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ハバネロの生育は順調です。大きく木々も育ってきていて実もついてこようとしています。今年も某ハンバーガーチェーン店がハバネ

ロバーガーを出しましたね！ 

今の時期は篠ソースでハバネロの美味しさを味わってください。もうすぐしたら生の果実でハバネロを楽しんで見ませんか？ 

 

 

 

 

  

ドラム缶運び屋さん                  たまねぎ輸送トラック 

 ハバネロ友の会 会報誌 7 月号 
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■児嶋きよみさん寄稿 
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バングラディッシュからの頼り 

ただ今マレーシア滞在中の竹内さん。 

 

今回はいろいろな写真を送って来て

くださいました。これはバングラディ

ッシュのコンビニ店だそうです。日本

の縦陳列の様子とは少し違いますね。

棚の上まで手が届かないのはどうす

るのでしょうか？ 

 

いろいろなものが置かれているよう

で、どんなお菓子や雑貨が置いてある

のか興味でてきますよね。 



7 月号 

 

 

  

ワールドカップの応援                バングラディッシュの人々 

  

噛みタバコ                     なまず 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

街の様子や、人々の暮らしは国が違うと文

化の違いを改めて感じさせられます。魚屋

さんに、牛肉屋さん。 

郵便局に列車の貨物室。 

え？貨物室？ 

そこに怪しい人影が・・・ 

黒いサングラスの人が、そう、竹内さん

でした。 

すっかり違和感ないのですね。 
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じわじわと暑いですねー！こんにちはみなさんお元気ですか？ 

やっぱり、こんな暑い夏になると辛いものやパンチのきいたものがたべたくなりますよね。 

篠ファームさんのハバネロや唐辛子類もずいぶん育ってるようすで収穫が楽しみです。 

 

ここでも何度となく唐辛子を使ったサルサをご紹介しましたが、私の

一押しはやっぱりサルサベルデ！ハラペーニョ（セラーノ）といった

緑の唐辛子でつくるフレッシュなサルサです。 

これから最盛期を迎えるグリーントマトを使えば色鮮やか緑のサル

サ出来上がります。 

 

メキシコでは家庭によって作り方や材料の配合も色々。 

難しい作り方ではないのでお好みでいろいろ足して好きな味を見つ

けるのもホームメイドならではの楽しみです。 

もちろんメキシコ料理 タコスにかけても美味しいですが卵料理や

フライなんかにかけても！！美味～ チップスのディップなんかに

も最高です。辛さにもまけずトマトの野性味が感じられてなんでもさ

っぱり頂けますよ。 

 

＜作り方は簡単＞          

グリーントマト  ハラペーニョ セラーノなど生のもの   

にんにく 玉ねぎ お好みで。 

                        

すべての材料をフライパンで焦げ目をつけ、ミキサーに入れる。 

（まわりにくい場合はお水を 50 ㏄ほど足す）  

ミックスされたら塩で味を調える。日持ちさせたい場合は一度鍋で沸

騰させる。   出来上がり～！！  お試しください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈佐有子さんのメキシコのお話 

2014.7.9 京丹波町長瀬の生産風景 
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わが家のちょい辛メニュー 

～ピリ辛レタス包み～ 

このところ蒸し暑い日が続いていてどうも食欲

がわきません。 

（少し食欲が落ちるくらいがちょうどよいと息

子たちに言われておりますが(・・;)） 

こういう時にお勧めしたいのが、野菜たっぷりの

ちょい辛メニューです。 

このピリ辛レタス包み、もうひと巻き、もうひと

巻き・・と止まらない、病みつきになるメニュー

です。 

残り野菜で作れてしまうのでお財布にも優しい

主婦の味方のメニューです。 

 

材料の目安 

レタス 葉を１０枚程度  鶏ひき肉 １５０～２００ｇ 

玉ねぎ １/２個～１個  人参   １/２本  白ネギ １/２本  タケノコ（水煮） １ブロック 

シイタケ、マイタケ、エリンギ等きのこ類 適宜  鷹の爪 適宜  ごま油 

 

＜作り方＞ 

① レタスは洗って水気をよく切っておきます。 

② フライパンで上記野菜の粗みじん切りをごま油で炒め、鶏ひき肉を加えさらに炒めます。 

全体に火が通ったらみりん、砂糖、酒、しょうゆ、オイスターソース、みそ各大１と片栗粉少々を加え味を付け

ます。 

野菜は火の通りの遅いものから順に時間差で加えていくと美味しく仕上がります。 

③ 鷹の爪は粗みじん切りにして、ごま油で別に香ばしくパリパリに炒めておきます。 

この時、生姜、長ネギ、ゴマなどを加えても美味しいです。 

④ ②の具を盛り付けて③のパリパリ鷹の爪をトッピングして出来上がりです。 

レタスに具をくるんで召し上がって下さい。 

言わずもがなですが、篠ソースをかけていただいても更に美味しくお召し上がりいただけます！ 

うちの主人はこの具に篠ソースをタプタプにかけて食べております(・・;) 

