志津子さんも今年度からキッズサロンを担当いただくことになっており
ます。新しくイベントを行うのは大変な事だと思いますので、是非新しい運営委員
の方々へご協力宜しくお願いいたします。
会長 高橋 和子
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長岡花火
In Japan, fireworks festivals are usually held during summers and the annual
Nagaoka Fireworks Festival is back once again!
It is part of a 3 day city-wide festival that will take place on 1st, 2nd, and 3rd
August with the main fireworks scheduled for 2nd and 3rd. There are other
festival events ongoing but the fireworks alone are worth the trip. If you’re
worried that you do not have enough food and drinks, fret not! There will be
plenty of makeshift food & beverages to serve your needs! It is very crowded,
so it would be a good idea to get there earlier. (*hint*)
8月2日（金）に長岡の花火大会に行きま
した。今回はシンガポール出身のジェロー
ムさんに感想寄せて頂きました。

Accompanied by my friend Yernar from Kazakhstan, we took the first local
train in Urasa to Nagaoka and met up with Noriko-san, one of the UMEX
members at 7.30am. We took a ride to Gate 105 and were astounded by the

queue that was already there before us! We started to queue up with another UMEX member, Hiroshi-san, who was
there since 5am in the morning!
The remaining IUJ members came in the afternoon and joined us in the queue around 1.30pm and we were able to grab
an awesome spot to watch the fireworks.
The fireworks started at 7.30pm and our breaths were taken away by the beauty and magnificent display they had. Each
firework is using funds donated by private citizens and companies, and they put a lot of feelings into a firework. So,
that is not only beautiful, but also impressive.
The best firework was definitely on shot number 20, Phoenix. Accompanied with the music, the fireworks “danced”
together with the melody, and amazed us with a breathtaking sight that no words could describe how I felt then on this
2.8km long scenic display.
To sum up, this event took away my precious sleeping time, but it was well worth it, after watching the best fireworks
ever, up close and personal. I would definitely recommend this to everyone not to miss out on this awesome mega
event!
Wang Hanxing Jerome

★日本語チューターマッチングパーティーのご案内★
日本語を学びたい学生のために、日本語チューターを募集します。
この度マッチングパーティーを企画しました。
日時：平成２５年１０月２０日（日）
時間：１３：００～１５：００
場所：スナックラウンジ（通称：ＣＮＰ、食堂の二階のラウンジ）
各自自己紹介やフリートークをしていただき、相性の合う学生を見つけて
ください。その場でチューターのパートナーが決まりましたら、事務局にて
受付をしていただきます。その場で決めかねた方も、希望シートを書いてい
ただき、後日事務局がマッチングを行い、ご連絡させていただきます。
英語初心者の方も大歓迎です。チューター経験者の体験談や、学生との自
己紹介なども兼ね、是非この機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。
また、１０月から１１月の毎土曜日１３：００～１５：００には、第三学
生寮（ＳＤ３）の夢っくすサロンを開放しております。この時期は学生も多
く訪れますので、マッチングパーティーに参加できなかった方も是非遊びに
来てください。月に一回程度、マッチングも兼ねた英語チャッティングクラ
ブを開催する予定です。

新運営委員紹介①
この度、日本語部会の担当になりました。
主な業務は日本語チューターのマッチングな
どです。学生のみなさんにもっと日本を知っ
て欲しい、もっと日本を好きになって欲しい
という気持ちと情熱をもって、この一年間頑
張っていきたいと思います。よろしくお願い
いたします。
行方 理智子（なめかた りちこ）
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Ｅビジネスの卒業式に出席して

田中 美智子

８月２８日（水）に国際大学でＥビジネスの卒業式が行われました。３０
人近い卒業生の多くは、６月半ばに授業が終了してからは旅行したり、国へ
帰って就職活動をしたりと、魚沼を離れていた人が多かったようですが、卒
業式のためにまた集まりました。全員が同級生だからでしょうか仲が良く
て、ほのぼのとした雰囲気が伝わってきます。こじんまりとしてはいます
が、良い卒業式でした。

柏崎海水浴

8月11日（日）に柏崎に海水浴に行
きました。今回はグルジナさんに感想
寄せて頂きました。

Thank you so much Takahashi san
for organizing for us so interesting
and wonderful trip to Kashiwazaki
beach.
It is very exciting place. When we
arrived at the beach it seemed that
we had come to our native lake Issyk-Kul, where we went every year
in our country. The hot sand, the air
all reminded us about Issyk-Kul.
But the water was extremely salty and so it is very warm that very pleased
my children and parents. Luckily, we were very fortunate that our parents
were also able to join us. Parents also loved Kashiwazaki beach, and about the
water daddy said jokingly: "We like the fish in a hot pan", because the water
was really very warm. We swam almost whole day.
Also there was one more interesting game for us. How to smash a watermelon, it was very unusual, interesting and funny for us to smash a watermelon
with a stick and closed eyes. We had a lot of fun.
We met a lot of people, and took a lot of nice pictures. It was a memorable
day. We came back very tired but very very very happy. Our parents, children and we thank you for so good memory about Japan, and about such
nice people as you.
Suiuntbek, Gulzina

