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いよいよ定植の時期がやって参りました。今年の苗はしっかりとした茎に色みも鮮やかに葉が延びています。 

先日からそれぞれの生産者の皆さんの手に渡っていきました。 

さて今年は冷夏と言われている中、どう育って行くのでしょうか。 

苗の段階では、唐辛子の葉はどれもがよく似ていて違いがよく分かりませんが、いろいろな色、形と変化に富ん

だ実がなるのが面白いですね。 

ハバネロの生産をもっと増やして今年はもっと販売数を増やせたらと思っています。 

ハバネロの美味しさをもっともっと広めていきたいですね。 

去年はマクドナルドのバーガーにもハバネロが使われたりと認知度も高まってきては 

います。辛い物と言うだけで敬遠されがちですがそんな人にも食べて欲しいです。 
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以前につくってい

ただいた粘土のハ

バネロを葉っぱに

乗せてみました。 

こんな風に育って

ほしいですね。 
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日本からバングラデシュに向かう前に、卵を産む鶏を買っておくように従業員に伝えた。カレ

ーばかりの毎日のため、温かいご飯に生卵醤油の朝食を食べようと思ったのだ。 

しかしバングラデシュに到着後、2 週間待ったが 2 羽とも卵を産まない。私に嫌味を言われ続け

た従業員が別の鶏を 2 羽買ってきた。そして、卵を産まない最初の 2 羽をカレーの具材にすると

言い出した。 

｢ちょっと待て！わしが手塩にかけて育てている鶏だぞ。もう少しの間待とう｣ 

｢でもボス、4 羽もいらないですよね？糞の後片付けをしているのは私です｣ 

｢分かったけどもう少し待とう｣ 

新しく買ってきた 2 羽の鶏は次の日から卵を産んだ。これで最初の 2 羽は完全に用済みだ。で

も殺せない。すでにこの 2 羽には名前が付いている。簡単に肉にすることはできない。 

この時、家畜には名前を付けてはいけないということを学んだ。ということで、現在は４羽の

鶏を飼っています。 

生卵は毎日の楽しみとなりました。。。 

Ryo Takeuchi 

                

バングラディッシュからの頼り 
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まだまだ寒い日が続いてますね、暖かいメキシコが恋しい今日この頃。一年中Ｔシャツ 

自転車でお出かけなんてのもいいもんです。 

しかしこんな経験はないですか？好きなところまで自転車でお散歩して・・もしくは 

用事をすませて、あとは自転車を置いて自由に帰りたいなぁ・・・とか電車で駅まで行っそこから自転車

を使っこんにちは 5 月のよい気候になってきましたね～ 陽気なお天気の日は 

て目的地に行きたいなぁ とか。 

そこで日本でも是非取り入れてほしいシステムがメキシコシティの取り組み“ECOBICI エコビシ”とい

う取りみです。 

2010 年にはじまったこのとりくみ、エコロジー自転車というプロジェクトで 

メキシコシティの 270 ヵ所の自転車ステーションで自転車を借り好きなところで乗り捨てができます。自分の

情報を登録しておくと 1 日のレンタルから 1 年間で 400 ペソの（3 千円位）のプランまであり最初に少しデポジ

ットするとすぐに利用できます。自転車もなかなか乗りやすくオシャレな感じ！ 

使い方も簡単、登録したカードを通し自転車をかり返す時はまたカードを通すだけ。 

270 も駅があるので返す時も楽々です。特に車の渋滞がはげしい中心部の朝や夕方な 

ど通勤に使う人も多くみられます。もちろん気ままなお散歩にも大活躍です。 

メキシコでは自転車にのる文化がないので、最初は浸透するのかなぁーとおもいましが  

2 年後には成長率 200％のプロジェクトになりました。 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月に一度最後の日曜日は 

メキシコシティの大きな通りをぐるっと 50ｋｍ通行止めにして、自転車とウォーキング 

ジョギングする人に解放されます。路ではライブや大道芸やジュースのお店、自転車ショップなど楽しい イベ

ントが催されます。 

最初はメキシコ人の運動不足解消に企画されたイベントらしいのですが今ではエコロジーと自転車文化の普及

に役立っているようです。 

メキシコに行かれた際は是非シティっ子のようにエコビシで散策してみては？ 

ただし交通事情の激しいシティ事故には気をつけて！！ 

 

