-English on reverse-

ニセコ町
国 際 交 流 新 聞

第 98 号 令 和 2年 1 2 月
作成:ニセコ町 国際交流員

私の故郷ポート・ディクソンの見どころ
みなさん、こんにちは！
私は、マレーシアのポート・ディクソンという小さい閑静な海沿いの町から来た新しい国際交流員のホー リーシン
（あだ名：リリー）です。クアラ・ルンプール（マレーシアの首都）から車で1時間半ほど離れた場所に位置し、週末には
観光客がビーチを目当てに訪れます。
ビーチはもちろんポート・ディクソンのおすすめは他にもあります。それは、ダチョウショー
ファームです。みなさんお察しのとおり、ファームのメインはダチョウです。ダチョウ以外には、七
面鳥、ガン、ロバやポニーなど数多くの動物がいます。私が子どもの頃にこのファームに行った
時の一番の思い出はダチョウの卵の上に立ったことです。そして、体重が75キロ以下の人であ
れば、ダチョウに乗ることもできます。ご安心ください。私が乗ってもダチョウの卵とダチョウは無
事でした。
この他にも、ラチャド岬灯台までの30分ハイクも人気です。ハイキングコースが
ほぼ舗装整備されており、普通の運動靴でも簡単に歩けます。この灯台は1528年
にポルトガルの植民者が船舶を導いて敵の船舶も見張るために築いたものです。
灯台に入ることはできないですが、岬からは、美しい海の景色が見えます。
最後に私の故郷を訪れた際には、タクシーまたはレンタカーで巡るのが一番です。
それでは、ジュンパラギッ （マレー語のまたね）！
文：リリー

ラチャド岬灯台

★国際交流員の活動★

オンライン英会話
みなさんはじめまして、ニセコ高校の中原日和です。
皆さんは、自粛中に何をしていましたか？ニセコの英会話ＴＡＬＫも中
止になってしまって残念です。ニセコ高校も、コロナの影響で休校に
なり、私は寮を離れて実家の室蘭に帰りました。学校からは、たくさん
の宿題やお便りが届きました。
毎日宿題をやりながらだらだらと過ごす日々もだんだん疲れてきて
しまいますよね。英会話は、実際に話し続けないと忘れてしまいます。
そこで、私はオンライン英会話に挑戦してみることにしました。
小学校の頃からオンライン英会話を続けてきていたけれど、地元を
離れて暮らす寮生活では、続けることが難しくなりました。久しぶりの
オンライン英会話では、フィリピン人の方とフリートークだけを選んで毎
日話していました。有名な食べ物、お互いのペットを見せ合ったり、
講師の友達とも話したり、オンライン上ではあるけ
どもまた海外の新しい友達ができました。寮に帰っ
てきた今でもＳＮＳを通じてチャットをしています。今
だからこそできるオンライン英会話。みなさんは
やっていますか？
文：中原日和

★ニセコ町国際交流員による番組
「English Radio Hour」
15:00～15:50（金） ジオ二セコ 76.2 FM

★Beginner Japanese P1
毎週水曜日10：00～11：30
町民センター小ホール

★Beginner Japanese P2
毎週火曜日10：00～11：30
町民センター小ホール

★Intermediate Japanese
毎週木曜日10：00～11：30
町民センター研修室２

＊日本語教室が12月の下旬に休講させて
いただきます。＊
★子供向けの中国語教室
毎週水曜日15：45～17：10
町民センター小ホール

★中国語教室

毎週木曜日10：00～11：15
町民センター研修室１

★英会話TALK!

