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☆ 新情報や季節の

話題イロイロ。 

☆ 海外のお話 

☆ メール会員募集

中。 

ハバネロ友の会会員様 

年が明けて早や2月。 

もうそろそろハバネロの圃場確保や、播種・育苗のシーズンがやって 

まいりました。 

  昨年は何とか大きな気象変動もなく、おおむね予定通りの収穫量で

した。 

 今年はどうなりますやら・・・。 
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この写真は昨年の9月18日に撮ったもので、収穫の最盛期の

画像です。    

              

                      ハバネロ友の会事務局 
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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 

 ぜひ投稿してください。 

 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。 

 

  篠ファームホームページ      www.shinofarm.jp 
 

会報誌の郵送はほとんどニーズがないこともあり、終了させていただきました。 

 
                            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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バングラデシュからの便り （・・ですが、今回はパナマからです。） ２月 号 

バングラデシュからの便り・・・ 

                  ですが今回はパナマからです。 

    

中南米での新たな商材を探す旅は2カ月を越えました。今までに、アメリカ、メキシコ、ベリー

ズ、グァテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカ、パナマと、バスと船で

南下してきました。これから南米のコロンビア、ベネズエラに行き、それからカリブの島に渡り日

本に帰国する予定です。 

 

中米は、ベリーズを除きスペイン語を話します。書くと英語に近い語はたくさんあるものの、

発音すると全く違うものに聞こえてしまい、未だに言葉で苦労しています。それでもなんとか、

一般的に危険と言われる中米を無事に越えることができました。 

残りの一か月を楽しみながら、宝探しの旅を続けます。    

 

                                                   

                                              Ryo Takeuchi 
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節分も終わり新しい節がはじまりましたね 私はなんとなくお正月よりも気分が引き締まるので

すが・・昔は季節ごとに節分があったそうです。節分って季節を分ける節だったんですね～ メ

キシコには節分がありません、と 言うと変ですが・・一年中温暖なので四季がはっきりしてい

ません。寒い12月をのぞいてあとは年中半袖で過ごせます。 

暖かいのはいいのですが、なんとなく1年が過ぎていくので気分が引き締まらないのです。 

メキシコでも3月21日にEl DIA DE PRIMAVERA 春分の日というのが一応あるのですが 

春の気配や陽気ははまったくなく・・『3月21日だから明日から春ですよ』と言う感じ。 

四季の移り変わりを肌で感じる日本人としては少しあっけなく感じます。 

唯一季節を感じるのは市場に出回るお野菜くらいのものでしょうか。 

私はメキシコに行ってはじめて目にしたお野菜がたくさんあります。どうやって食べるのか想像

できないようなもの・・・。 

メキシコで『チャヨテ』と呼ばれる野菜もその一つです  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈佐有子さんのメキシコのお話 

見た目不思議でしょ？ 何か小動物みたいのなですが・・実はこれ瓜の一種なんです。 

日本名はハヤト瓜、このままゆでてとげが柔らかくなったら皮をむいて食べます。 

味は冬瓜のような淡白な味です。メキシコ人はこれにマヨネーズとかチレ(チリ)をたっぷり

かけて食べるのですが私は和風に煮物にしてみました。冬瓜の煮物って言っても大丈夫。 

          ちくちく                 ささると痛いです 

現地の食材で工夫して作る和食。これも海外生活の楽しみの一つかもしれませんね。 

季節を感じるため是非市場をウロウロしてみて下さい～！ 

茹で上がり                   煮物風に 
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1月に続き、美味しい卵料理のご紹介です。 

我が家ではいつも直径18センチくらいのフライパンで、卵4～5個を使って作ります。野菜は

じゃがいも(2～3個)と玉ねぎ1／2個、ピーマン1個、チリ(ハラペーニョやハバネロ)を少し用

意します。 

はじめに薄くスライスした玉ねぎとピーマン、チリを炒めて冷まして、塩胡椒し溶いた卵とあわ

せておきます。 

拍子木切りにして塩胡椒し、オリーブオイルをまわしかけたじゃがいもをフライパンで軽く炒

めたところに、先ほどの卵を加えて蓋をして弱火で焼きます。 

焦げないように、フライパンを時々ぬれ布巾の上で冷ましながら焼くとうまくいきます。 

またひっくり返す時はお皿を蓋のようにフライパンにかぶせたまま、フライパンをひっくり返

し、ひっくり返ったオムレツをお皿からスライドさせてフライパンに戻すと、うまくいきます 

(^-^)/ 

簡単なのに食卓がちょっと華やかな感じになるメニューです。お好みでケチャップ、篠ソース

もかけて、ぜひお試しください。 

我が家の いつものメニュー＋チリ」  

                                            中村まり子 

～スパニッシュオムレツ～ 
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今回ご紹介したいのはペルーに潜む「暗黙の了解」です。 

