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ハバネロ友の会会員様 

 今年も、長期間、雨が降らず乾燥が続いたことで、ハバネロの生育も少なからず

ダメージを受けましたが、ここのところの恵みの雨で、生育も回復してすくすくと大

きくなって来ており、収穫量も急激に増えて来ております。 

                                  ハバネロ友の会事務局 
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旅サラダ9/1(土)AM8:10(全国ネット)～ハバネロが取り上げられました。  

京都府・京丹波町の生産者と京都府・亀岡の中華料理店「栄花」さんの取材で、

ハバネロの生育から料理までを紹介していただきました。 

ハバネロ圃場は、初期の段階では生育が遅れていましたので、少し心配しており

ましたが、今になって果実も鈴なりで、取材されたラッシャー板前さんと、塚本ア

ナウンサーもあまりにもよく育っている状況を見られて、すばらしいですねと言わ

れておりました。 

ラッシャー板前さんはハバネロ畑で、生のハバネロをかじられたこともあり、ハバ

ネロの激辛に抵抗されつつも、栄花さんのハバネロを使った料理を食べられて、

こんなに美味しくなるとは思っても見なかったと、終始ご満悦で「ハバネロ野菜炒

め」「ハバネロ炒飯」「ハバネロ肉詰め」の3品が提供されましたが、すべて美味し

いの連発でした。 

      ＊栄花  〒621-0052  京都府亀岡市千代川町千原1-4 – 8  

                      tel 0771-24-8228 

             http://shinofarm.jp/diary/category/media/ 

今まで、ハバネロは激辛ゆえ、罰ゲームや余程辛いもの好きでなければ、食べ

られないということを言われ続けてきましたが、上手く調理すればこんなに美味し

い料理になることが分かってくれば、間違いなくハバネロが日本の食卓に登るの

も時間の問題と感じております。 

むしろ一部の方から、ハバネロが入った料理を食べたが、辛くないと言うお叱りま

で頂けるようになり、本当に心強く感じております。 

ハバネロ畑で、生産者から説明を受けるラッシャー板前さん 
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ラッシャー板前さんも「これ

は美味しい～」と言っておら

れました。  

4月8日に売り出しました、ハバネロオリジナルソース「篠ソース」は

お蔭様で、全国に広がりつつあります。 

特に東京方面の人気が高く、イタリアンレストラン中心に、取り扱っ

て頂けるようになって来ました。 

   篠ソース取扱店＊ 

     http://www.shinofarm.jp/shops/index.html 

どんな料理にも使えて美味しいというところは、従来のソースとは全

く違う食感です。是非一度ご賞味ください。 

究極の万能ハバネロソース売れています。  

中華料理「栄花」さんの料理を食べて、美味しいを連発する、ラッシャー板前さん                      

                                            篠ファーム ハバネロ担当 

茄子の炒め物は大好物です。  ボンゴレスパゲッティにもよく合

います。   

カレーは言わずと知れた、美味し

いに決まっています。  
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「ハバネロなんでも質問コーナー」開設中 

事務局（ info@kyoto-habanero.com ）宛にご質問いただければ、直接ご質問者にお答え

すると共に、承諾いただいた内容は直近の号でも紹介したいと思います。 

 

匿名希望の方は「匿名希望」と伝えてください。 

                                              ハバネロ友の会事務局 

会員の皆様の宣伝コーナー開設いたします。 

ご自分の会社やお店の宣伝・自己紹介など、案内したい内容がありまましたら投稿してください。 

行政関係の方もどんどん投稿してください。 

ハバネロ以外でも全く問題ありませんので、会報誌を活用していただけたら幸いです。 

 

原稿の締め切りは、毎月5日までお送りいただけましたら幸いです。 

当月の10日頃をめどに、会報誌に掲載して配信致します。 

 

原稿の送り先は、 

         事務局（ info@kyoto-habanero.com ）宛にお願いいたします。 

                                       

                                              ハバネロ友の会事務局 

ハバネロに関心を持たれておられる方がお近くにおられましたら是非お誘いください。 

申込みは簡単で、ホームページより申込みに必要事項をご記入頂き、事務局へお送りし

ていただけるだけで登録完了です。また、いつでも退会出来ますのでお気軽にお申込み

ください。 

メルマガ会員の方には特典も考えております。 

 

