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国 際 交 流 新 聞
ニセコでの1年間
ニセコ町の皆さん、こんにちは。国際交流員のエレン シムズです。
私がニセコ町に来て、あと少しで1年となり、イギリスに帰国する日が近
づいてきています。ニセコで生活したこの1年間、私にとって「とても素
敵な思い出」がたくさんできました。
国際交流員として、様々なイベントに参加させていただきました。最
も印象に残っているのは、「シーニック焼肉ナイト2016」です。私は、
英語での司会を担当させていただきました。雪の中でのBBQは初めての
経験で、とても楽しかったです！
プライベートでは、冬に役場主催の夜間スキー・スノーボード教室に
参加しました。リフトに乗ることが初めてで、本当に怖かったですが、
非常に素敵な先生たちのおかげで、コツを身に付けることができました。
ありがとうございました！でも、やはり個人的には、ゲレンデで滑るこ
とよりも、レストラン「ヌックアンヌプリ」でココアを飲んだのが嬉し
かったですけど（笑）。
ニセコでの生活は、とても楽しく、友達もたくさんできて、新しい経
験もいっぱいできました。人として成長した貴重な機会になりました。
皆さんの1年間はどうでしたか? （エレン シムズ／イギリス出身）

「英会話Talk！」を開催しました！
6月11日（土）、国際交流ニセ
コ FRIENDS の 新 し い イ ベ ン ト
「英会話Talk！」の最終回を、本
田珈琲店で開催しました。
「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、
英語でフリートークするイベント
です。4月から6月まで毎月1回開
催し、延べ約90名の方が参加し
ました。
最初は、英語に自信がなくて恥
ずかしがっていた方々も、どんど
ん自分の意見を話そうとしていま
した。最後は、ほぼ全員が英語だ
けで会話をしていました！！
町民の皆さんをはじめ、倶知安
や京極、岩内などから参加しても
らい、新しい人とたくさん出会う
ことができました。
引き続き、開催する予定をして
います。ぜひ、参加してくださ
い！

スノーボードに挑戦しました♪

★イベントのご案内★
バーベキュー

「ポットラックＢＢＱ」
「 ポ ッ ト ラ ッ ク (Potluck) 」 と
は、各自で料理を持ち寄ってみ
んなで一緒に食べるパーティー
の こ と で す 。 今 回 は 、 BBQ で
ポットラックパーティーを楽し
んでみませんか？
・日時：7/30(土) 12時～15時
・場所：ニセコFRIENDS副会長
津村さんのお宅(ニセコ町字元町)
・申し込み：7/25(月) まで
・お問い合せは、国際交流ニセコ
FRIENDS事務局まで。
※詳しくはFacebookをご覧ください

《お問い合わせ》
フレンズ

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

～日本語は裏面にあります～
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My Year in Niseko
It’s almost been a year since I first came to Niseko, time surely flies! As I’ll be
going back to the UK next month I thought it might be nice to take this time to
share a few of my most precious memories of my time in Niseko.
As a part of my job I’ve been able to attend and take part in various events in
Niseko Town. I think the most memorable event for me was acting as the
English MC for Scenic Yakiniku Night 2016. My first (and most likely last) snowy
BBQ! It was so fun interviewing event attendees and bantering with the other
MCs, definitely an event I’ll never forget!
Also, this year I attended Niseko Town’s Ski & Snowboard Classes. As a
complete beginner to snowboarding I’d never even ridden a lift before. But
thanks to the amazing snow boarding teachers I managed to improve a lot in
that short period of time. However, I still prefer drinking hot chocolate in the
warmth to riding down the slopes!
Coming to Niseko I’ve made so many friends, experienced lots of new things
and grown as a person. All in all I’ve had a great year, I hope you have too!
(Elen Sims, UK)

Above: Snowboard challenge

Upcoming Event:

Report: ‘Eikaiwa Talk!’

“Potluck BBQ”
11th

On the
June (Sat) we held the
last session of our new English
conversation event “Eikaiwa Talk!” at
Honda Coffee.
In this event, participants have the
opportunity to speak English freely in
a casual setting. This event was held
once a month from April to June, with
about 90 people attending altogether.
It was very rewarding to see
participants who initially didn’t have
much confidence in their English,
suddenly confidently expressing their
opinions! In the end, almost all the
participants were only using English to
communicate!
We had the pleasure of meeting lots
of Niseko Town residents as well as
participants from Kutchan, Kyogoku,
Iwanai and many other places!
We’re planning to continue this event,
so please come and join us next time
for more “Eikaiwa Talk”!

Let’s have a BBQ potluck party!
Bring something to grill or a dish &
drinks to share with everyone to
join us for a summer feast!
Date: 30th July (Sat)
Time: 12:00 – 15:00
Place: Mr. Tsumura’s House
(Niseko-cho, Motomachi)
(Vice President of Niseko Friends)

Application deadline : 25th July
Enquiries: Hyunjung or Angela
at Niseko Friends
(For more information please see our
Facebook page.)

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