 

 

具が余ったら、ぜひ翌朝にたまごに混ぜて卵焼きを作ってみて下さい。これまた美味しいです。 

 

ｂｙ Ｍａｒｉ Ｎａｋａｍｕｒａ 

中村まりこさん寄稿 
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ハバネロ通信 7 月号(Office Com Junto・児嶋きよみ) 

2014 年 6 月グローバルセッションリポート 

 

Date：2014 年 6 月 14 日(土）1:30~3:00 

場所：京都府国際センター会議室 

Guest Speaker：濱田雅子先生(元武庫川女子大教授） 

Coordinator：児嶋きよみ 

タイトル：南蛮服飾を通してみた東西文化の交流 

NPO 法人京都生涯教育研究所と共催 

参加者： 8 名 

 京都府国際センターのご好意で、小さな会議室から大きなテーブルが除かれ、パワーポイントで レクチャー

が開催できる部屋に変身して始まりました。 

なお、以下の絵や写真は、児嶋が取得した資料で、講座で濱田先生が提示されたものではありません。 

  

南蛮屏風絵(リスボンの国立古美術館蔵)の一部 

  ベレンの塔 

 

 

リスボンの国立古美術館の正面玄関 

ameblo.jp/simumama/entry-11513492850.html より 

６月１５日取得 

 

 

濱田雅子先生の自己紹介です。 

「神戸大学を卒業後、夫と共に転勤場所に移動しながら、洋装の仕事に関わっていて、丹野郁先生と知り合い、

「丹野郁服飾研究所」に通い始めました。１９８１年から１９８６年３月まで研究所に通いながら、アメリカ服

飾史研究を続け、１９８６年４月に武庫川女子大大学院家政学研究科(大学院）に入学されたのは、４３才でし

た。このようなことから、生涯学習には、大きな転機となる、何かチャンスが必要であろうと思います。」 

 

 NHK の現在の大河ドラマ「黒田管兵衛」でも、織田信長が出演していますが、彼のファッションに注目して

みて下さい。ちょっと他とちがいますね。南蛮貿易時代とは、1543 年から、1641 年の約 100 年間を指しますが、

児嶋きよみさん寄稿 



7 月号 

 

 

流れは以下のようになります。(児嶋記) 

  

1543 年 ポルトガル船が種子島に漂着 

 1549 年 フランシスコ・ザビエル 来日 キリスト教(イエズス会）を布教し始める 

 1551 年 平戸にポルトガル船来港 

 1581 年 バリニャーノ織田信長に謁見 

 1582 年 天正遣欧使節団 長崎を出航 2 月 20 日 

  (4 少年以外、日本人随行員・宣教師等 300 人）マカオ・マラッカ海溝・                   

 リスボン・大航海時代発見モニュメント 

     6 月 21 日 織田信長 本能寺の変 

     インドのゴア(ポルトガル領）へ・ バリニャーノはこの地に留まる。 

     アフリカの喜望峰を回り、大西洋を北上 

     8 月 11 日 ポルトガルのリスボンへ 

     11 月 14 日 スペイン マドリードへ 

 1586 年 3 月 22 日 イタリアローマへ 

 1586 年 4 月 13 日 リスボンを出発 

 1587 年 5 月 29 日 インドのゴアへ バリニャーノと再会 

 1587 年 7 月     秀吉バテレン追放令 

 1590 年 7 月   バリニャーノの案で各地で送られた品々を秀吉に献上し、帰国 

 1598 年     秀吉死去 

 1600 年     徳川家康 江戸に幕府を開く 

 1614 年     徳川幕府 最初の禁教令 

 1624 年     スペイン船来航禁止 

 1635 年     日本人の海外渡航と在外日本人の帰国禁止令(国内向けの鎖国体制）  1636 年長崎の出島

にポルトガル人を押し込め、中国船との貿易も制限 

 1637 年     島原の乱 出島のポルトガル人を追放し、対外貿易はオランダと中国に制限 

 1641 年     平戸から出島にオランダ商館が移転 

「大航海時代を表したマルコ/ポーロの『東方見聞録』には、黄金の島と書かれているそうですが、彼は日本に

来たのでしょうか？」という問いかけが濱田さんからありました。答えは NO です。南蛮船は、ポルトガルのリ

スボンを出発し、アフリカの喜望峰をめぐり、インドのゴアやマカオを経由して長崎に来ています。リスボンの 

天正の遣欧使節 

左上端から時計まわりに｛中浦ジュリアン、 

伊東マンショ、千々石ミゲル、原マルチノ。 

中央は終始付き添ったメスキータ師｝ 

 

