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作成:ニセコ町 国際交流員

国 際 交 流 新 聞
国際交流新聞が
リニューアル！

「料理持ち寄り（ポットラック）パーティー
～世界のクリスマス」を開催

平成24年11月から発行
してきた「国際交流新聞
」がリニューアルしまし
た！国際交流活動の情報
共有をはじめ、パズルや
クイズなど、“楽しめる新
聞”を目指していきます。
お楽しみに！

「第6回料理持ち寄り（ポットラック）パーティー～世界のクリスマ
ス」が11月7日、町民センターで開かれました。クリスマスをテーマに
、国際交流員たちが各国のクリスマス
事情について紹介しました。
ポットラックパーティーとは、各自
で料理を持ってきてみんなで楽しむ食
事会のことです。おにぎり、カレー、
ケーキ、中国のミルクプリン、韓国の
パンケーキなど、様々な料理を楽しみ
ました。

「絵本ワールド」
ボランティア募集
世界中の絵本がニセコに
大集合！世界の絵本に触れ
られる「絵本ワールド」を
昨年に引き続き開催します
。そこで、イベントの進行
を手伝ってくれるボランテ
ィアを募集します。一緒に
「絵本ワールド」を盛り上
げませんか？詳しくはお気
軽にお問合せ下さい。
・日時: 2/27(土)
11~16時
・場所: 町民ｾﾝﾀｰ 大ﾎｰﾙ

《お問い合わせ》
ニセコ町国際交流推進協議
会(愛称:国際交流ニセコ
Friends)
事務局
(ニセコ町役場企画環境課)
【担当】
国際交流員 ｷﾑ､ｱﾝｼﾞｪﾗ
0136-44-2121
kikaku@town.niseko.lg.jp
Facebook:
http://www.facebook.com/
nisekokokusaikouryuu

「ニセコで世界発見！～インド編」を開催
12月1日、町民センターで「第2回ニ
セコで世界発見！～インド編」を開催し
ました。
海外経験のあるニセコの人から、その
経験談や知識を共有してもらうこのイベ
ント。今回は、インド料理店「タージマ
ハール 倶知安店」のララ・カマルさん
（インド出身）の協力で、インドの紹介
や経験談を聞き、本格的なチャイ作り体験も行いました。参加者たちは
、「チャイって、こんな簡単に作れるんだ！」などと感想を述べていま
した。インドについて、たくさん質問をするなど、楽しい時間を過ごし
ました。

第40回文化イベント
「韓国語を学ぼう」

料理教室
「ワールドキッチン」

ラジオニセコ76.2MHz

日本語と似ていると
ころが多い韓国語。初
心者向けの簡単な日常
会話を中心に、ドラマ
や歌などを通じて韓国
語を楽しんでみましょ
う！

本場の中華料理を作
ってみませんか？中国
出身の国際交流員が作
り方を教えます。一緒
に中華料理を作った後
、みんなで楽しくラン
チをします。

・1/26(火) 19~20時
・町 民ｾ ﾝ ﾀ ｰ 研 修室５
・講師:金 賢貞
(ｷﾑ ﾋｮﾝｼﾞｮﾝ)

・1/29(金) 11~14時
・町民ｾﾝﾀｰ 生活研修室
・申込締切：1/27(水)
・講師：羅 宇晴(ﾗ ｳｾｲ)

金曜日午後３時から１
時間、国際交流員の番組
「世界の耳へ」を生放送
でお届けします。海外の
歌が流れる
かも!?ぜひ
お聞きくだ
さい♪

「世界の耳へ」

【1月の放送】
・1/8

ｱﾝｼﾞｪﾗ ﾌｧﾝﾄｩｯｾﾞｨ

・1/15 羅 宇晴(ﾗ ｳｾｲ)
・1/22 金 賢貞(ｷﾑ ﾋｮﾝｼﾞｮﾝ)

～日本語は裏面にあります～
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Monthly International Exchange
Niseko Town’s Monthly
International Exchange
Renewal!
Niseko Town’s Monthly International Exchange is getting a
new layout!
We will feature reports on our
events, as well as fun ways to
learn about foreign cultures,
such as quizzes and puzzles!
Stay tuned!

Picture Book World:
Volunteers wanted!
Picture Books from all over
the World are being displayed
in this event in Niseko.
We are looking for a number
of volunteers to help us stage
this wonderful picture book
event. Please tell us if you’re
interested.
・Date: Feb. 27th 2016 (Sat)
11:00-16:00
・Place: Niseko Chomin Center,
Large Hall

Contact:
Niseko International Exchange
Association
(Niseko
Town
Council Planning&Environment
Division)
Representatives:
Hyunjung Kim, AngelaFantuzzi
Tel: 0136-44-2121
E-Mail:
kikaku@town.niseko.lg.jp

Facebook:
http://www.facebook.com/nisekok
okusaikouryuu

Report: Christmas around the world - Potluck party
We held our 6th Potluck party on November 7th 2015 with the
theme “Christmas around the world” at the Chomin Center. The
Coordinators of International Relations each held a short
presentation about the Christmas customs in their home country.
A potluck party is an event, where
every participant brings food that they
prepared themselves and then share
with the other people attending.
This time we had delicious Onigiri,
Curry, Cakes, Chinese Milk Pudding,
Korean Pancakes and much more on the
menu! Come and join us next time!

Report: Discover the World in Niseko - India
On the 1st December 2015 we held our 2nd “Discover the World in
Niseko” Event at the Chomin Center. In this event a Niseko resident
talks about their home country or their experiences abroad.
This year we had the pleasure to
welcome the manager of Taj Mahal
Kutchan branch, Mr. Kamal Lala, who
kindly shared his knowledge about India
and its rich cultural heritage. He also
showed us the secrets of how to prepare
delicious Chai Tea! It was a great
pleasure to learn so much about India and
its fascinating culture!
The 40th International
Culture Event:
“Let’s learn Korean”
Let’s learn some easy
conversational Korean
through TV dramas
and songs.
・ 1/26(Tue)
19:00-20:00
・ Chomin Center
Room 5
・ Presentation:
Hyunjung Kim

Cooking Class:
“World Kitchen”
Do you want to learn
how to cook delicious
Chinese Cuisine? Our
Chinese CIR will show
you how to cook
authentic dishes with
local ingredients.
・1/29(Fri) 11:00-14:00
・Chomin Center Kitchen
・Apply by: 1/27(Wed)
・Presentation:
Yuqing Luo

Radio Niseko 76.2MHz

“To the Ears
of the World”
The CIRs’ Live Radio
Show from 15:00 -16:00
on Friday!

January
・1/8 Angela Fantuzzi
・1/15 Yuquing Luo
・1/22 Hyunjung Kim

