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「ダウン・アンダーの国」から！

★国際交流員の活動★

《お問い合わせ》

ニセコFRIENDS事務局(役場企画環境課)

担当:吉田智也【電話】0136-44-2121【メール】kokusai@town.niseko.lg.jp

フレンズ

単語コーナー：キャンディー

英語(Aus・NZ）: 
Lolly
ロリー

マオリ語：
Rare
ラレ

フランス語：
Bonbon
ぼんぼん

マレー語: 
Gula-gula
グラグラ

★ニセコ町国際交流員による番組★
ラジオニセコ76.2 FM 1８:00～18:50(金)
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自然の街

イベントの参加は要申込

★ニセコ英会話サークル ★
毎月第2・4土曜日10～11時 (オンライン)
※10月８日は休講させていただきます。

★日本語教室★
クラスの空き、参加方法についてはお問合せください

文：ウィロパスピト シャヒラ

文：パーマー ブルック

Kia Ora! （ こ ん に ち は ！ ）

ニュージーランドのクライスト
チャーチから来たブルック・パー
マーです。一か月前、国際交流
員として日本に来ました。

市街の中心部にも自然が多いです。特に植物園おすすめです！自然
が豊かな植物園で中にエイヴォン川が流れ、何季節に行っても綺麗な
自然の中でゆったりできます。ニュージーランドの原生林のような園も
あって、行ったらすごいニュージーランドにいる感じがします。私はそ
の園でニュージーランドのオールブラックスが着てる有名なシルバー
ファーンを初めて見て、本当にシルバーの色でびっくりしました！

ニュージーランド人は優しくてフレンドリーな人達だと思います。日常生
活がかなりのんびりで買い物に行ったら、靴を履かなかったり、パジャ
マを着たりしてる人がよく見えます。日本なら想像できないですね！

私はクライストチャーチ出身で
す。クライストチャーチが
ニュージーランドの南島の中部東海岸に位置、南島の一番大き
い街です。町の周りに海、山、森もあるのでクライストチャーチは
ニセコのようにアウトドアスポーツが人気です。クライストチャー
チが位置するカンタベリーという地区には農地が多いです。

Hello!

ウィロパスピト・シャヒラ・マーガレットです。フルネームは長いので、
あだ名はシャーです。オーストラリアの南東にあるメルボルンという
都市から来ました。オーストラリアで生まれ育ちましたが、インドネシ
ア人のハーフです。
12歳から日本語を勉強しはじめて、日本の文化や言語を好きになり、

大学で日本語の勉強を続けると決めました。大学では翻訳・通訳や
国際交流への関心を持ち、卒業後JET Programmeの国際交流員に

応募することにしました。ニセコ町はグローバルで綺麗な町なので、
豊かな経験になると思います。

私の出身地はビクトリア州のメルボルンという都市です。シドニーに次いで、オーストラリアの2番目に大きな都

市です。メルボルンは、世界で最も文化が多様な都市の一つです。ギリシア、イタリア、レバノン、ベトナム、中国
などの国からの移民は大きなコミュニティをつくり、どこに行っても多種多様な料理が食べることができます。そ
して、メルボルンはコーヒ文化が有名です。スターバックスのような大きなチェーン店に行くより、小さな地元カ
フェの特殊なコーヒを楽しむことが多いです。

オーストラリアの冬は寒いですが、山まで行かないと一生雪が降る景色を見ることはありません。オーストラリア
は夏が一番有名で、綺麗な海の景色で知られています。冬の天気が飽きたら、12月から2月までオーストラリア
の夏を見に行きませんか？



International Newsletter

-日本語は裏面にあります-
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Published by the Niseko Town CIRs 

(Coordinators for International Relations)
Niseko Town

★CIR Events★

《Contact》 Niseko Friends Secretariat, Niseko Town Hall

Lead: Ho Lee Shing (Lily) If absent: Yoshida

TEL: 0136-44-2121   Email: kokusai@town.niseko.lg.jp

This Month’s Word: Lolly (AU/NZ English)

Japanese:
キャンディー
kyandii

Maori:
Rare

French:
bonbon 

Malay:
Gula-gula

★CIR Radio Program ★
76.2 FM Radio Niseko Fridays 6 – 6:50 pm 

★English Conversation Club★
Every 2nd & 4th Saturday 10-11 am (Online)

※No session on 8th October. 
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From The Land Down Under!

The Garden City

★Japanese Language Classes★
Various levels available, inquire for more info

Reservations required

By: Syah Wiropuspito

By: Brooke Palmer

Kia Ora, Hello! My name is Brooke
Palmer and I'm from Christchurch, New
Zealand. I'm working at the Niseko
Town Hall as a CIR.

Located on the central, east coast,
Christchurch the largest city in the

South Island. With the ocean,

Hello! My name is Syahirah Margaret Wiropuspito, but my nickname is 
Syah. I’m from Melbourne, on the south-east coast of Australia. 
While I was born and raised in Australia, I am also half Indonesian. I 
began learning Japanese around 12 years old, and as I began to love 
the culture and the language, I decided to continue studying into 
university. In university, I began to gain an interest in 
translation/interpretation and international relations, so I decided 
becoming a Coordinator for International Relations would be a great 
opportunity after graduation. Niseko is a very beautiful and global 
town, so I’m sure this will be an enriching experience! 

My hometown is Melbourne in the state of Victoria, the second biggest city in Australia after Sydney with a 
population of around 5 million. Melbourne is known for being one of the most culturally diverse cities in the 
world, with large communities of immigrants from countries such as Greece, Italy, Lebanon, Vietnam and China. 
Therefore, there is always a new cuisine on every corner! Melbourne is also known for its coffee culture. Rather 
than big coffee chains like Starbucks, we love to go down to the local small café and try their house brew, as each 
has their own unique and delicious taste!
While Australia can get cold during the winter, an Australian is not likely to see snow falling in our lifetime, unless 
we travel to the mountains! Australia is a summer country, known for its beautiful beaches and coastal scenery. If 
you get tired of the winter weather, come visit our summer in December to February!

mountains, and forests at our doorstep, similarly to Niseko, outdoor and
adventure sports are very popular in Christchurch. The Canterbury region, in
which Christchurch is located, also has a lot of farmland. But the nature does
not stop there, even in the city center you can find plenty of nature. I
especially recommend the Christchurch Botanic Gardens! The gardens have an
abundance of nature, with the Avon river flowing right through it. No matter
what season you visit, there’s always something to look at. They also have a
New Zealand garden featuring a large collection of new Zealand species of
plants, and , every time I go there I get the feeling that I'm REALLY in New
Zealand, even though I'm already there. If you're lucky you might even be
visited by the local native birds.
New Zealanders are kind and friendly people, and our day to day life is quite
laid back. When you go shopping, you can often see people without shoes or
wearing pajamas. Imagine seeing that in Japan!

mailto:kokusai@town.niseko.lg.jp