テージョ川という大きな川の河口には、大航

海時代を見守ってきたベレンの塔がありま

す。 

また、リスボンの国際古美術館には、日本か

ら送られた南蛮屏風絵が展示され、常に賑わ

っています。（濱田先生も児嶋も実際に見て

来ました）このような屏風絵は、大阪中津の「

南蛮文化館」でも5月と11月の2ヶ月だけ、公開

展示されています。 
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これらの屏風絵は、後に絵師によって描かれたものも多くあり、

初期の作とのちがいも見られますが、どのようなファッションで

あったかが目の前で観察できます。 

 

濱田先生のレクチャーから、 

 「ポルトガル船から、荷物を下ろし、上陸して行くイエズス会

の宣教師や、従僕と見られる人や黒い皮膚の色の人もたくさん下

りています。絵の上方の雲の上には天主堂が画いてあります。そ

れぞれの地位を表す衣服をきていると言えます。行列の先頭に

は、カピタン(首領）がいて、孔雀・アラビア馬・猪・犬などの

動物も居ます。外国人の服装は、襞襟・上衣（ジュバン）・マン

ト（カッパ）・裾をしぼった短めのズボン（カルサン）・靴下（メリヤス）など、今も日本語として残っている

ポルトガル語のファッションが見られます。 

 右半双の屏風には、イエズス会の宣教師の黒の長衣（カッパ）・帽子も見られます。フランシスコ会派の宣教

師は、茶の長衣で、腰紐などを身に着けています。 

 東西文化の交流という課題に即して言えば、アメリカ服飾が専門領域ですが、西洋からアメリカにも衣服が持

ち込まれているわけで、では、西洋の衣服とはどのようなものを指すのかという問題が出て来ます。ポルトガルの

ジョアン 1 世の洋服が残存している最古の服です。今回、紹介するのは、その次に古いフランスのリヨン織物史

博物館所蔵のプールポアンという鎧下に着る服で、前開きでボタンがたくさんあります。現在のダウンジャケッ

トのように中に麻くずが詰め込まれ、刺し子のように縫い留めてあります。スリムな形で紋章も縫われています。

ライオンや鷲の紋章がテキスタイルに織り込まれています。 

 17 世紀初期の男性の衣服は、ルネッサンス期にはゆったりしていて、金モールなどの装飾があります。でも

ベルトがなかったので、上衣に下のズボンをつり下げる形になっていて、トイレに行きにくいために、今のおむ

つのように藁くずを入れていたと言われています。 

 日本の武将も宣教師から衣裳をもらうのを喜んでいたという記録もあります。例えば、加藤清正（1562 年 7

月 25 日生～1611 年 8 月 2 日亡）も、単衣が熊本の本妙寺というお寺に残存しています。南蛮屏風絵にあるとお

りの、麻の平織りで、襟にはほつれ止めの布もはめ込まれ、襟の裏 にもバイヤス布が当てられ、首を保護して

います。袖口は洋服らしく細くなっています。 

 ここで、疑問が湧いてきます。ポルトガルで作られたのか？あるいは、インドのゴアあたりで作られ持ち込まれ

たのかなどまだ明らかになってはいません。リンス・ホーデンの「東方案内記」には、ゴアには、下着や装飾品

の店があったという記録が書いてあるようです。 

 女性の衣服はどうでしょうか？エリザベス 1 世の上衣が残存しているのですが、シュミーズ・コルセットの種

類があり、上衣の袖は、止め付けてあって、そのわきが開いていて、上着には詰め物もしてあります。 

 日本の服に取り込まれている例としては、細川忠興の鎧下の後ろには、九曜紋という家紋があり、襟の襟付け線

は 8.3cm もあるそうです。また、金モールの糸が使われ、袖は今のシャツと同じくカフスがあるのですが、ボタ

ン付けの穴とボタンが今と反対になっているそうです。このように見てくると、身ごろは和服仕立てで、袖は、

曲線・襟は高く、背中には家紋がついています。 

 また、脚衣に目を向けると、袴のような形も裾がすぼまっているものもあります。織田信長は、鹿皮のカルソン

を着ていました。これには、ボタンホールもあり、南蛮文化をいち早く理解し、興味を持った人と言えるようで
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す。上杉謙信もカルサン風の皮袴にくるみボタンとボタンホールがあるものを着用していたようです。 