会報誌の郵送ご希望の方は1年間分の郵送料と印刷代（モノクロ）・封筒代2,000円を申し受け

ますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。送金は郵便振替(払込取扱票)」にてお願い

いたします。 

 

    ＊口座は 00900-7-122727 ハバネロ友の会です。 

                   (振込み手数料はご負担ください。) 

                                         ハバネロ友の会事務局 

「ハバネロメルマガ会員」ご参加お勧めください。 
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                                信州大学大学院農学研究科 松島憲一 

 

去る8月26日の日曜日早朝に（再放送は9月1日）にNHK総合で「月刊やさい通信」のトウガラシが

放映された。実はこの番組に、私も善光寺門前の七味唐辛子の老舗、八幡屋礒五郎さんとの共同

研究に関してビデオ出演した。 

さて、この番組でも紹介しているように、八幡屋礒五郎さんと共に長野県北部の長野市とその周

辺での七味唐辛子用トウガラシの産地化を今後進めて行くこととしている。一方で、私の住む長野

県南部、上伊那地域でもトウガラシの産地化が着々と進められている。例えば以前に本メルマガで

も書いた、農商工連係で(株)内堀醸造が商品開発・販売を進めている「すっぱ辛の素」の原材料と

なる‘チェリーボム’というトウガラシ品種を田切農産という農業法人が生産している事例がある。こ

の他に私がお手伝いしている案件の中では、駒ヶ根市で信州柚子胡椒の原材料唐辛子品種の生

産、伊那市高遠では高遠藩つながりで新宿の内藤唐辛子を町おこしに活用するといった動きもあ

る。さらに私が直接は関与していないがモスバーガーのハラペーニョのピクルスの原材料を前述の

飯島町の田切農産で生産する計画も検討中との新聞報道もあった。さらにさらに、これら以外にも、

まだ計画中の話もちらほらあるような状況である。 

そして、実は、今年からは篠ファームのトウガラシ生産

をJA上伊那で一部試験栽培的に実施し始めている。これ

ら生産は一箇所の圃場に集中して行うのではなく、JA上

伊那管内の数カ所に分けて栽培されている。上伊那地域

の農業は天竜川流域に広がる「伊那谷」と呼ばれる河岸

段丘を含む平地を利用した耕作が主で、稲、アスパラガ

ス、ブロッコリー、リンゴ、ナシなどが生産されている。しか

し、今回のトウガラシの生産地は比較的山際の耕作地が

多く選ばれている。伊那谷は南アルプス、西に中央アル

プスに挟まれ、その平地と山地の際では獣害が多発して

いことが上伊那農業の問題となっているのだ。軽量作物

で獣害に強く比較的栽培が容易なトウガラシこそ、このよ

うな地域での栽培に向いていると私は考えていることか

ら、このような地域でのトウガラシをオススメしている。し

かしながら、なにぶん生産者の皆さんも、篠ファーム独特

の世界のトウガラシの栽培は初めての経験なので、手探

りで進めてらっしゃるとのこと。今のところ順調に生育し収穫されているようだが、いち早く、この地に

根付いてトウガラシの産地として育ってもらいたいものだ。 

 

筆者サイト「喰いしごき調査委員会」（http://saitamaya.net/carlos/） 

「喰いしごき調査委員会mixi版」（http://mixi.jp/view_community.pl?id=656317） 

twitter （http://twitter.com/#!/CarlosThePepper） 

facebook (http://www.facebook.com/kmatsushima2) 

信州からの唐辛子便り ～信州上伊那でも育っています！～ 
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バングラデシュからの便り  ９月号 

 

ついにバングラデシュのダッカ、名誉の世界一を取りました。昨年はジンバブエのハラ

レに僅差で敗れ惜しくも二位でしたが、新たに掲げた国策が功を奏し、念願の世界一の

座を手に入れました。 

ここまでの道のりはとても長いものでした。数年間、一位の背中が見えていたものの一

歩及ばず、どうやったら一位になれるのか、国を挙げて試行錯誤し国民が一致団結した

結果です。おめでとう、バングラデシュ。おめでとう、ダッカ。 

 

