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国 際 交 流 新 聞
「絵本ワールド」開催

左：５ヶ国語
で行った読
み聞かせの
様子／右：
たくさんの
外国語の絵
本などを展
示

2月27日（土）、町民センター大ホールで「絵本ワールド」を開催しました。「絵本ワールド」とは、世
界中の絵本をニセコに集め、自由に手に取って読むことで、世界の絵本に触れることができる絵本イベント
です。当日は、約150人の参加者が、絵本の世界に飛び込み楽しみました。
あそぶっくと絵本作家本間眞由美さんのご協力の下、「昔話」をテーマにした絵本をはじめ、外国語の絵
本、大型絵本、布絵本など、400冊を超えるたくさんの絵本が並びました。絵本展示の他にも、多言語によ
る読み聞かせや折り紙・塗り絵、絵本探しゲーム、抽選会など、様々なプログラムで来場者を楽しませまし
た。

「英会話教室」終了＆新企画「英会話Talk」
2月1日から3月7日まで、毎週月曜日行っていた「大人向け初級英会話教室」の全日程が終了しました。
講師は国際交流員アンジェラ（スイス出身）さん。英語が楽しくなったと大好評！
そこで、今月からは新企画「英会話Talk」を開催します。授業ではなく、友だちとおしゃべりしているよ
うなイベントなので、プレッシャーを感じなくてＯＫです！時間内なら自由に出入りでき、事前申込みも不
要です。気軽に参加してください。
日 程
4/9 (土)・5/21 (土)・6/11(土) 10:00~12:00
場 所
町民センター 小ホール
参加費
無料

国際交流員からの挨拶

国際交流員 羅 宇
晴（ラ ウセイ）さん。
中国出身。平成25年
4月から3年間、ニセコ
町役場商工観光課で
勤務。

ニセコ町の皆さん、国際交流
員の羅 宇晴（ラ ウセイ）で
す。
国際交流員として勤務し始め
て、3年が経ちました。私は3月
をもって、ニセコ町を離れるこ
とになりました。ニセコ町の皆
さんに、本当にいつも優しく接
していただき、とても嬉しかっ
たです。
一期一会、次の再会を楽しみ
にしています。ありがとうござ
いました。

みなさんの
ご意見を
募集します
ニ セ コ Friends で
は、今まで開催した
イベントについての
ご意見やご感想、ま
たは、これから開催
してほしいご提案な
どを募集しています
。みなさんの声を聞
かせてください！
ご意見は事務局ま
で。

《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、アンジェラ
【電話】0136-44-2121
【メール】
kikaku@town.niseko.lg.jp
【フェイスブック】
http://www.facebook.com/
nisekokokusaikouryuu

～日本語は裏面にあります～

Niseko Town’s

Vo l . 4 2 , A p r i l 2 0 1 6
N i s e k o I n t e r n a t i o n a l
Exch ange Association

Monthly International Exchange
Report: Picture Book World
Left: Book
reading in five
languages
Right: Display
of foreign
language
picture books
from around
the world

On the 27th February 2016 (Sat) the Niseko Town CIRs held our “Picture Book World” event in the large hall of the Chomin
Center. During this event multi-lingual book readings, craft workshops, a “find-the-picture book” game and a lucky draw
were all held with approx. 150 people attending this multicultural reading experience.
Thanks to the cooperation of Asobook and local author Mayumi Honma, a staggering 400 picture books were prepared
including “folk tales” from around the world, foreign language books, oversize books and even fabric books. The wide
variety of picture books and other activities available at this multicultural event meant that everyone could freely enjoy
themselves. Thank you to everyone who attended, we are looking forward to seeing you at our next event!

English class & “Eikaiwa Talk!”
Every Monday from the 1st February to the 7th March 2016 our CIR Angela Fantuzzi (Switzerland) held an English class for
beginners in the Chomin Center at 19:00. Thank you to everyone who attended this class, we hope that you all enjoyed
learning English!
A new event “Eikaiwa Talk!” will be held once a month from the beginning of April. The aim of this event is to create a free
space where Niseko Town residents can leisurely enjoy some English conversation time. This event is FREE and can be joined
at anytime so no prior reservation is required. We are eagerly anticipating your attendance to this new event!
Date: 9th April (Sat), 21st May (Sat), 11th June (Sat) 2016
Time: 10:00-12:00
Place: Niseko Chomin Center, Subhall

Farewell Message from a Coordinator for
International Relations
Hello everyone! This is the Coordinator
for International Relations Luo Yuqing.
After spending three years living and
working in Niseko Town, I will be
leaving Niseko in March 2016.
The people of Niseko Town have been
incredibly welcoming and I’m sincerely
grateful to you all. I look forward to
meeting you again.
Thank you all.

CIR Luo Yuqing (China)
worked in the Industry
and Tourism Division of
Niseko Town Council
Office from April 2013 to
March 2016.

Feedback
request!
The Niseko
International
Exchange
Association would
like to hear your
impressions and
opinions of our
events, as well as
any ideas or
requests you may
have for future
events!

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

Facebook:
http://www.facebook.co
m/nisekokokusaikouryuu