 

日本の代表的なそれは「嘘と建前」だ

と思うのですが、ペルーのそれにあえ

て名前をつけるなら「嘘と誇張」でしょ

うか。 

 

どの文化にも独特の共通認識があ

り、それはほとんど無意識に私たちの

生活に取り込まれているため、外国

人には暗闇の中に飛んでくるボール

のようで、苛立ちの原因。しかし灯り

がともればボールを交わし、キャッチ

ボールだってできてしまいます。言い

換えれば、それを解明することはその

国の人々の考え方を理解するための

大ヒント。 

 

例えば、日本人は自分のことは過少

評価して話しますよね。「1年間アメリ

カに留学していましたけど、英語はま

だまだ」なんて建前を言ってできるだ

け謙虚であるように勤めます。しかし

ペルー人は間逆。「え、英語しゃべれ

るよ。グットモルニング！」簡単な単

語を少し知っているだけでも話せると

豪語して自己流英語のお披露目は止

まりません。なんて見栄っ張りなんだ

とあきれるだけでいいならまだしも、困るのは道を聞く時に適当な道を教えられること。外国人は

どうしてそんな嘘をつくのか全く理解できず、さらに道に迷って苛立ちは募るばかり。 

 

しかし本人たちは決して意地悪をしているのではなく、むしろ親切心からくる行為。彼らにとっては

道を聞かれて知らないと答えることは相手を冷たくあしらっているようで心苦しいこと。なのでな

んとなくしか知らなくても教えてあげたいのです。 

以前「ＮＯと言えない日本人」というのが流行りましたが、まるでその心理そっくり。しかし似ている

ようでやはり違います。だって日本人は知らない道を教えたりしませんよね。それは常に誠実で

あろうとするから。ではペルー人は不誠実なのでしょうか。 

 

ＭＵＴＴＳＵＮＮ通信 
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もちろん彼らには彼らの考え方があります。例えば友人に恋愛話をせかすときに言うのです「さぁ

全てを、大げさに話して！」と。日本人が誠実であろうとするのは、そうであることを相手からも求

められるから。ならばペルーでは事実を忠実に話すよりも話を誇張してでも「できるだけその場を

盛り上げること」「相手を楽しませること」が求められるのです。ですから聞くほうだって話を鵜呑

みにはしません。大体この話は事実の倍くらいに誇張された話だろうと察しながら、楽しく「お話」

を聞いているのです。 

 

私は「ペルー人」といいましたが、ここでは「ペルー海岸部の人」というカッコ書きが入ります。以前

にもご紹介したとおり、ペルーは地域によって文化の違いがはっきりしています。ペルー海岸部

は植民地時代に開発が進んだところでスペイン文化が色濃く反映されています。そう考えると、

「この場をみんなで楽しく過ごす」ことを大切にするというスペイン人の気質が血の交わりと共に

少しずつ吸収されて、現在のペルーを作ってきたこと、それこそがラテンアメリカという文化圏で

あることに改めて気づくのです。           

 

                                                    mutsumi 



ハバネロ通信２月号  (Office Com Junto) 

PAGE 9 ２月号 

                       児嶋きよみ(Office Com Junto主宰) 

 

2013年1月Global Session リポート 
 
Date：1月19日(土）10:30~12:00 at ガレリア3階会議室 
ゲストスピーカー：Margaret Mannさん 
Coordinator：児嶋きよみ 
Title：Global Sessionについて 
 

参加者：14名 

 

マーガレットさんに、Global Sessionについての意見を書いて欲しいと 

お願いしたからか、ポイントを押さえたテキストが送られて来ました。それを、メールと郵送で、

すぐメンバー登録をしているみなさんにお送りしたわけですが、最初は、TKさんが、ぽつりとひ

とり、会議室にいらっしゃって、「あれ、今日は、少ないのかな？」と思っていましたら、どんどん

増えて来ました。 

 

最初は、いつものように簡単な自己紹介や近況報告から始まりました。 

 