も住みやすい都市ランキング2012 

経済分析機関のエコノミスト・インテリジェンス・ユニット（ＥＩＵ）が世界で も住みやす

い都市を選んだ。今回の調査が安全性・文化・環境・教育・インフラなどの部門について

の総合評価を通じて集計している。 

一位はオーストラリアのメルボルン 

二位はオーストリのウィーン 

三位から五位はカナダ勢 バンクーバー・トロント・カルガリー 

大阪は十二位 

東京は十八位 

下位はバングラデシュのダッカ 

 

                                             Ryo Takeuchi 
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夏真っ盛り食欲減退で・・・となっていませんか？ 

そんな暑い夏に食べたくなるのが南国フルーツ。フルーツはビタミンが豊富で 

身体を冷やしてくれるので身体の中から涼を感じられます。 

南国メキシコはフルーツが豊富な国でもあります。 

その中で代表といえばもちろんマンゴー！！ 

ここ 近は日本にも沢山輸入されて価格もずいぶん

と安くなりましたね。 

メキシコでは季節を問わず食べられますが今が一番

美味しい時期かもしれません。 

さてそのマンゴーどのように出来るかご存知です

か？ 

高さ１０ｍもある木にびっしりとぶら下がるのです。海

沿いにいけばどんどん野生で育っています。たくまし

い・・・ 

 

街のフルーツ屋台でカットされたマンゴーが山盛りで100円なのも

納得できます。 

マンゴー食べ方ですが、メキシコではフルーツの上にチレをふりか

けて食べるのが一般的。 

初めは驚いたのですがやってみるとこれが美味しい！スイカやトマ

トに塩をかけて食べる感覚。甘さが増してさっぱりします。 

写真ではシリアルと蜂蜜がかかっていますがこれも栄養たっぷりで

全部食べたらお腹いっぱいになります。マンゴーだけのフルーツカ

クテルって贅沢ですね・・ 
 

もう一つ、暑い夏にお勧めなのがマンゴーのスムージー。 

本当に簡単です。 

☆材料 

マンゴー 小１個 

お砂糖 お好みで スプーン１杯程度 

美味しいお水 200㏄ 

氷適量  
 

材料を全部ミキサーに入れて氷が滑らかになるまで混ぜれば出来

上がり。 

程よい甘さと冷たさで元気になります。ぜひ試してみてください。 

 

余談ですが・・・メキシコではかわいい女の子のことも“マンゴー”と言

います。 

それほどみんなに愛されてるてことでしょうか・・・？ 

なんだかカワイイですね。 

奈佐有子さんのメキシコのお話 
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さて、これは何のお肉でしょうか？下にあるのはペ

ルーの伝統雑穀キヌアのリゾットです。なんと、あの

キュートなアルパカです。先月アンデス山脈に位置

する世界遺産マチュピチュへ行ってきました。 

マチュピチュへ行くまでにはクスコという世界遺産

に登録されている町に行く必要があるのですが、 

 

 

 

 

クスコは2回目！ということで前回食べてや

みつきになったアルパカをいただきました。 

アルパカは私が住んでいる海岸沿いには

いないので、山岳部のクスコにきたときくらい

にしか食べられないんですね～味は牛肉より

臭みがなく、脂身も少ないです。肉質は硬め

で噛み応えがあります。濃く味付けされたキヌ

アのチーズリゾットとのコンビネーションがす

ばらしい♪いやぁお昼からワインが飲みたく

なってきました。が、高山病にかかってしまっ

た友人と泣く泣く我慢です。 

ＭＵＴＴＳＵＮＮ通信 
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 クスコの標高は３３９９ｍ、少し坂を登ればすぐに息

があがりその標高の高さを実感します。いったん高山

病にかかると吐き気、頭痛、腹痛、、、標高の低いマ

チュピチュではしゃぎすぎたのかクスコに帰ってきたと

たん見事に高山病にかかってしまった友人。食べられ

るのはインスタントのスープかフルーツばかり。なんと

か回復して観光したい、おいしいものが食べたいと酸

素ボンベを吸ってみたりと足掻いてみましたが結局は

予定を早めてクスコを降りることになりました。アルパ

カはそんな彼女のクスコ 後の晩餐だったのです。 

そんな彼女も後日、首都のリマですっかり体調が回復

したらしくセビッチェなど他のペルー料理も堪能できた

よう。やはり高山病には下山が一番の薬のようです

ね。 

 しかしマチュピチュ、ついはしゃいでしまうのも仕方が

ないです。ジャングルに凛とたたずむその姿はテレビ

や雑誌の特集で幾度も取り上げられてきました。彼女

もそんな映像を見て「一生に一度は行きたい」と地球の裏側に思いを寄せてきた日本人の一

人だったとか。せっかく来るならベストシーズンを！ということで貴重なお盆休みを使ってはる

ばるやってきました。そのかいあって当日は穏やかな風が吹く晴天。遺跡をめぐりつつ、リャマ

にお昼を強奪されそうになったり、マチュピチュを眺めながらうとうととお昼寝したり贅沢な時

間が過ぎていきました。 

                                                mutsumi 
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                                 児嶋きよみ(Office Com Junto主宰) 