 

奈佐有子さんのメキシコのお話 
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わが家のちょい辛メニュー 

～チキンのピリ辛から揚げ～ 

                     

暑くなってまいりましてビールが一層美味しい季節になりました。 

今夜はいつもとはちょっとちがったピリ辛のから揚げをお供にされてはいかがでしょう？ 

  

作り方はとても簡単。 

鶏のもも肉を食べる分だけ一口大に切って、軽く塩こしょうし、ピリ辛調味料 

（マヨネーズ、カイエンペッパー＆篠ソース、オリブオイル）を混ぜ込み２０～３０分 

漬け込んでおきます。 

そのままカラッと油で揚げて熱々のうちにレモンをしぼって召し上がれ！ 

  

ポイント 

調味料はお好みですが、鶏もも肉一枚程度ならマヨネーズ大２、オリブオイルはふたタラり程度でしょう

か。 

カイエンペッパーがなければふつうの一味唐辛子でもＯＫです。カイエンペッパーと篠ソースは 

辛さのお好みで量を調整下さい。 

マヨネーズを入れるとから揚げがふっくらジューシーになります。 

調味料はビニール袋にお肉と入れてモミモミすると手も汚れずきれいに混ざります。 

油は少な目のシャローフライにするとヘルシーかつカリッと仕上がりますよ。 

お弁当のおかずにもぜひどうぞ。 

 

Bｙ Ｍａｒｉ Ｎａｋａｍｕｒａ 

 

中村まりこさん寄稿 
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ハバネロ通信５月号(児嶋きよみ・office com junto) 

2014 年 4 月 Global Session report 

 

期日：4 月 26 日(土）10:30~12:00 

場所：ガレリア 3 階会議室 

ゲストスピーカー：Eni・Lestari さん 

コーディネーター：西本好江さん 

Title：My Experince on Learning English（私の英語学習体験） 

参加者：12 名 

 

Eni：今日は、自分の英語遍歴について話します。本当のことを言うと、インドネシア出身ですが、インドネシ

ア語は、母語ではありません。インドネシアには、３４０部族くらいあり、それぞれが言葉を持っています。わ

たしは、両親が Java 族なので、母語は、ジャワ語です。ジャワ島では、ジャワ語は、地域で話されるだけでは

なく、学校でも主な言葉として使われますし、インドネシア語も学校で小学校から国の言葉として習います。こ

の方法は、インドネシア全体で同じです。英語は中学校から習い始めました。父の仕事の関係でそれ以後に 6 年

間西ジャワに住みました。そこは、スンダ語圈で、私の母はスンダ語は話せなかったのですが、移動してから話

せるようになりました。ジャワ語とスンダ語は、全くちがうので、私は、一年遅れのクラスに入りました。日本

人が英語に対して思うように、言葉のちがいは大変です。私の父は兵士ですが、英語を話しました。私たち姉妹

には、「英語は読まなければならないけれど、話すことはもっと大切だ」と言っていました。 私の通学してい

た高校には、ネイティブの先生はいなかったのですが、毎年アメリカの高校と生徒同士の交換留学制度があり、

そのアメリカ人学生と英語を直接話す機会があり、良い経験になった。 

SM：日本では、何語を教えているのですか？ 

Eni：言語学の中のインドネシア語と文化を教えています。専門は、考古学でしたが。 

C：大学時代はどのようにして英語力をつけたのですか？ 

Eni：ジョグジャカルタというインドネシアの京都みたいな古い文化のある都市が近くにあり、外国人観光客が

多いので、時間があるとヤマハのバイクに乗って 20 キロくらいの距離を走っていました。考古学が専門だった

ので、観光客に英語で案内をしました。ボランティアで。説明も、自分で話し言葉の英語のテキストも書きまし

た。 

C: 英語は話す方が楽ですか？日本人とちがって。 

Eni：コミュニケーション力をつけたいと思っていました。 

KK：私もブラジルでポルトガル語を学び始めた時、話す方がずっと楽でした。読むのが修飾語が多く、一番大

変でした。 

Eni：日本の JICA の奨学金プログラムを得て、1993 年に初めて日本に来ましたが、その時の応募は、英語で書

いて良かったのです。 

C: 日本のどこへ来たのですか？ 

児嶋きよみさん寄稿 
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Eni: その時は福岡大学に 6 ヶ月間来て、午前中は、日本語の学習で、午後は考古学という日程でした。 