HY ： 新年なので絶対来ようと思って。 

TK ： 友人が昨年亡くなり、続きたくないと思ってトレーニングを始めた。今174ポンドの体重が  

     ある。(マーガレットさん：私は120ポンドで夜時間にトレーニングジム行っているので、 

     少し高価です。）朝晩、歩いていたら警察官に怪しまれるので家から200メートル先のジ 

     ムに行きだした。10:00~12:00だったら、6000円/月。 

HK ： 大津市から来ている。昨年末にフィンランドにオーロラを見る旅行のガイドで行った。 

     教会のミサに行き、賛美歌がすばらしかった。 

MS ： このセッションのファンである。 

YN ： 今日のtitleに興味があって。英語の学習と英語で意見を言うことのコントラストがおもし 

     ろい。 

MO ： いそがしくて最近はあまり参加できなかった。地域の区長をしているし、地域の人口が 

    高齢化していて、訪問しなければならない家がたくさんある。それと、地域の高齢者に 

    祖先や古文書の話を聞くこともしている。 

YH ： 娘といっしょに友人のいるドイツを訪ね、昨日帰ったばかり。ベルリンフィルを聴いたりし 

    てすばらしかった。ドレスデン・ライプチヒも行った。 

MF ： 昨年はいそがしくてあまり参加できなかったが、今年はもう少し時間が取れそう。今日の 

    テーマにとても興味がある。 

TK(W)： いつも園部エリアでだけ動いているので、車でここまで来るのは冒険。息子に子ども 

     が生まれ、その世話を手伝っていていそがしかった。 

マーガレット： 今4年と7ヶ月くらい過ぎ、JETプログラムの仕事は、5年までと決まっている 

    ので、この7月で終了予定。 

SK ： 40年間サラリーマンをして、まだつとめている。(堀場製作所） 
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SM ： Native Kameokanである。 

SF ： 日本語で話します。 

KK ： 今、大学院の論文書きで1日8時間くらいパソコンの前にいる。論文の内容はこの  

    Global Sessionなので、以前の資料を調べているといろいろ見えて来る。 

    今日の参加者は、最初のころからの参加者が勢揃いしていて、とてもうれしい。 
 

セッション開始 
 
マーガレット（M）・児嶋(K） 

 

K : Mのテキストに、”so much time is taken reading the text that conversation time is   

    restricted. ”と書いてあり、読む時間が長いと、話す時間が足りなくなるということな 

  ので、テキストが一枚に短くして書いてある。では、 One of the best parts of the Global  

  Session format is that no one is required to participate in the conversation;とあるよう 

  に、Global Sessionの方法でとても良い点である、「誰も対話の中に参加するよう要求され 

  ない」ので、「話したくなるまで待つ」ということが書いてあるが、その点について皆さんの 

  考えはどうか？ 

M ： 誰でも英会話講座などで言うように強制されるとナーバスになる。ディスカッションでは 

   この方がいい。 

MS : 最初は、英会話の方法しか知らなかったので、奇妙な感じがした。でも強制され、言う順  

   番が来ると思うと、どきどきするので、ここでは、聞くだけでもいいと知り、とても楽になっ 

   た。トピックスについて自分が興味があると、とてもおもしろい。英語のチャットをしている 

   ようで、プレッシャーが無い。 

M ： この方が、より自然な会話ができるので、英語も使いやすいと思う。 

K ： 「いろいろなトピックスについて自分の意見を述べるのがいい」とも書いてあるが、「自 

   分の意見を述べる」という点についてはどう思うか？ 

M ： これは、ステレオタイプだと思うが、「日本人はあまり自分の意見を言わなくて、アメリカ 

   人は言う」とも言われている。 

K : でも、Mattさんの10月のテキストの場合など、「Blue Eyes」というタイトルの中で、 

  「青い目ね」と言われ続けて、長い間、それが、「BODYのことをいうことはいけない」と言わ 

  れてきたアメリカ社会で育ったためにとても苦しんだという内容でした。でもそのことを私た 

  ちに言えたのは、4度目のゲストとして参加した時であった。 

M ： そのBODYのことでは、わたしも経験がある。知らない女の人が、私の腰のあたりをさわ 

   り、「スマートな体やねえ」と言った。鼻をさわられたこともある。子どもならわかるけれど 

   も、大人がやる。 

MS : 20年前に学校でInternational Communication Programというのがあり、外国人を 

   初めて見た子ども達は、口々に指を指し、「あっ、外人や」と言っていた。20年後の今は 

   子ども達が大きく変わり、そのようなことはしないし、言わなくなったと思う。 

M ： 最近のことだけれども、私と日本語で話していて、全然気にしない子が増えた。これは、 

  テレビや学校にALT(英語指導助手）が定着したことなどが原因かもしれない。 

MS ： 日本は人種がほとんど同じだけれども、昔いたシンガポールなどは、ばらばらである。

学校で友達とは、いろいろなことばで話していて、授業が始まると、英語だけになり、家に帰る

とそれぞれの家のことばで話している。 
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M ： アメリカ人でも自分の意見をはっきり言わずに考え言う人もいる。日本語と英語の構造 

