
「英会話Talk!」を 
引き続き開催します！ 

ニセコFRIENDSでは、 
みなさんのアイデアや提案 
を募集します。イベントの 
プレゼンターやボランティア 
参加もお待ちしています。 

 

《お問い合わせ》 

 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 
        （不在時、境） 

- 0136-44-2121 

- kikaku@town.niseko.lg.jp  

- Facebook: 
  http://www.facebook.com/ 
  nisekokokusaikouryuu 

世界中で大人気のイベントになった 
ハロウィンについて、国際交流員が 
その由来やゲームなどを紹介します。 
また、ポットラック（料理持ち寄り） 

ということで、みんなで美味しい 
かぼちゃ料理を食べながら、 

ハロウィンパーティーで交流しませんか? 
ハロウィン仮装も大歓迎です★ 

 

- 日 時：10/29(土) 17時~19時30分 
- 場 所：ニセコ中央倉庫群 
      旧でんぷん工場 1階 
- 持ち物：かぼちゃ料理、飲み物など 
- 申込み：10/26(水)まで ※先着30名 
- 問合せ：国際交流ニセコFRIENDS事務局 
 

国 際 交 流 新 聞 

-English on reverse- 
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作成:ニセコ町 国際交流員 ニセコ町 

フレンズ 

「ニセコFRIENDS山登り」を開催しました！ 新しい国際交流員からのメッセージ 

◇名前： エマヌエル ノイバウア (Emanuel Neubauer) 

◇出身： ドイツ 

◇所属： ニセコ町役場商工観光課 

 ニセコ町の皆様、グテンターク（こんにち
は）！ 
 ドイツから来た新しい国際交流員のエマヌエ
ル・ノイバウアです！名前はエマヌエル・ノイ
バウアですが、長くて覚えにくいので、気軽に
エマと呼んでください。 
 これからニセコ町の皆様と共に日本とドイツ
の様々な異文化を交流したいです。 
 趣味はスポーツと絵を描くことで、その趣味
を生かして皆様にさらに良い国際交流体験を提
供できればとても嬉しく思います。 
 ニセコ町の皆様よろしくお願いします！ 

大人気イベント「英会話Talk!」を、 
引き続き開催します♪ 

「英会話Talk!」は、英語の授業ではなく、 
ゆったりとした雰囲気の中で、 

英語でのフリートークが楽しめます。 
英語が初心者の方も大歓迎です。 

 
- 夜の部:     10/12(水) 
                 19:00～20:30 
- 午前の部:  10/27(木) 
                 10:00～11:00 
                 ♪時間内、出入り自由♪ 
- 場所: 本田珈琲店(ニセコ町字本通106-9) 

- 参加費・申し込み：不要 

★イベントのご案内★ 

「ハロウィンパーティー」 

 8月7日（日）、「ニセコFRIENDS山登り」でアンヌ
プリを登ってきました！ 
 当日は、絶好の登山日和！約2時間かけて頂上に着き、
スイス出身国際交流員のアンジェラさんによる「スイス
の登山の楽しみ方」を披露♪スイスでは、頂上についた
らワインを飲む習慣があるらしく、みんなで頂上ワイン
の代わりにぶどうジュースをいただきました。 
 登山の後は、五色温泉に入って、疲れた体を癒しまし
た。 
 みなさん、またニセコFRIENDSと一緒に、山登りし
ましょう！ 



A Message from the New CIR Report: Niseko Friends Hike 

“Eikaiwa Talk!” 

Will Continue! 

In Niseko Friends 

we love getting your 

ideas for events. If you 

would like to volunteer 

at an event or even 

help hold one, please 

feel free to contact us. 

Contact: 

 Niseko Friends (Niseko  

  Town Council Planning & 

  Environment Division) 

 - Representatives: 

   Hyunjung Kim (CIR) 

 - Tel: 0136-44-2121 

 - E-mail: 

   kikaku@town.niseko.lg.jp  

 - Facebook: 

   http://www.facebook.com/ 

   nisekokokusaikouryuu 

Let’s have a halloween potluck party! 

Just bring a dish & drinks 

to share with everyone. 

Our CIRs will tell you everything 

about the origins of the holiday. 

After we finish eating 

we’ll play some card games. 

Costumes are always welcome! 
 

 - When:  29th Oct (Sat), 17:00 - 19:30 

 - Where:  Niseko Central Warehouse 

                  Old Starch Factory 1F 

 - What to bring : 

   Food (especially Pumpkins) and 

   Drinks (alcohol is ok) 

 - Please apply to Niseko Friends 

   by the 26th Oct (Wed) 

   * First 30 to apply 

  Guten Tag (Hello) everyone in Niseko! 

  My name is Emanuel Neubauer, the new 

Coordinator for International Relations 

from Germany. Please call me Ema! 

  I am looking forward to sharing German 

culture with everyone in Niseko from now 

on. My interests lie in sports and art and it 

would be my pleasure to integrate those 

interests into future cultural exchanges, to 

further enhance the general experience. 

See you all around town! 

In this event, participants have the 

opportunity to speak English freely in 

a casual setting without having to 

worry about making mistakes.  

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. 
 

- Evening:  12nd Oct (Wed) 

                  19:00 - 20:30 

- Morning:  27th Oct (Thu) 

                   10:00 - 11:00 

  (There’s no pressure you can leave whenever) 

- Place:  Honda Coffee 

              (Niseko-cho, Hondori 106-9) 

- Free entry, no reservations required 

Upcoming Event: 

Halloween Party! 

  On 7th August we climbed Mt. Anupuri. 

  On that day we had perfect weather for mountain 

climbing! It took us about 2 hours to reach the peak of 

the mountain and thanks to Angela our CIR from 

Switzerland we learned about “the Swiss way to enjoy 

mountain climbing”. There is a custom in Switzerland to 

drink wine once you reach the peak of the mountain. 

But, we drank grape juice instead of wine. 

  After climbing we went to Goshiki Onsen (hot springs) 

and recovered both in body and soul. 

  Please join us next time and let’s enjoy together! 

Monthly International Exchange 
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(Coordinators for International Relations) 

Niseko Town’s 

 

～日本語は裏面にあります～ 

- Name： Emanuel Neubauer 

- Home Country: Germany 

- Assignment: Niseko Town Industry and Tourism Division 


