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いつもより早い梅雨に入ってしまいました。今年の予想では夏は猛暑になるともいわれていますが、例年に無

いくらいの暑さだと暑さ真っ盛りの日に言われても、毎年暑いじゃないかと言いたくなる位です。それでも冷夏

は人にとっては良くても作物にとっては一大事です。さて、今年は作物にとってはありがたい夏になるのか・・・・

ハバネロの苗たちも定植に入りました。それぞれの生産者の方々によって植えられ、それぞれに大事に育てられ

ています。 
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事務局からのお知らせ 
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どこもが良い空気の中ですくすく育っています。大事にされているのがよく分かります。 

 

 

 

 

入梅の季節 ジメジメしていやですね。日本は湿度が多いのでだるーく感じてしまいます。 

メキシコは湿度があまりないので暑くても日陰にはいるとひんやーり、いい風を感じる 

ことが出来ます。 

さて今回はメキシコシティから車で約 1時間 常春～常夏の街クエルナバカ 癒しスポットの紹介です。 

Mision del sol  ミッション・デル・ソル と言うリゾート施設。広大な手入れ行き届いたお庭が広がる気持ち

の良いホテルです。実はクエルナバカにお住まいの日本人造園＆園芸家の方がお庭を管理されていて、それはそ

れは素晴らしいお庭です！(常春なんで) 野鳥や蝶が遊び、何処にいても水の流れる音が聞こえリラックスでき

るようにと設計されているとか・・素晴らし気配りですねー 

   

そのお庭の中に点在する宿泊施設(コテージ)は十分にスペースがあり、ヨガや瞑想のためのスペースやオーガニ

ックにこだわったレストランなど長期滞在でもゆっくり過ごせるよう 

奈佐有子さんのメキシコのお話 
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私はお庭に入ったとたん息をのみました～素敵過ぎて・・・緑々した写真が多くてすみません。 

さて下の２つの写真これは何の木だかわかりますか？ 

シナモンの木とコーヒーの実 なかなかメキシコでも見る機会がありません。 

何千種類かの木があるそうですが～管理されている方も正確にはわからないそうです 

そのへんの植物園よりすごい！     

  

庭でゆっくりすごして森林浴、体の中からリラックスするのにぴったりなホテルです 

メキシコシティの疲れを癒すのにいかがでしょう？  
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さて、私はどこにいるでしょう？  荒地と青い海と空。 

一生懸命にエビをつつく、 

あざやかなピンク色のフラミンゴ。 

飛ぶように海中を泳いでみせる世界で 3番目に小さなペンギン。 

牛のような鳴き声の巨大な陸ガメ。 

                    

日光浴ばかりして岩のように動かないイグアナ。 

陸ではお昼寝ばかりしているアシカ。  

大人が寝ている間を行ったり、来たりと好奇心旺盛なアシカの赤ちゃん。 

水色の足がチャームポイント青足カツオ鳥が魅せる上空からの華麗な漁ダイブ。 

夜になると船の明かりに引き寄せられてくるベジタリアンのサメ。 

おいしそうな毒リンゴ。 

上空から獲物を狙う王者鷹。 

ＭＵＴＴＳＵＮＮ通信 
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真っ白な砂浜と青い海と空だけが広がる海岸。 

ダーウィンに進化論のインスピレーションを与えた島々・・・ 

と言えばもうおわかりですよね。 

そうです、ここは太平洋に浮かび、エクアドルに属するガラパゴス諸島です 

 

Mutsumi 

 

                                        

 

 

わが家のいつものメニュー+チリ 

～辣鶏丁（ラージーディン）～ 

  

暑い季節になると食べたくなるのが、中華料理の 

鶏肉の唐辛子炒め、辣鶏丁です。 

ビール好きにはたまらない一品です。 

  

【材料 2 人前】 

鶏肉（ジューシーなもも肉でもヘルシーなささみでも 

OK です） ささみなら２～３本 

白ネギ 小口切りにして 1本ほど 

鷹の爪 ちぎるか刻んでたっぷり 

実山椒（花山椒） 適宜 

生姜  粗みじん切りを少々 

  