    のちがいもあると思う。日本語は、デザイン的な言語だと思う。最初は日本語で話す時、 

    完全に話さないと笑われると思ってプレッシャーがあった。 

YN ： 英語の方が話す時に自由を感じる。 

M ： 4年前に日本に来た時には、別の自分が日本語を話しているようだった。今は、英語を 

    話す自分と、日本語を話している自分が、だんだん近づいて来たように思う。 

    英語の方が、まず、「私は・・・」と主語を先に言い、自己主張が強いようにみえる。 

MS ： 英語を話していると、性格も変わるような気がする。子どもの時の通知表には、いつも 

    「静かな子」と書かれていた。英語を話し始めると変わったみたい。 

M ： 私は、小さい時は、「はっきり話すがtoo muchと書かれていた」 

K ： テキストに 「to improve their skills by communicating with native speakers. 」と書かれ 

   ているが、Nativeのゲストは、アメリカ以外は、英国と南アフリカのゲストだけで、カナダの 

   ゲストはフランス語圈からだった。NativeとNon Nativeのスピーカーの参加については、 

   どうですか？ 

M ： みなさんは、何かちがいを感じましたか？ 

    (一瞬シーンとなる） 

HK ： アクセントなどのちがいはあるが、 
    このセッションのメインは、Topicsだから、国のちがい 
    がおもしろいのだと思う。ヨーロッパやアジアなどバラエティに富んでいるほうがいい。 

M ： 英会話講座であれば、Nativeの方がいいと思うが、フリートークの場合は、英語が第2言 

    語の人でもいいと思う。京都府国際センターのフランス人のアリスさんなどは、とても流 

    暢な英語を話す。 

MO ： 英語は、もともとNativeから習っていた。最近は、世界の中で英語を話す人口はとても 

   多い。ラジオでもいろいろな英語が聞こえて来る。Globalというのは、いろいろな世界という 

   意味だと思うので、いろいろな国の人を呼んだ方がいいと思う。 

TK ： 英語は国際語だと思う。仕事でいろいろな国(25ヶ国）に行ったが、いつも日本英語で 

   話していた。学校時代は英語を学習しても話すことを強要されなかった。大学に入って 

   初めて英語で話す練習をした。退職後、「英語を話さなくなると忘れてしまう」と心配だった 

   が、ここに来て話す場がある。今孫が6年生で英会話を習い始めた。中学校へ行ったら、 

   自分と英語で話せたらいいなと思っている。 

M ： 英語は使った方がいいと思う。2006年に初めて日本に来たときには、私は、日本語が 

   通じてとてもうれしかった。最近はちがうが、当時は完璧な日本語を話さなければならない  

   と思っていた。「私は、Nativeの日本語スピーカーではないのだから」と今は開き直って 

   気にならなくなった。 

MS ： TKさんと同じような体験をした。シンガポールは特別だけれども、公用語は、英語だ。 

    家庭では中国語や、マレー語などそれぞれに使っていて、授業では英語だけれども、方 

   言英語みたいなものだ。それでも、シンガポール人全員が英語がわかり、仕事の範囲も 

   広がる。英語は道具という感覚が強い。完全であることを強要されない。 

M ： Nativeと言われている人も完全ではない。いろいろいる。 

K : 日本語のNativeもパーフェクトではないでしょう？ 

SK ： 堀場製作所では、外国人は多いがNativeは少ない。フランス人以外は英語を話す。英  

語を話す人の数が増加しているのを実感する。 
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 M ： フランスに行った時は、店の人に英語を話すかどうかを聞いて買い物をした。 