 食べ物に関するポルトガル語もたくさん残っています。 例として、ボーロ（お菓子）・ビスケット(biscoito）・

こんぺいとう(confeito）・パン(pao）・などかなりあります。どのように入って来て、なぜ、残ったのかは今後

の研究課題です。 

 

洋服が入ってきたことにより、日本でも斬新な衣服のデザインや、縫製技術、染料、ボタンやボタンホールなどの影響を

大きく受けたと言えます。 

 

今後の課題として（濱田先生の案） 

 １．東アジアのゴアや、マカオ、中国の各都市などの影響についてもアプローチが必要である。 

 ２．南蛮屏風絵を見るとカピタンなどの司令官やと同時に多くの使用人が描かれていて、身分差が見られる。

靴・マント・上衣などに加え、裸足の黒人や白人の使用人も見られる。中には、日本人の奴隷の記録もあると

聞いて居る。アメリカに奴隷が送られる前に、アジアに連れて来られたアフリカの奴隷や、アジアから、南米

などに連れていかれた奴隷の扱いのアジア人の存在も無視できない。 

 

児嶋の感想 

 先日、テレビを見ていたら、「どうして現在のアフリカは常に争いが絶えないのか、同じ民族と言えるような、

ちょっとのちがいなのに」という問いかけがあり、その答えのひとつとして、「かつて 15 世紀から大航海時代

としてアフリカをはじめアジアに乗り込んで行ったヨーロッパ諸国が、徐々に植民地から手を引いていった時、

その地域の状況などを無視して自分達ヨーロッパの考えだけで国の境に線を引いてしまったことが大きな争乱

の糸口であろう」という意見がありました。 

 植民地にするときも、やめるときも、自分中心の考えで幕を引けばいいと考える浅はかさに心が痛みます。多

分、日本もかつてそのようにして幕引きをした地域があるのではないでしょうか。現在の日本人に責任は無いの

かもしれませんが、せめて、この国で共生していこうと考えることが、これからの、この国に住むひとびと全員

に課せられている課題ではないかと思います。 (児嶋） 

 

 今後の日程 

１．外国につながる子どもの学習支援 

 「ひまわり教室」 

 ７月 8 日日(火）６：００～７：３０  

  馬路文化センター(7 月から 1 階奥の和室) 

  15 日(火）・２２日(火）も同時刻に 

 「来たらいいかな」と思える外国につながる子どもさんに伝えて下さい。また、手伝おうかなと思える方もど

うぞ。まだまだ、もう一つの教室開講までは、手が足りません。もうすぐ、メンバーの大槻正一さんのデザイン

で楽しいちらしが完成しました。 

２．Global Session 

 ７月５日(土）ガレリア亀岡３階会議室 

  ゲストスピーカー：Mason Su さん 

  Coordinator：秋宗希久子さん 
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３．「外国につながる子ども・保護者サポーター研修」 

  （京都府国際センター・かめおかひまわり教室 共催事業） 

  

７月２６日(土）と８月２６日(火）１：３０～４：３０ 

   場所：ガレリアかめおか       

   申し込み先：京都府国際センター 

        tel：075-342-5000 

 

「外国人住民の増加、定住化に伴い、両親どちらかが外国籍である子ども、両親が外国出身で日本生まれ日本育ちの子どもなど、

様々な背景をもった子どもたちが、日本国籍、外国籍問わず、日本の学校に在籍することが当たり前になってきました。そのよう

な中、日常会話は流暢でも授業で使われる日本語が理解できず学習についていけない子どもたちの存在も認識され始めてきていま

す。今回の研修では、日本生まれ日本育ちの子どもたちの特徴と指導の際のヒント、地域で子どもをサポートするための実践例を

学びます。」 

全 2回の連続講座です。（※１回だけのご参加も可能です。） 定員 30 名/回 

第 1 回 講師：清田淳子さん(立命館大学文学部教授) 

    内容：就学前から小学校にかけての子どもの「ことばの発達」について 

       日本生まれ、日本育ちの外国につながる子どもを支援するためのヒントなど(ワークショップ

でご意見を) 

第 2 回 講師：斎藤裕子さん（にほんごサポートひまわり会 代表） 

    内容：子どもを受け入れるにあたっての留意事項、学校や地域の他機関との連携、活動資金の獲得方

法等について事例紹介と意見交換 

 

 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 

写真は全部、ポルトガルのリスボンの写真です。 



7 月号 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この圃場は京都府京丹波町のハバネロ栽培歴 5年目の方で、確実にハバネロと対話して育てられております。 