【作り方】 

① 鶏肉は小さい細切れに切り、塩コショウ、酒、醤油で下味をつけ、片栗粉を少しまぶすかそのままで、フライパンで

少々の油でこんがりするまで炒めておきます。 

カロリーの気にならない方は油で揚げても美味しいです。我が家では肥満気味の主人に配慮して炒めています(^_^)v 

② フライパンに少々の油を敷き、弱火で鷹の爪と実山椒を香りよく炒め、そこへ①の鶏肉と白ネギ、生姜を加えてさっ

と炒めます。 

最後に醤油を少々回しかけて出来上がりです。 

  

このレシピは、上海在住の折にいろんなレストランで味わった辣鶏丁を参考に、わが家流に簡単でヘルシーにアレンジ

したものです。 

お店によっては、鶏肉はどこ？というくらい唐辛子ばかりの真っ赤な一品もありました(;´∀｀) 

唐辛子を弱火でゆっくりと焦げすぎないように香ばしく炒めるのがポイントです。 

辛いのがお好きな方は鷹の爪と実山椒をたっぷり、苦手な方は少しに加減してお好みで作ってみてください。 

  

by Mariko Nakamura 

 

 

中村まり子さん寄稿 
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 2013年 6月ハバネロ通信 

  Office Com Junto 児嶋きよみ 

 

2013年 5月 GlobalSession リポート 

期日：5月 18日(土） 10:30̃12:00 

場所：ガレリア3階 かめおか市民活動推進センター 第 4会議室 

ゲストスピーカー：Margaret Mannさん 

Coordinataor：佃 れい子さん 

Title:The Desk Job   

   －The Way We Work is Killing Us－ 

 

参加者：18名 

   Margaret さんがこの 7 月で JET プログラムの最終年を迎え、退任するということで、始まる前からそれぞ

れが、「今後どうするのかな？」という思いがあり、話がはずんでいました。(日本語で） 

 

   彼女は、あらためて、「この 7 月で 5 年間の CIR(国際交流員）を終了し、イギリスへ向かうこと・父親の

出身地であり、今も英国国籍であること・そのため、彼女も最近英国パスポートを申請し、自動的に取得したこと・

仕事は英国のロンドンへ行き、親戚の家にしばらく滞在しながら探すつもりであること」を説明しました。(英語

で） 

 

自己紹介から 

RT：以前、亀岡市交流活動センターの英語講師として長く指導をしてきた。夜の講座のためには運転が不安になり、

今は中止している。 

HY：今日の Topics がおもしろくて参加した。なぜなら、自分も長く、銀行員だったので、ずっと座り続ける仕事

だったから。 

SF：最近は五つの「ご」でいそがしい。 

  １．英語の本を読み込む講座に出ている。(英語の「ご」） 

  ２．中国語も学習中(中国語の「ご」 

  ３．囲碁クラブに入っている。(ｸﾗｼｯｸﾃｲﾘﾄﾘｰｹﾞｰﾑと本人の説明）（囲碁の「ご」） 

  ４．孫の守(孫の「ご」） 

  ５．親の介護の「ご」 

KT：今日初めての参加だが、さっきガソリンスタンドで知り合いの船越さんに会って「どこ行くの？」と聞いたら、

「ガレリア」「ぼくも」と言う会話があって来て、びっくり。 

TN：1月か 2月に Margaret さんの書の展覧会を見た。それは、日本人のより美しかった。   

今日が最後ということで、そのことを、直接 Margaret さんに言いたかったので参加した。 

SM：高槻の出身で梅田で長く仕事をしていた。今は曽我部町で仕事をしているので、電車通勤をしなくていいのが

うれしい。児嶋さんとは、子どもを妊娠しているときから知り合い、今はその子が千代川小学校の 2年生になって

いる。 

児嶋きよみさん寄稿 
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YH：Margaret さんは、本当によく仕事をしていたと思う。それで、別れがつらい。この 9月に英国へ行く。(英国

で Margaret さんに会えるんじゃあないの？とメンバーから） 

MH：6才の娘がいて、アメリカ人と結婚している。アメリカに住み、2年前に家族で帰国した。 

MF：チャンスがあれば、みんなで英国に行って Margaret さんと GlobalSession をしたい。 

  (「ヨーロッパでもいいね。Kim-Chi Do さんは、ドイツにいるし」という声） 

 