  

２０１２年８月 Globalsession Report 
 

日時：２０１２年８月１１日(土）１：３０～３：００ 

場所：京都市東山いきいき市民活動センター 

参加者：冨士谷あつ子さん(京都生涯教育研究所）ほか15名・ 

    Margaret(guest Facilitator） 

    児嶋(coordinator）・ 

 

はじめての、京都市内の開催ですが、亀岡からたくさんの参加者がありました。市の名を書い

てない方は、全員亀岡市在住です。 

 

However, One thing I have learned is that most of these "International 
exchange" events don't really involve any actual exchange.で始まる、

Margaretさんのエッセーは、 初から刺激的です。「国際交流と名付けられたイベントは、本当

は、実際の交流になってはいないということを学びました。」 

 

「国際交流と名付けられたイベントは、主に二つのタイプに分けられると思います。ひとつは、外

国人が前に立ち、日本人に、日本に来て何に驚き、自国と日本がどれだけちがうかを述べる場

合と、もうひとつは、日本人が外国人学生や訪問者に"日本の伝統的文化”について述べる場

合です。どちらの場合も、日本人が信じている、ユニークな文化であるという点に迎合し、何か

新しいことを知ろうということからは、ずれているようです。 

より深い文化面での関係を育てて行くかわりに、演じている動物のような感覚をこれらのイベン

トで持ち、ちょっとちがうなというように思えました。」 

 

 セッションの中では、Margaretさんは、このように説明しています。 

「日本の文化は、他と全くちがうと日本人は思っていて、そのようなことを、外国人に言ってほし

いという意志を感じるのです。たとえば、アメリカの文化としては、毎日ハンバーガーを食べてい

て、三ヶ月も夏休みがあって、と聞くと驚く顔が見えて、アメリカ人ゲストは、そのようなことを言

うように。また、学校に呼ばれていくと、子ども達が自分たちで調べた日本文化について発表し

たり、質問してきたりします。寿司は食べたことがあるかとか、習字の方法とか、清水寺は行った

ことがありますかとか、天ぷらは食べたことがあるかとか。つまり、日本人は日本にいる外国人

を旅行者か、一時的滞在者としか見ない傾向があります。」 

 

確かに彼女のテキストの中でも外国人人口について述べています。「一億人の中の２５０万人

ほどが外国人人口としてあげられ、外国人人口が増えつつ在る割には、出生率は低く、日本の

総人口は減少してきています。多くの外国人は、在住し、仕事をし、子どもを育て、税金を払い、

日本人と同様、経済の行方を心配しているのです。」 

セッションの中では、「前で話すとき、黙って聞く聴衆がいて、何も聞かない、言わない姿  



PAGE 10 ９月号 

を見ていると、人前で演じているパンダみたいな感覚になる」という点にも話が及びました。

Margaretさんから見れば、人前パンダでクロスカルチャーにならないというが、聞いている日本

人は、聞くというスタイルを大事にしてきて、それが、日本の文化だったと言えるのではという意

見がありました。  

 

その後、セッションの対話の方向は、多少変わってきました。 

今回の京都でのセッションの共催者である、京都生涯教育研究所の冨士谷あつ子さんから、バ

ズセッションという方法の提示がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     sysad.0kara.org › 第1章【業務と業務改善】 から引用 
 

この方法をMargaretさんも市役所の職員研修で使ったことがあるそうです。日頃、あまり意見を

言えない場合もあるはずですが、このときは、とてもなごやかに話がすすんだようです。アメリカ

人は、人前で話すのが平気なのかと問われたMargaretさんは、「とんでもない。わたしも、話す

ときはこわいです。」と聞いてびっくり。ただ、小さいときから、話すことや意見を持つことが大切

というしつけを家庭でも受けてきてるからと思うということです。 

 