HK ： スイスでは、4ヶ国語が公用語で、ジュネーブを発車した電車は、フランス語で案内 

    し、チューリッヒに着いたころには、ドイツ語になっているというようなことがある。 

    スカンジナビア半島では、スエーデンは、英語がOKで、カナダは、2ヶ国語である。 

M ： スペインに行った時、英国のそれぞれの地方から来た人たちの、英語がわからなかっ 

    た。 

YH ： さっきのNativeの話だけれども、マーガレットさんのようなNativeの話は分かりやすい。 

     一方、Non-nativeの英語も複雑なことを言わないのでわかりやすい。 

MF ： トピックスについてであるが、自分たちの身の回りのことを取り上げると話に入り込み 

    やすいのではないか？たとえば「スーパーマーケット」など。比較もできるし。また、現 

    在の問題などもいい。 

M : Mediaを使うのもいいと思う。たとえば、NPR(National Public Radio）などは、Iphoneでも 

   音声のニュースをキャッチできる。40秒間。 

MO ： パソコンからとは、またちがうのかな？ 

K ： 「身近なトピックスを選ぶのがいい」という意見が出ています。このGSでは、主として今 

   までは、ゲストに選んでもらう方法と、今回のようにマーガレットさんに、「GSについて書 

   いて」とこちらが選んだのを、書いてもらう方法と両方やって来た。 

   参加者が提案するテーマもいいようだ。たとえばリポートを送った時に取り上げたいテー 

   マがあったら知らせてと書く方法もあるし、この終了後に聞く場合もある。それと、Mediaを 

   使う方法もあるということを知ったので利用できると思う。 

   「今日は、最初から参加してきた人や、最近続けて来ている人などさまざまな参加者が 

   あり、とてもおもしろいセッションになりました。ありがとうございます」 

 

 

  セッション後は、マーガレットさんを含め、希望者がいっしょにランチを楽しんで、話の続き

ができました。 
 

 

  3月のお知らせ 

 
  3月2日(土） 10:30～12:00  

 

場所：京都市東山いきいき市民活動センター 

              (地下鉄三条・京阪三条 南東へ10分以内） 

 

    ゲスト：アリスさん(フランスの少子化対策） 
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Global Session 
 

                                               Margaret Mann 
 

     I have been participating in Global Sessions for a little over four years now. During that 
time I have participated both as a guest and as a general participant, giving me the opportunity to 
experience the event from different perspectives. Overall, I think that Global Sessions are highly 
effective as an opportunity for learners of English to improve their skills by communicating with 
native speakers. It is also a good opportunity for all the participants, both Japanese and non-
Japanese, to discuss their opinions on a variety of topics with people of varying backgrounds. 
However, there are some aspects of the Global Session that I feel could be improved. 
      One of the best parts of the Global Session format is that no one is required to participate in 
the conversation; it is acceptable for participants to listen to the conversation until they are 
comfortable joining the conversation. However, I feel that the guest and the coordinator often 
dominate the conversation. I often notice that participants are trying to join but have difficulty 
cutting in. While it is important for people to learn how to join a conversation effectively, it might 
be beneficial to pause every now and then and ask if anyone has anything to add. This way no one 
is forced to speak, but those who wish to will have the opportunity. 
      I also feel that too much time is taken up by the reading of the text. I think that it is good to 
have a text that participants can use to prepare for the session, but so much time is taken reading the 
text that conversation time is restricted. It might be helpful to limit the length of the text to one A4 
sized page. Then the coordinator and guest can expand on the topic through their discussion. This 
way there is still a text, but the event will become more focused on the conversation. 
      Finally, it might be fun to introduce other media into the Global Session. For example, 
instead of reading a text, perhaps we could show a short video related to the topic to help 
participants with their listening comprehension. Many of the topics concern current events and it 
would be interesting to introduce an outside source. Many of the participants come every month and 
introducing a new medium could challenge their listening skills. 
      In conclusion, I think that the Global Session is a very effective form of discussion group, 
helping participants improve not only their listening skills, but their skills at expressing their 
opinions. However, now that the session has been going on for so long, it might be a good idea to 
alter the format slightly to fit the needs of the participants.  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



〒621‐0008  

京都府亀岡市宮前町神前上長野2  

有限会社篠ファーム内 

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 

       ギュ牛辛丼   
材 料  牛細切れ  

      玉ねぎ  

      青ねぎ  

      味噌（田舎 赤） 

      酒 みりん 砂糖 塩 ハバネロ 

      御飯 

作り方  味噌を調味料とあわさ味噌を作り、ハバネロのみをスライスし入れる。  

      牛細切れにハバネロの味噌をつけて置いておく。   

      玉ねぎは厚めのスライスする。青ねぎは小口切する。 

      フライパンに油をいれ熱し味噌に漬かった肉を炒める。 

      スライスした玉ねぎをいれしゃきシャキ感を残して炒める。     

      丼に御飯を入れお肉の炒めたのを入れ、上に青ねぎのせる。 