佃：これからセッションを始めますが、いつでも入って来てください。今日のタイトルは、「働き方」です。最初

にテキストを見たときはびっくり。体を動かさずに頭ばかり使い、ほとんどスクリーンを見つめ続けていると、ス

モーキングと同程度の体への影響が出ると書いてありました。その点から少し、マーガレットさん、説明を。 

M: 4 時間以上座り続けていると、普通に血液が流れなくなると聞いたのです。短命という意味ではスモーキング

とおなじくらいダメージを受けるそうです。 

KK：10時間以上もコンピューターの前にいるのですか？ 

M：帰宅しても、E-mail したり、ニュースを見たり、実家とスカイプしたりしていると、一日に８～１０時間、ス

クリーンを見て居るのは普通と思います。 

KK：それって他の人も？ 

M：市役所では、ランチの時でさえ、みんな見ていますよ。私は、そのダメージの話を聞いてから、時々、立ち上

がり、立ったままで本を読んだりしています。 

SF：スモーキングブレークはないのですか？ 

M：私は、吸いませんので、スモーキングブレークは難しいです。今は週に 2 回ガレリアに来ているので、昼食時

間は、お弁当を持って外に出て新鮮な空気を吸っています。 

MF：スモーキングと同じように肺がんなどが起こるのですか？ 

M：肺ではなくて、体を動かさないと、腎臓が眠ってしまい、血液も動かなく 

なるし、酸素が取り込まれなくなるそうです。 

佃：1980̃1990 年代にエコノミー症候群がいわれだし、飛行機内での 

問題が出て来ましたね。 

M：アメリカから日本に来るときに、一度中央の座席になったことがあり、 

4 時間ほど続けて座っていたことがあります。その時は、足首が普段の 

2 倍くらいになり、あとで医者に行ったことがあります。 

MF：足をうごかさなかったのですか？ 

M：やったんですが、やはり、立ち上がって動かす方がいいと書いて 

あります。 

HK：ロングフライトでは、このごろは、自分で気をつけるようになってきたと 

思います。また、乗務員も水分を取るように、結構勧めて回っていますね。日本人は遠慮深いのであまり、言わな

いでとなりの椅子の人に気を使ってしまいますね。 

M：私は、隣の人が立ち上がると自分も用事がなくても必ず立ち上がりどこかに行くことにしています。その時の

ほうが外に出やすいので。 

HK：リクエストできるなら、窓際のシートは短い距離の時だけにしたほうがいいですね。 

KT：いい方法がありますよ。前の人の座席と自分のシートを持ってぽーんと座席を超えて飛ぶんです。 

M：飛行機に乗ると、背中が痛くならないかといつも考えてしまいます。Korean 航空やキャセイ航空だとあまり日

本人がいなかったり、日本語が通じる人がいなかったりで、「すみません」と言えなくて、身振り手振りでお願い

しなければならないのです。これと同じように、8時間座る日々を 5日間続けるのは、仕事としては、しんどいで

すね。 
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KK：先生の仕事をしている MSさんに聞いてみましょうか？ 