キッズサロン担当紹介

キャンプや登山、川遊びなどアウトドア活
動が大好きです。今後、夢っくすの活動で
も取り入れられたらと思っています。
キッズサロンによる年間の各種イベント
１月：お正月遊び（羽子板、コマ
２月：節分
３月：ひな祭り
５月：端午の節句（こいのぼり）
７月：七夕
９月：お月見
１０月：ハロウィン
１１月：七五三
１２月：クリスマス
角屋 志津子

など）

新運営委員紹介②
こんにちは。今年から夢っくすの運営委
員になりました、水落大輔といいます。十
日町市から来ています。僕は２年くらい前
に夢っくすに入会しました。英語に興味が
あったので英語の勉強になればいいなぁと
いうのがきっかけでした。最初の頃はバー
ベキューパーティなどのイベントにだけ参
加していましたが、現在は日本語チュー
タープログラムに参加し、週1回くらいの
ペースで留学生とお話をしています。日本
語チューターといっても、僕の場合は日本
語を教えるというより、ちょっとの日本語
と少しの英語とあとはジェスチャーを使っ
て世間話をするような感じで気楽に交流し
ています。運営委員会ではいろんなイベン
トの準備等でお手伝いできたらと思ってい
ます。また、僕自身が今デザインやプログ
ラミングの勉強をしているので勉強会をし
たりして一緒に勉強する仲間を増やせたら
いいなぁと考えています。時々、夢っくす
サロンに居るので興味のある方はぜひ一緒
に勉強しましょう！
水落 大輔

2013年秋号
日

月

火

水

木

金

土

10/13

14

15

16

17

18

19

英会話教室
昼

英会話教室
夜
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昼

英会話教室
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英会話教室
昼

英会話教室
夜
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昼

英会話教室
夜
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昼

英会話教室
夜
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日本語チューター
マッチングパーティー
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キッズイベント
ハロウィンパーティー
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秋のバスツアー

10

11
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★今後の予定★
●秋のバスツアー（松本城とりんご狩り）
学生さんとバスツアーに出掛けます。
今回は松本城とりんご狩りに行きます。
日 付：１１月３日（日）
出 発：国際大学 正面玄関を午前８時
参加費：4,000円
●多文化理解講座（ミャンマー）
国際大学の留学生が出身国について
紹介する多文化理解講座を開催します。
今回はミャンマーを取り上げます。
日 付：１１月２４日（日）
時 間：１２：0０～１４：３０
場 所：働く婦人の家
（浦佐駅西口から徒歩５分）
参加費：500円

夢っくすサロン

25

26
夢っくすサロン

11/1

2
夢っくすサロン

8

9
夢っくすサロン

15

16
夢っくすサロン

皆様へのお願い
昨年の１０月に行われたフリーマーケットに
写真の物を持って来られた方は引き取り手が
ありませんでしたので至急回収願います。
夢っくすサロンで大変困っています。
国際大学のキャンパス内で活動する際には、夢っくすの会員証を首から
提げて、大学関係者から尋ねられた場合には、いつでも提示できるよう
にしてください。また、夢っくす会員が学生寮で入れるのは夢っくすサ
ロンだけで、学生の居住スペースへの立ち入りは禁止されています。会
員の居住スペースへの出入りが見つかった場合には、会員がキャンパス
内で活動できなくなる等の重要な支障を来します。夢っくすサロンが他
の会員が使っていて空いていない場合には、食堂２階のスナックラウン
ジをお使いください。皆様のご理解とご協力をお願い致します。

うおぬま国際交流協会

UONUMA Association for Multicultural EXchange

皆様のご参加をお待ち致しております。
問合せ：櫻井徳治 025-772-4589
〒949-6609

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、年末・夏季
を除く）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
個人会員：3,000円
家族会員：1,500円
団体会員：１口 10,000円から任意の口数
郵便口座
口座番号：00550－7－74672
口座名称：うおぬま国際交流協会

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:80-6608-4830
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

【編集後記】
日々、涼しくなり、朝夕は寒さすら感じる季節になって来ましたが、皆様は
如何お過ごしでしょうか？ 大学は大勢の新入生を迎えて、活気を取り戻し
つつあります。夢っくすでは、マッチングパーティーやバスツアーなど、学
生との交流の場を企画していますので、是非ご参加ください。(toshi)

