-English on reverse-

ニセコ町

第４３号 平成28年５月
作成:ニセコ町 国際交流員

国 際 交 流 新 聞
「英会話Talk！」を開催しました！
4月9日（土）、国際交流ニセコFRIENDSの新しいイベント「英
会話Talk！」を、町民センター小ホールで開催しました。
「英会話Talk！」は、普通の英会話の授業ではなく、友達とおし
ゃべりしているような感覚で、英会話を楽しめるイベントです。日
本語が上手な国際交流員と気軽に話をする、緊張を感じない空間を
作りたかったので、このイベントを企画しました。
当日は、30名もの参加があり、”What’s your hobby?”や”How
did you learn English?” 、 ”What’s your favorite place in
Niseko?”などを英語で話しながら、楽しい時間を過ごしました。
遠くからの参加者もあり、びっくりしました！参加者していただい
た皆さん：Thank you very much for coming!
「英会話Talk！」は、引き続き5月と6月にも開催します。次回
からは、より参加しやすい雰囲気を作るため、ニセコ町の本田珈琲
店にご協力いただいて、開催することになりました！ブレンドコー
ヒーの割引サービスもありますが、ドリンクを頼まなくてもいい、
とても自由な形で開催します♪
みなさんの参加を、心からお待ちしております！
We look forward to seeing you there! 

♪次回のご案内♪
・2回目：5/21（土）
3回目（最終回）：6/11（土）
・10:00～12:00の間、出入り自由、申込不要
・場所：本田珈琲店（ニセコ町字本通106‐9)
・収容人数：約15名程度。予めご了承ください。

・お問い合わせ：国際交流ニセコFRIENDS事務
局（担当：国際交流員アンジェラ、エレン）まで。

「大人向け初級英会話教室」を
開催します♪

新しい
国際交流員から
の挨拶

毎回大好評の「大人向け初級英会話教室」を、今
年度も開催します！
今回は、5月下旬から7月下旬までの全9回を予定
しています。講師は、国際交流員のアンジェラ
ファントゥッゼィ（スイス出身）です。全授業に参
加できる方の申し込みを、お待ちしております。
・日時：5/23（月）～7/25 (月）【全９回予定】
毎週月曜日 19:00～20:15

・場所：ニセコ町民センター 研修室5
・募集人数：15名
・申込開始：5/9（月）から
※先着順
※応募多数のときは受講できないことがあります。
・申込方法：役場窓口、電話、FAX、メール
・参加費：無料
※但し、教科書代（2,600円程度）が必要です。

《お問い合わせ》

フレンズ

国際交流員 呉 彦儒（ゴ ゲンジュ）
さん。中国出身。平成28年4月から
ニセコ町役場商工観光課で勤務。

初めまして。中国からの国際交流員の呉 彦儒
（ゴ ゲンジュ）と申します。オーウェンと呼ん
でいただいても構いません！
私は、昨年アメリカのジョージ・ワシントン大
学を卒業しました。大学の4年間、アメリカに住ん
でいました。これからのアメリカとは全く違う環
境の日本での生活に、とても期待しています。
町民のみなさんと交流できるのを、楽しみにし
ています。ニセコで様々な分野を、みなさんと一
緒に探ってみたいと思っています。よろしくお願
いします。

国際交流ニセコFRIENDS事務局(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【Facebook】http://www.facebook.com/nisekokokusaikouryuu
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Monthly International Exchange
Report: “Eikaiwa Talk!”
On the 9th April we held our new English conversation event
“Eikaiwa Talk!” at the Chomin Center. In this event, participants
have the opportunity to speak English freely in a casual setting
without having to worry about making mistakes.
There were a total of 30 participants who enthusiastically
conversed in English with the CIRs at the first session. Thank you
everyone who attended this event!
In order to create a more relaxed atmosphere for this event, the
next two sessions (21st May & 11th June) will be held at “Honda
Coffee” in central Niseko Town. You’re not required to order
anything but there will be a special discount available on blend
coffee!
We are also seeking English speaking volunteers to participate in
this event, so if you would like to make some new internationally
minded friends then please don’t hesitate to contact us at Niseko
Friends for more information.

♪Beginners English Class♪

CIR Yanru Wu (China) began working at
the Industry and Tourism Division of
Niseko Town Council Office in April 2016.

- Dates: 23rd May (Mon) – 25th July (Mon)
Every Monday (9 times in total)

- Place: Niseko Chomin Center, Room 5
- Participants: Limited to 15 people
(First 15 people to apply)

- Applications open: 9th May 2016 (Mon)
(Apply in person at Niseko Town Council Office or via phone,
FAX or e-mail)

- Cost: FREE
NOTE: A textbook charge of approx. 2,600 yen applies

- Enquiries: Angela (CIR) or Elen (CIR) at Niseko Friends

A welcome message
from the new
Coordinator for
International Relations

Niseko Friends will be holding a Beginners English Class
from late May to late July. There will be a total of 9
classes all lead by Niseko Town CIR Angela Fantuzzi
(Switzerland).
Please only apply if you can attend all of the classes.

- Time: 19:00-20:15

Upcoming Events
- 2nd Session: 21st May (Sat)
- 3rd Session (final): 11th June (Sat)
- Time: Between 10:00-12:00
(Free entry, no reservations required)
- Place: Honda Coffee (Niseko-cho, Hondori 106-9)
- Seating Capacity: approx. 15 people

Hi folks! I’m the new Chinese Coordinator for
International Relations Yanru Wu. I also go by Owen if
that’s easier for you!
A native of China, I graduated from George
Washington University in Washington DC in the class of
2015. After my 4 year stay in the US I’m very excited to
experience a brand-new environment in a culturally
different country.
I’m looking forward to meeting all of you around and
about town. Hopefully we can take this chance to
explore Niseko together!

Contact: Niseko Friends International Exchange Association (Niseko Town Council Planning&Environment Division)
Representatives: Hyunjung Kim (CIR), Angela Fantuzzi (CIR)
Tel: 0136-44-2121 E-mail: kikaku@town.niseko.lg.jp Facebook: http://www.facebook.com/nisekokokusaikouryuu