MS：ずっと立っているし、ずっと動いています。でも検査をしたら、血圧が高いので糖尿病の方と同じく、エクサ

サイズをしなければなりませんと言われました。毎日立ち仕事で動いているというと、それでは、充分ではなくて、

汗が出るまでやらなければと言われました。 

KK：その原因は給食じゃないんですか？ 

MS：私は給食を食べ過ぎているのでしょうか？ 

SM：カロリーチェックが書いてあるけど、子ども用でとてもカロリーが高いですね。 

MS：それで、私は、スポーツジムに行くことにしたのです。 

M：私の場合は 4 時間以上座っているような仕事で、座る時間が長いと、ジムに行ってエクササイズするだけでは

だめで変わらないそうです。 

KK：このようなことは外国では、解決がされている課題なのですか？ 

M：日本では、市役所などは、昼食時間にもひとが来るので、同僚の人達は事務所にいますね。わたしは、今 27

才になって、体力がなくなって来たと感じます。 

MF：身体年齢は、50才くらいと言えますか？ 

M：そこまでは、行っていないと思いますが、たぶん35才くらいかと。つい最近までひと月ほど毎日ひどい頭痛が

あっていろいろな医者にも行きました。ストレスかもと言われましたが、整形外科で X線を取ってもらうと、正常

な場合は Cカーブと言われるカーブが首にはあるのですが、私の場合は、真っ直ぐになっていて、これが頭痛の原

因ではないかと言われました。１週間に一回接骨院に行って良くなってきました。 

 西欧諸国では最近は、自分用の椅子を買って入れることもできます。また、自分に合う机なども入れる場合があ

ります。時には、スタンディング用の机もあります。メディスンボール(ヨガボール）なども椅子の代わりに使っ

てバランスを取っている人 

もいます。 

KA：日本のいくつかの会社も取り入れていると聞いたことがあります。 

M：このことは日本の会社も真剣に考えた方がいいと思います。 

KK：それは、病気が出て来たから取り入れたわけですか？ 

M：どうしてそうなったのかはよく知りませんが、若い人が 

入って来てリクエストしたのかもしれませんね。昔、私は、 

４つのスポーツと３つのダンス 

教室に行っていました。そのほか、バイトで図書館員として仕事をし、ずっ 

と歩き回っていました。最初に日本に来て仕事を始めたとき、2時間ほどずっと座っていたら、足が動かなくなり、

トイレの中で運動したりしていました。それまで、そんなに長い時間座っていたことがなかったのです。 

KA：私も運動していますよ。 

M：office 環境もフレキシブルであってほしいと思います。 

佃：仕事をしている人が、その環境でダメージを受ければ会社も損のはずなので、もっと真剣に考えたほうがいい

のではないでしょうか？ 

M：私もそう思って、毎日交替でやる朝のスピーチの自分の番の時に話しました。「8 時間くらい座り続けていた

ら体に良くないらしいので、ばかげていると思っても、体操などを体操などをしたほうがいいですよ。」と。その

反応は、「そうそう、その通り」と言われたけれど、それだけです。 

HK：椅子の交換などリクエストはしたのですか？ 

M：Noと決まっているから言っていません。ひとりで変化させるのは難しいです。 

HK：ボスに言えば？ 

M：ボスとの関係は、魚釣りなどもいっしょに行くくらいで親しいのですが、そのボスも 1 人では決められないは
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ずです。市役所でお客さんが来て、係員がヨガボールの上に腰掛けていたらびっくりするでしょう？プライベート