また、冨士谷さんは、アメリカと日本の歴史のちがいについても言及されました。「アメリカは、１

６００年代にヨーロッパのいろいろな国から人が来て設立された国であり、ちがいがあるのが、当

然ということから始まり、自分を主張しなければわかり合えない環境であった。」 

 

現実に、アメリカ人のALTとして亀岡市に来ていた、ローレルさんは、お父さんは、トリニダードト

バコ出身だし、Kim-Chi Doさんは、両親がベトナムからの移民だし、Margaretさんは、お父さん

が、英国国籍を今も保持されているし、アメリカ人でネイティブといってもさまざまな人がいま

す。 

 

外 国 人 は、皆、 旅行者と考える日本人のはなしがでましたが、それよりも日本に住み、在住

しながら子どもを育てている外国出身の方たちが、共に生きて行くための方策やサポートが必

要な方が多いという現実が話題になってきました。  

 バズセッションとは、少人数のグループに分かれて、リーダ進行のもとにテーマ 

 について討議し、グループごとに見解をまとめて報告させる討議の技法です。 

 一般に以下の手順で運営します。 

 1.参加者を6人ほどのグループに分ける 

  2.グループごとにリーダと記録係を決めさせる 

  3.テーマについて10分ほど自由に討議させる 

  4.テーマについての見解をまとめさせる 

  5.リーダにグループの見解を発表させる 

 バズセッションはグループの見解をまとめるのに向いています。  
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＊話せるけど読み書きできない。→学校からのふりがなのない連絡はゴミ箱へ 

                自治会からの連絡もないか、わからない。 

                コミュニティ活動を知らないので、参加もしない。 

                取り決めを守らないという外国人への不満が出てくる。              

＊外国語講座はいろいろ開講されているが、読み書きに必要な日本語講座の数が少ない。 

＊各在住の市町村や学校単位で必要な時代になって来ている。 

  京都府国際センターでは、毎年初級講座が開講されているが、そこへ行くまでの交通  

費や時間が少ない。 

 

Margaretさんから田村太郎さんの話が出てきました。 

京都精華大学での２０００年５月１８日の講演録から 

 田村太郎（多文化共生センター代表）.. 

 www.kyoto-seika.ac.jp/assembly/2000/0518.html から引用 

 

 ◎日本でも地域の多文化化、多様化がおこっている 

 震災で、今まで見えてこなかった、見てこなかったことが明らかになった。 

 １つの国に、様々な民族や国籍を持つ人が住み、現実に存在している。しかし、 

 日本人はそのことを理解できず、震災後またそれを見ないようにした。なぜなら、 

 日本は外国の人のことを想定していないからだ。 

 日本は１つの民族が１つの国を持つ国民国家であるという固定観念を持っている。 

 それが根底にあることをよく表しているのは、日本人が外国の人に対して発する 

 「○○さん、日本に長く住んでおられるんですね。ところでいつお国に帰られるん 

 ですか？」「○○さん、日本に長く住んでおられるんですね。日本語が上手ですね」 

 という、外国の人が不愉快だと僕に話す２つの言葉だ。日本で暮らす外国人がいる 

 ことを当たり前だと思っていない。法律も外国の人が定住することを前提にしてお 

 らず、多様化、定住化に対応していない社会であり、外国の人はどうしても弱い立 

 場にある。国、民族に対する考え方が変わらないと、多文化共生社会の方向には向 

 かわない。 

 

 ◎どうしたら多文化共生社会が実現するのか 

 多文化共生社会を実現させるには、「３つの方向性」が必要だと思う。 

 １つ目は、基本的人権。外国人の子でも、すべての子に教育を受ける権利がある。 

 また、日本で暮らすフィリピンの乳児死亡率が、日本のそれの４倍であることは 

 とてもおかしい。理由はいろいろあると思うが、同じ国で生まれているのにこうも 

 数字が違うというのは、明らかに基本的人権が保障されていない。 

 ２つ目は、力づけ。日本で外国人として暮らすことは普通のことだと言い続けなけ 

 ればならない。少数者でいることはパワーがいるから、側面から支えていく。日本 

 で暮らす外国人が多様性を持ちながら、かつ、権利はイコールにしないといけない。 
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 ３つ目は、協力。１つの外国人問題、移民問題といわれるテーマに、どれだけたくさんの人が