KK：Archaeology は、考古学という意味ですね。 

Eni: そうです。でも、今はやっていませんが。 

SM：インドネシアでは、みんな英語を話せるのですか？ 

Eni: 若い人は英語を話せると思います。10 年前から経済政策が変わり、International School ができて、大学卒

業者は、英語を皆話せると思います。家族の中でも英語だけを話す人も増えて来ています。幼稚園でも英語

を教え始めています。カップルでは、インドネシア語で、外では英語という人も増えています。 

C：一度テキストを読んでもらいましょうか？ 

Eni: 話す英語力をつけるためにアメリカなど英語を話している国に行くのは、大切だと 

  思います。その国の文化を理解するためにも。家庭を訪問するとマナーのちがいもわかりますね。英語を話

すのは、高くなくても話はできますね。 

C: Eni さんとは、10 年ほど前の冬に初めてお会いして、それからのおつきあいですが、いつも、しごとにがん

ばってきましたね。その時も、英語・日本語・インドネシア語 それぞれのちがいについて話したと思いま

す。 

Eni: どの言語でも、子どもだけでなく、シニアになっても学べると思います。実際今は、英語がユニバーサル・

ラングエージ(普遍語）になってきていますね。 

MF：そのような考え方が Eni さんに情熱を起こしているのでしょうか？ 

C: 東山市民活動センターの事業にも,事業を紹介すると、いつも参加してくれましたね。 

YH：インドネシアの少数民族はいますか？ 

Eni: 小さい民族は 100 人~300 人単位ですし、大きい民族は 100 万人くらいの人がいますが、政治的にはジャカ

ルタが中心ですが、孤立しているわけではありません。遅れていれば支援する体制だと思います。 

YH：中国の少数民族は孤立して生きにくいですね。 

MM：小さい島もたくさんありますね。 

Eni :バリ島は、四国くらいの大きさです。17000 くらいの島があります。以前 NHK で鶴田真由さんがリポート

していましたが、バリ島からチモールの島をたずねて、チモールだけでも 30 部族くらいあり、それぞれが

文化を持っています。 

C：バリ島に行ったことがありますが、英語も使えて、天国の島のようでした。 

MM：私もバリ島が好きです。 

Eni: バリ島の中心はジョグジャカルタで、英語も日本語も通じます。 

MS：宗教はヒンズー教が多いのですか？ 

Eni: いいえ、イスラム教です。 

SM：バリ島だけがヒンズー教が多いのですか？ 

Eni: そうです。Java はイスラム教です。 

SM：一日に 5 回もお祈りをするのですか？寝る前にするだけかと思っていましたが。 

Eni: 規律ではそうです。でも人にもよります。インドネシアではイスラム教徒は増えて 

  います。政府の規制も強くなり、女子はスカーフを着用とか。インドネシアでは宗教を持つことは必要で、

ID カードにも、免許証にも 17 才以上は、記入を義務付けられています。 

MF：ID カードにも宗教名を書くのですか？ 

Eni: 身分証明なので。 
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MF：アルコールも禁止ですよね。イスラム教は。 