の会社でなら、言ってみると思いますが。 

税金で動いている所では無理と思います。 

KA：日本のシステムが悪いと思いますか？ 

M：アメリカでも公共機関では同じです。日本だけではなく、フレキシブルではないです。 

KK：交流活動センターで仕事をしていた時には、あまりそのようなストレスを感じたことがないのですが。 

M：私も交流活動センターでは、何も感じていませんでした。 

SM：市役所は事務所がせまいと思います。もっとスペースがあるほうがいいですね。他のいろいろな場所で仕事を

してきましたが、もっと動きやすかったと思います。 

M：うしろにはキャビネットがあり、机の下には、ファイルの詰まったキャビネットがあり、足も動かせないです。

節電で昼の時間は電源を落とすし。 

MS：大学生の就職活動も始まっていますが、大体は、このような事務職を希望し、体を使うことを望まない傾向が

ありますね。 

M：office の仕事の仕方も変わってきたのですね。E-メールがあるので、 

聞きに行くとかで体を動かしません。 

MS：資料もコンピューターの中に keepされているし、どこかへ探しに 

行く必要もないし。それで、ますますコンピューターの画面から離れにくく 

なっていますね。 

MF：ファイルを取りに行くとかもなく。 

KA：仕事を終わってから、どれくらい E-メールを？ 

M：家に居るときはずっと。アメリカのテレビもコンピューターから 

見て居るし、ニュースも。月曜から金曜までは合計 10̃11時間見て居ますね。ウイークエンドはなるべく違うとこ

ろへ行って見ないようにしていますが。それでも、ウイークデイの夜も、太鼓のグループで太鼓を叩いたり、ヨガ

や習字も行っています。 

MS：コンピューター無しのくらしは想像できますか？ 

M：それは難しいと思います。大学生の時にはラップトップ型で、今は I-phone で。 

電話番号なども記憶しなくなったので、脳も変化してきていると思いますが。 

佃：無くなったら、パニックになる？ 

SK：ロンドンへ行ったら市役所で仕事をしたいですか？ 

M：絶対したくないです。 

SK：どんな仕事をイメージしていますか？ 

M：今は全然考えていません。亀岡での仕事が初めての仕事だったので。 

オフィスの環境としては、例えばアメリカの父のオフィスはもっと広くてプライバシーもあり、立って動くスペー

スも充分あります。 

KA：お父さんはどのような仕事を？ 

M：コンピューターワークで、カンザスシティにいるのですが、データベースを作るような会社を持っています。

自分のオフィスにはドアが無いのですが、3方向に壁があり、立って指示をしたりしています。座り方もフレキシ

ブルでプライバシーもある。隅にボールがあるかもしれません。 

KK：今のところ、二つの問題が出て来ていますね。一つは、コンピューターに頼った暮らし方になってきている点

と、もう一つは、オフィス環境ですね。机の配置でもずいぶん変わります。以前 OSU-K が 1990 年に作られた時、

オフィスはアメリカ風にセッティングされました。どの机もばらばらな向きをしていて、机を合わしたような配置

ではないので、向こう側に誰も人がいないのです。パテ－ションが無くても、プライシーが保たれました。ところ
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が、1996年に OSU-K が撤退し、市役所の OBがボスとして来るようになってから、机が向かい合うようになり、最

初はとても窮屈でした。 

M：仕事場では、電話でも自分のことが話されているとわかるのに、そのことについて話すのは、30分後に、「さ

っき、あなたのことで電話があったんだけど」 

などと言われることがあります。 

HK：そこのオフィスのスタイルなんじゃない？ 

佃：外国人がひとりだけで遠慮してるの？ 

M：5年もいると、誰よりも長くいることになり、外国人と見られる 

ことはなくなってきました。新しい担当者が来るとそのたびに最初は 

距離感がありますが。 

KK：コンピューターライフについてはどうですか？ 

M：年配の方は時々「Google ってどういう意味？」などと私に聞いてき 

ます。コンピューターは使うけれどなんでも知ってやっているわけでは 

ないのに、外国のことは外国人に聞いたら何でも知っていると思っているみたいなのです。 

M：コンピューターライフというけれど、とてもおもしろい話があります。新しい ALT(外国語指導助手）が亀岡に

来て、レッスンプランをほしいと言ったら FAXで送って来たので、「E-メールでください」と言ったら、E-メール

で先生が作成したのをプリントし、それを FAX で教育委員会に送り、それをスキャンし、E-メールに載せ、その

ALTに送って来たそうです。なぜ、直接 E-メールで本人に送らないのか、時間の無駄ではないかと言っていました。 

KK：以前のゲストの Masonさんがそう言っていましたね。 

それとは、別に、わたしは、この 12 月から 1 月にかけて、2 ヶ月間ほどずっと朝から真夜中まで論文書きでコン

ピューターの前に座っていて、離れるのは、夕食の買い物と調理するくらいだったのですが、そのことが、気分転

換になるのでとてもうれしかったことを覚えています。やはり気分だけでなく体にもストレスが溜まり、2月はほ

とんどパソコンの前に座りたくなかったです。 

M：自分で用事をつくって体を動かさなければだめですね。 

KK：さっき、SK さんが、「ロンドン市役所で仕事をしたいか」と聞かれたのは、「このようなオフィス環境で仕

事をしてきて、それでも要望されたらどうする？」というような意味だったと思いますが。 

M：オフィス環境をインタビューの時に尋ねてから決めることになると思いますよ。 

MF：5年間長い休暇はとらなかったのですか？ 

M：もちろん取りました。アメリカの実家に帰ったり、ドイツに行ったりしてフラストレーションを解消してきま

した。 

KK：CIR(国際交流員）を亀岡で 5年間やったのは、マーガレットさんだけですよ。 

M：JETとしては、3年間が上限ですが、市役所などの勤め先が要望すれば、5年まで延長できるのです。 

MF：50人以上の仕事場で労働環境があまり良くなければ、医者に言った方がいいんですよ。机とか椅子の交換も。 

KK:  働いている人が認識しないといけませんね。 

SF：電気関係の仕事場で仕事をしてきたのですが、会社で一時、それぞれの前にパテ-ションが置かれたのですが、

すぐに取り除かれたことがあります。「壁より人を見るほうがいい」という声が多くて。 

M：高いパテーションは、孤独を感じる場合がありますね。パーソナリティスペースがあれば、壁は必要がないで

すね。でも、自分の机や椅子はたとえ、仕事場でも自分の物と思います。以前仕事場に掃除の人が夜入って来て、

下に置いてあったハイヒールが朝行ったら新聞紙を引いて机の上においてあってびっくりしたことがあります。

「机は私の物でだれもさわれない」というのが私の考えです。 

佃：アメリカへ行ってホームステイをしたとき、ホストのママに「いないときに部屋に入ってもいいですか？」と

聞かれ、「どうしてこんなことを聞くのかな」と不思議に思ったことがあります。プライベートに関しての文化が
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ちがうのだと今はわかりますが。 