12月 12日、19日 10：00～11：00
ニセコ町民センター研修室2

英語： home town
日本語：故郷

中国語： 家乡
（ジャーシャン）

ドイツ語： heimatstadt
（ハイマートシュタット）

マレー語：kampung halaman
（カンポンハラマン）

フレンズ

《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 ミッチェル ラング (不在時：吉田)【電話】0136-44-2121【メール】kokusai@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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Places of Interest at My Hometown, Port Dickson
Hello everyone! I’m Ho Lee Shing (nickname: Lily), the new Coordinator of International Relations (CIR) from Malaysia.
To be more specific, I’m from this small, sleepy seaside town called Port Dickson (more commonly referred to as PD by
us locals). Being a 1.5 hour drive away from the capital, Kuala Lumpur, many people living in the capital usually drop by
during the weekends to enjoy the beach.
While the beach is the main attraction of PD, I recommend paying a visit to the PD Ostrich Show
Farm. As you can already tell by the name, the main stars of the farm are ostriches. Other than
ostriches, there are also turkeys, geese, donkeys, ponies and so on. The fondest memory I have of
the farm was standing on top of an ostrich egg when I was a child (don’t worry, no ostriches or
ostrich eggs were harmed!). Visitors weighing less than 75 kg are also allowed to ride on the
ostriches.
If an ostrich farm is not your cup of tea, then I suggest going for a short 30-minute
hike to Cape Rachado Lighthouse. As the hiking pathway is mostly paved, a simple pair
of sports shoes will do just fine. The lighthouse was built by the Portuguese colonial
forces in 1528 to guide vessels to the port and keep an eye out for enemy ships. Even
though visitors are not allowed to enter the lighthouse, the view of the sea from the
cape is still worth the hike.
Lastly, if you decide to drop by my humble hometown, I highly recommend hopping
on a taxi or renting a car to get around. Until next time, jumpa lagi (see you again)!
Cape Rachado Lighthouse
By: Lily

Online English Conversation Lessons
Nice to meet you all. My name is Nakahara Hiyori from Niseko High
School. What have you all been doing during the stay-home period?
It’s sad news that the English TALK! Event in Niseko was cancelled.
Niseko High School was also closed due to the coronavirus and I left
the dormitory and went back to my home in Muroran. I received a lot
of homework and news from the school.
I was getting tired of spending my days doing homework and lazing
around every day. If you don't keep speaking English, you will forget
it. That's why I decided to try online English conversation lessons.
I've been learning English online since elementary school, but living
in a dormitory far from my hometown made it difficult to continue.
After a long break in lessons, I chose to have ‘free talk’ with a Filipino
person every day. We showed each other famous foods and our pets.
I also talked with my teacher’s friends. Even
though it was online, I managed to make new
friends abroad. Now that I am back in my
dormitory, we still chat on social media. This is
the perfect time for online English conversation
lessons. How about giving it a try yourself?
By: Nakahara Hiyori

★CIR Events★
★Niseko CIR Radio Program
“English Radio Hour” Every Friday 3 pm ～ 3:50
Radio Niseko 76.2 FM

★Beginner Japanese P1
Every Wed. 10:00 am ~11:30 am
Niseko Chomin Center Sub Hall

★Beginner Japanese P2
Every Tue. 10:00 am ~11:30 am
Niseko Chomin Center Sub Hall

★Intermediate Japanese
Every Thu. 10:00 am ~11:30 am
Niseko Chomin Center Training Room 2

*There will be no Japanese classes on the
4th and 5th week of December.*
★Chinese Class
Every Thu. 10:00 am ~11:15 am
Niseko Chomin Center Training Room 1

★Chinese Language Class for Children
Every Wed. 3:45 pm ~5:10 pm
Niseko Chomin Center Sub Hall

★Eikaiwa TALK
Dec. 12th, 19th 10:00 am ~ 11:00 am
Niseko Chomin Center Training Room 2

英語： home town
日本語：故郷

中国語： 家乡
（ジャーシャン）

ドイツ語：heimatstadt
（ハイマートシュタット）

マレー語：kampung halaman
（カンポンハラマン）

《Contact》 International Exchange Association Niseko Friends Secretariat
(Niseko Town Hall, Planning and Environment Division)

Lead: Mitchel Lange (CIR) (If absent：Yoshida)

TEL: 0136-44-2121 Email: kokusai@town.niseko.lg.jp Facebook: http://www.facebook.com/nisekokokusaikouryuu