Eni: 日常的には他の宗教でも飲まないです。 

MF：レストランでもビールを出さないですね。 

Eni: それは、文化であって、宗教上で規制しているわけではないのです。 

MF：レストランで注文したら、ビールが出て来たのですが、みんなに見られている雰囲気がありました。 

Eni: 3 年前に息子と夫と共に、インドネシアに行ったとき、ラマダンでレストランを探したのですが、どこも

開いていなかったことがあります。ラマダンの日にちは毎年変わり、今年は 7 月で一ヶ月間続きます。日中

は何も食べず、飲まず悪い言葉も禁止です。 

SM：オリンピックの時にラマダンで飲み食いできなかったら負けるのではありませんか？ 

Eni: イスラム教には５つの戒律があります。アラーへの誓い・日に 5 回の祈り・教会・寄付・税金(収入の２．

５％）です。 

KK：税金は外国に住んでいても支払うのですか？ 

Eni: 自主的にですが。米 2.5kg とか、1 人 1500 円を一年に一回とか、ラマダンの最終日に納めます。 

C：日本にいても日に 5 回お祈りするのですよね。 

KK：場所を見つけるのが一苦労と大学生に聞いたことがあります。 

Eni: トイレは禁止なのです。10 分でも 5 分でもいいのですが。 

MF：旅行社に聞いたのですが、お祈りのための場所を用意する必要がありますね。旅行者に。meeting room と

か、聞きました。でも膝をつくので、マットとかも必要ですね。研修生を受け入れるなら、受け入れる会社

にレクチャーする必要がありますね。 

Eni: 5 年前に研修生受け入れで会社はお祈りについて何も知識がなく、事件がありました。インドネシアでは、

金曜の正午には、モスクへ行かなければならないのです。それで、金曜日は 11:00~2:00 までは、オフィスも

閉まります。 

SF：ショッピングセンターはどうですか？ 

Eni: 今は開いているところもあります。 

HK：イスラム教徒のいるウイグル自治区へ行ったことがありますが、午後は、ショッピングセンターも閉まっ

ていました。金曜日は酒もありませんでした。 

  別のカシュガルに行った時は、オーナー次第でした。 

Eni: インドネシアはそれほどでもないです。11:00~12:00 が閉まるくらいですね。7:00p.m.からは、食事もでき

ます。この日は、子どもも学校から早く帰宅します。 

SF：学校の始業時間は？ 

Eni: 小学校・中学校は、7:00~12:00 で、高校は 7:00~13:00 です。 

YH：小・中いっしょですか？ 

MF：どうしてそんなにお祈りが大切なのですか？お金よりも。 

Eni: イスラム教も他の宗教もそれぞれが祈りの日が決められています。イスラムカレンダーでは、金曜日、ク

リスチャンは日曜日というように。 

KK：ラマダンを無事に祝えるのが喜びと聞いたことがありますね。厳しい戒律を無事守れることが幸せと。 

Eni: ラマダンは心を洗うと言う意味です。Reset とか、Reborn の意味があります。 

TK：インドネシアに行ったとき、小さいレストランは閉まっていましたが、大きいレストランはカラオケもや

っていました。 



5 月号 

 

 