M：断りもなしに、両親が私の部屋に入ったら、声を上げると思います。 

KA：いくつぐらいから自分の部屋があったんですか？ 

M：5才くらいです。 

SK：亀岡でもう一回仕事をしてと言われたら、しますか？ 

M：すでにイギリスへ行くと決めたので、行くと思います。それで、今は 

もう変えられないです。 

SK：聞いたのは、日本は安全という面からは、他国に比較できない面があるからです。 

YH：コンピューターを長く見て居ると目が疲れるので、保護用眼鏡がありますね。 

M：私も持っています。 

佃：一言在ればどうぞ。なければこれで。 

KK：7月にもう一回できませんか？ 

M：7月最初なら。 

KK：では、7月 6日(土）１０：３０～１２：００ ガレリアで。 

終わったらさよならランチパーティをしましょう。 

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。 

今回はいつもより、細かく書き上げて見ました。これは、すべて 

英語で行われたセッションです。 

セッション中に児嶋は日本語でメモを取っていて、録音した 

テープ(英語）をあとで聞きながら付け足しました。 

いつもこのようにやっています。ご自身で録音も OKですよ。 

1.5時間分を集中して聞くのは、なかなかですが、いい学習方法に 

なると思います。 

 

 

 

 

information 
 6 月 22日(土）10:30̃12:00 関西フランス学院で 

   (場所の詳細は後日お送りします・二条城の北の堀川丸太町交差点近くです） 

  ゲストスピーカー：カルドネル佐枝さん他（保護者会の方々） 

  Coordinator：児嶋きよみ 

  フランスの少子化社会脱却の方法が最近よく言われています。 

  実際の声をお聞きしましょう。 

   (中心言語は日本語で・英語・フランス語もあるかも） 

  京都にあるのになかなか知らないフランス学院です。将来、子どもさんやお孫さんが、日本語以外の 

言語環境に住むことも充分可能性としてあります。その意味でもどうぞ、ご参加ください。 

      〒602-8144 京都市上京区丸太町通東入藁屋町 536-1 

   tel：075-812-7015 http://www.ecolefrancaisedukandai.org 

  



６月号 

 7 月 6 日(土）10:30̃12:00 ガレリア 3階 かめおか市民活動推進センター会議室 

  ゲストスピーカー：Margaret Mann さん 

  Coordinator：募集中 

 

 8 月 10日(土）10:30̃12:00 ガレリア3 階 かめおか市民活動推進センター会議室 

  ゲストスピーカー：Gary O. Haase（アメリカ人・弁護士） 

  Coordinator：募集中 

 9 月 未定 

 

 10 月 13日(日）1:30̃3:00 京都市国際交流会館 

 ゲストスピーカー：濱田雅子さん 

 （元武庫川女子大学教授・アメリカ服飾社会史研究会会長 

 Coordinator：児嶋きよみ 

 Title：ポルトガルの民族衣装の地域別特性 

 

連絡先 
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-mai; kiyomi-kojima@gaia.eonet.ne.jp 

 ＊ご両親の内のどちらかが外国にルーツを持たれる子どもさんや、両親ともに外国籍で日本語の教育 

に不安を感じている方々が、共に、今後も日本で楽しく暮らしていけるための支援方法を考えています。

ご自身または、友人・知り合いなどにいらっしゃいましたら、お知らせください。 

  また、日本語教育の方法を学ばれて、役立たせたいと思っていらっしゃる方も 

  ご一報を。ご一緒に考えて行きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  If you have some concerns about the Language Policy of your kids in Japan,  

 who has roots of parents or one of parents in foreign countries, please let me know 
   We would like to have some supporting way with teaching 
 

 members of  Japanese Language  from now on. 
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今年も日本のテレビ局に取材に来ていただきました。全国放送（7月中旬頃）です。 