協力して関わってもらうかという視点。 

  この「３つの方向性」をバランスよく考えながら、様々な地域で様々な活動、教育、医療など

が行われていけば実現する。 

１０年以上前の講演ですが、どのようなことが変わったか、あるいは、変えることができたの

か、考える参考になりそうです。 

 

※多文化共生 ・・・ 国籍や民族の異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関

係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと 

               （2006年総務省「多文化共生の推進に関する研究会報告書」より） 
 

 

 
  

Margaretさんは意見として提案をしています。 

 

国際交流という考え方を拡げる必要があり、多様性を受け入れ、理解を深める環境作りが必

要です。別のことばで言えば、多文化共生社会を作ろうという社会をさらに拡げる必要がある

と言えます。このことは、これからの日本にどのようなことを引き起こしていくのでしょうか？ 

   

参加された皆さんも、参加されず、この報告書を読んでいらっしゃる皆さんも、どちらもあなた

のお力を必要としています。ウオーキングをして体を鍛えながら、頭で考えてください。あなた

のごく身近にあなたのアイディアや力を必要としている、友人がいます。 

 
 

 

 

 

 

 

 案内 
 平成24年度 多文化共生コーディネーター育成研修 
「多様性を活力に変える ～外国人住民の地域参画～」 
 
 日時 

      【第1回】 2012年9月1日（土）13：00-16:00 

      【第2回】 2012年9月8日（土）13：00-16:00 

 

 場所  ら・ぽーと （京丹後市網野町網野385-1） 

 

 内容  「外国人住民の参画による地域活性化」 

      講義 「多文化共生と外国人の地域参画」 

  （特活）多文化共生センター大阪 代表理事 田村 太郎 氏  
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 今後の予定 

 

  ９月２９日(土）１０：３０～１２：００ 
 

  場 所 ： ガレリアかめおか３階 第１会議室 

  Guest Speaker ： 高原浩之さん・幸子さんご夫妻 

              ２年間のボストン滞在の後、帰国されました。 

              東北大震災後の街作りの建築提案をされます。 

  Coordinator ： どなたでも 

 

  １０月１３日(土）１：３０～３：００ 

 
  場 所 ： 京都市東山いきいき市民活動センター 

  Guest Spekaer ： Mattew Farrellさん(京丹後市ALT） 

  Coordinator ： 亀田博さん(予定） 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      Office Com Junto     児嶋きよみ 

 
〒621-0815  

亀岡市古世町1丁目２－４１ 

tel：０７７１－２３－６５７９ 

e-mail:kiyomi-kojima@gaia.eonet.ne.jp  



〒621-0008  

京都府亀岡市馬路町狐瀬20-1 

 篠ファーム内 

info@kyoto-habanero.com  

 Fax 0771-24-7885 

■「ハバネロなんでも質問コーナー」開設中 

事務局（ info@kyoto-habanero.com ）宛にご質問いただければ、直接ご質問者に

お答えすると共に、承諾いただいた内容は直近の号でも紹介したいと思います。 

匿名希望の方は「匿名希望」と伝えてください。 

 

■会員の皆様の宣伝コーナー開設いたします。 
  自分のところの会社やお店の宣伝など、案内したい内容がありまましたら是非、投稿

してください。行政関係の方もどんどん投稿してください。 

  ハバネロ以外でも全然問題ありませんので、活用していただけたら幸いです。 

  原稿の締め切りは、毎月末までに頂きました原稿は、翌月の10日頃をめどに、会報

誌に掲載して配信致します。 

  原稿の送り先は、事務局（ info@kyoto-habanero.com ）宛にお願いいたします。 
  

                            ハバネロ友の会事務局 

ハバネロ友の会 事務局 

ハバネロ料理コーナー 

    焼きしゃぶ丼 
 

材料  

      お肉(牛焼肉、細切れ） 

      玉ねぎ 

      ご飯  

      油  

      ポン酢  

      篠ソース   

作り方    

      フライパンに油を熱し油を入れ、お肉を炒める。 

     玉ねぎはスライスして水にさらし、水けをよくとっておく。 

     丼にごはんを入れ、焼いたお肉、スライスした玉ねぎを入れる。 

     後にポン酢をかける、少し篠ソースをかけるとおいしいです。 

     今はやりのトマトポン酢をかけてもおいしいです。 