MS：ラマダンの時は娯楽もだめなのですか？ 

Eni: 心を洗う時期ですから。 

SF：夕暮れになるとたくさん食べるのではないですか？ 

Eni: 水も、4:00~17:45 までは禁止なので、まずスイーツを食べます。子どももこれを楽しみにしています。そ

のあと、食事をします。 

KK：英語に話題を変えると、日本ではネイティブ英語話者の英語をモデルにしていたのですが、インドネシア

ではどうですか？ 

Eni: インドネシアでは、母語(民族語）+インドネシア語のバイリンガルでみんなが育っていますので、違う言

葉を使うのには、日本ほどは抵抗がなかったと思います。日本人も英語を使って話せばもっとコミュニケー

ションが取れると思います。日本語は複雑だし、外国人のとって、使いこなすのは大変です。 

KK：日本語の方が英語より難しいのですね。？ 

Eni: インドネシア語もアルファベットを使うし、文法も似ています。ユニバーサル言語（普遍語）は、ネイテ

ィブまでならなくてもいいと思います。コミュニケーションができれば充分です。 

KK：GlobalSession のような場も少ないですか？ 

Eni: こういう場がフレンドリーで一番いいと思います。 

KK：話すことを強制しませんからね。 

Eni: 他の人にもこういうシステムを紹介したいと思います。 

C: 若者サポートステーションに来る若者は、一日中テレビゲームをしていたり、誰とも話していない子が多い

です。話すためには、まず、トレーニングが必要なくらいです。 

KK：英語の方が、言いやすいのでは？主語の次には何をしたいかの動詞が来るし。 

MS：家では何語ですか？ 

Eni: 息子の母語は日本語です。 

MS：英語力を保持するのは、日本では大変ですね。忙しいので英語の小説も読む時間がないですが、インター

ネットでも読めますね。瀬戸内晴美の小説も英語でありますね。 

MF：プランパターンというヒンズー教の寺院に行ったことがあります。9 世紀ですから、日本の飛鳥時代です

ね。 

YH：インドネシアの考古学についても聞きたいですね。 

Eni: インドネシアは、中世時代から 300 年間植民地でした。オランダやポルトガルの。東チモールは今もポル

トガル語ですね。 

KK：3 月のポルトガルに行きましたが、中世時代の建物がたくさん残っています。大航海時代のさきがけはポ

ルトガルから始まりましたね。インドネシアも中継地として関係があったのではないですか？ 

Eni: 16 世紀には、長崎や門司港へ入っていると思います。 

  有田焼もバタビアに入り、今里焼きや鍋島焼きもあります。 

HK：16 世紀には、インドの東インド貿易会社を通して焼き物が渡っていますね。ドイツのマイセン焼きも同じ

パターンで影響を受けたと思います。有田焼きから。 

Eni: 大阪の境港もありました。 

SM：カースト制は、イスラムには無いのですか？ 

Eni: カースト制は、ヒンズー教のあるバリ島だけに残っています。 

SM：どうしてバリ島だけにヒンズーが入ったのでしょうか？ 
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Eni: もともとヒンズー教はインドネシアにあって、15 世紀にイスラム教が入って来たのです。ジャワ島に来た

イスラム教を当時の王は受け入れず、バリ島に逃げてそこだけに残ったのです。  

 

 如何でしたでしょうか？今回はお互いに母語ではない「英語」で話しているのに、かなり突っ込んだ会話がさ

れたように思います。だんだん、ゲストにも、参加者にも互い知りたいという思いだけで、「わかち合い」のよ

うな場が生まれているようです。昨年度の平均参加者数は、15.5 人でした。時々、とても多いときがあり、増え

ているのですが、このようなセッションに参加すると、素直に「うれしい」「おもしろい」と思える瞬間があり

ます。是非、お時間があれば参加してください。いつでもお待ちしています。    

 

 

 

今後のお知らせ 

5月10日(土）10:00~12：00 京都府国際センターで 

       「外国につながる子どもサポート」研究会 

  13日(火）・20日(火）・27日(火）馬路文化センター 6:00~7-30 

       「算数教室(仮称）」開始 

5月14日～19日 オクラホマ州立大学造園建築学科学生「Study Abrord Program 

  17日(土）ゲストハウス藤原邸で 6:00~ポトラックパーティー 

5月24日(土）10:30~12:00 ガレリア3階会議室 

       GlobalSession ゲスト：Masonさん(亀岡市英語指導助手） 

              Coordinator：佃れい子さん 

              タイトル：Language Study 

       Masonさんは、台湾系アメリカ人で、小さい頃から家では両親と中国   

    語で話し、兄弟とは英語で話すと言う日々でした。 

       高校の2年間でフランス語を学び、大学では3年間日本語を学んだ 

       そうです。そして、現在、2年目の教師生活が7月まで続きます。 

6月14日(土）GlobalSession 京都府国際センターで 1:30~3:00 

       ゲスト：濱田雅子さん 

       Coordinator：募集中 

       タイトル：南蛮貿易時代の服飾史 

 

 

苗が順調に育っているのを確認。 

ワンポットづつ数えてそれぞれの生産者さんに仕分けして箱に詰める作業は大変です。 

水分の含んだ土は小さな苗と言えども、数をまとめるとそれなりの重たさになります。 

小さな種からこのように育った苗を見ると愛おしくもなりますが、低い姿勢での作業はトラックに詰め込

むまでの間、寄る歳なみを感じずにはいられません。今年は強風の中、箱が風で飛んで行ったり、次の日

の雨に備えて保管場所への移動など見えない細かい作業もありました。 

 

篠ファーム ハバネロ栽培記 
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振り分けられた苗を郵送し、別

便で弊社ファクトリーにトラ

ックで運び、それらを仕分けし

て生産者さんに取りに来てい

ただきます。 

今年もよろしくお願いします

と挨拶をするこの時期が篠フ

ァームの新年と言う気がしま

す。 

さて、今年のハバネロどうなり

ますでしょうか？ 
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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 

                                       