テレビカメラの周りには興味津々のバングラ人で溢れ、常に 100 人以上に囲まれながらの撮影になりました。

気温 40 度を超え、囲む野次馬のせいで風が遮られ、常に汗だくでした。放映日の詳細は次号でお知らせ致しま

すので、是非ご覧ください。 

 

今年のバングラデシュは 12 年ぶりの異常気象で雨が多く、ジョロキア加工には苦戦していましたが、今年も

予定の量を生産できそうです。2013 年度産のジョロキア粉末を楽しみにお待ちください。 

テレビをご覧いただきながら召し上がっていただけると、より一層おいしさが増すことと思います。 

 

写真：改めて街を歩くと、いろいろな物が売られています。 

                                       RYO TAKEUCHI 

  

バングラディッシュからの頼り 
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《とんがらし芥川さんの連載が始まりました！お楽しみに!!》 

 

はじめまして 

とんがらし芥川の芥川雅之です。 

日本の歴史が生まれた奈良県桜井市で、とうがらし農園を営ん

でおります。 

このような素晴らしい会報誌に文才無しの私が寄稿させていた

だいてよいのか悩みまし 

たが、私なりにとうがらしの魅力について語らせていただきま

す。 

まず、今回ではとうがらし専業農家に至った経緯をお話ししま

す。 

 

もともと私自身は地元が誇る三輪素麺の製造販売をしている企業に勤めていました。 

その企業は『こだわり』が特色の企業で、私は商品開発などの立場を担当しておりました。 

その中で、地元産の小麦の新品種育種をしようと近畿中国四国農業研究センターや奈良 

県農業技術センターなどの農業分野の研究者の方々と数年間をともに過ごしました。 

その方たちの真っ黒に日焼けした素晴らしい笑顔、キラキラと輝く美しい小麦の圃場や自然の光景に深く感動し

た記憶があります。それと並行して１５年ほど前から趣味で家庭菜園をしている中で、とうがらしに惹きつけら

れていました。 

そして様々な思いが駆け巡り、７年前に思い切って農

業をする決断を下しました。 

専業農家の友人がいたことも大きな気持ちの支えでし

た。 

最初の一年余りは苺農家や友人のハーブ農家で勉強を

させていただいて、その後に現在 

の圃場を営む運びとなりました。 

当初、とうがらしは相変わらず趣味として片隅でジョ

ロキアやハバネロなど数十品種を 

栽培していただけで他の農作物を生産していました。

しかし、２年目にタカノツメの生産依頼が舞い込んできて、大好きなトウガラシを生産できる喜びにその話に飛

び付いたのでした。 

その年には県内数百件の栽培農家のなかで一番の生産量を記録 ( しかもすべてＡ品 ) して、早朝から日没まで

トウガラシと向き合って、ますますその美しさと逞しさに惹き込まれていきました。 

そして、翌年からやはりとうがらしだけに専念したいとの思いから現在に至っております。 

 

とうがらしと出会ってまだ１５年ですが、毎年夏が来ることが楽しみで仕方ありません。 

これまで約４００品種のとうがらしと会話をしてきました。今年も新たに２５０品種(既存１５０品種 合計４０

０品種 )との出会いがあります。 

趣味のような仕事ですが、一生懸命とうがらしたちと向き合っております。 

とんがらし芥川さん寄稿 
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また機会がございましたら、栽培のこだわりや現在の圃場の様子、とうがらしの魅力に 

ついてお伝えさせていただきたく存じます。 

このたびは拙い文章をお読みいただきありがとうございました。 

圃場の見学はいつでも結構です。８月後半から１０月初旬の美しい姿を見てあげてほし 

いと思います。 

とんがらし芥川 芥川雅之 
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■「ハバネロメルマガ会員」ご参加お勧めください。 

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。 

http://www.shinofarm.jp/habanero_tomonokai.htm                                 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。                    事務局                                                              

■「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。 

                                                                     事務局 

 

 

       

ハバネロの苗を出荷したのがついこの間のように思っていたのですが、もうすっかり今は苗も定植が終わり、どんな風に成長している

のか行ける所まで生産者めぐりをしてこようと思っています。今年はどれ位の量が収穫できるのでしょうね。ギネス級の辛さ、トリニタ

ードスコーピオンも徐々に商品としての生産性を高めていくつもりです。 

篠ファームからの情報 


