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ハバネロの出荷が始まってきています。赤い実が沢山見られるようになって畑の色合いもにぎやかになってき

ました。 

 雹に台風にと自然災害にたえてきているのですが、日光不足も懸念されます。 

御注文もボチボチと来ており、栽培当初の事を思えば信じられない事です。 

ハバネロの認知度もアップしてきているようで、この頃はこの名前を出しても、聞いた事あるとか、知ってい

るとかいろいろ言って下さる方が増えて嬉しいですね。 
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世界にはバングラデシュ人が溢れている！ 

 

UAE（アラブ首長国連邦）に行ったとき、空港で働く人に道を聞いたらバングラデシュ人だった。。。 

イタリアのシリチリア島で通行人に道を聞いたらバングラデシュ人だった。。。 

ロスのコンビニに入ったら店員がバングラデシュ人だった。。。 

ギリシャのコンビニに入ってビールを買ったら店員 3 人がバングラデシュ人だった。。。 

錦糸町（東京）に飲みに行ったら、客引きが皆バングラデシュ人だった。。。 

 

世界に 5 番目に多く話されているベンガル語。 

マイナーな言語だが、2 億人（インド含む）が話す。 

かなり使える言語だ。 

 

写真：ギリシャにて 

         

バングラディッシュからの頼り 
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こんにちは 猛暑まっさかりですが皆さんお元気ですか？ 

さすがに暑いのはどこにいても避けられませんねー 海の近くにでもいけたらすこしは楽なんですが・・・都

会の夏は唐辛子たべて乗り切りましょう～！ 

 

さてさて今年初のポブラーノ唐辛子を頂きましてどう料理しようかと迷いましたが、 

やっぱり大好きなチレレジェーノにしていただきました。 

おおざっぱなメキシコ料理の中でも比較的手間がかかるんですが・・・でも手間をかけた分美味しい～！！ 

チレポブラーノはとがった先が目印～！ 

                  マイルドな辛さが特徴でメキシコではピーマンよりもよくお料理に登

場します。 

 

焦がして皮をむいたポブラーノにチーズや 

スパイスで味をつけたお肉をつめ、卵白の衣を 

付けて揚げます。別に作っておいたトマトソースをからめて出来上がり。 

                  言うのは簡単だけど～ ホントに作るのは 

 少々時間がかかります 笑  

 

 

出来上がりが少々油っこいしべたっとするんですが、 

チレの辛さで引きしまるのか・・いつも食べすぎて 

しまいます。実はこの料理はメキシコにいた時、 

住んでいたアパートの大家さんが教えてくれたもの。 

彼女は特大のチレポブラーノが手に入ると嬉しそうに 

いつも作ってくれました。 

その出来立ての美味しかったこと～！ 

今でも忘れられません・・・ 

彼女のようには熟練技ではないんですが、 

揚げるときに上手くぷわっと衣が膨らむと楽しくなります。 

 

日本ではポブラーノ唐辛子が手に入りにくいので大きなジャンボピーマンで代用しても 

いいのではないでしょうか、ただピリ辛さはないので残念ですが・・・。 

 

今年も美味しいチレポブラーノ大満足でした。 

次回のお料理教室はこのチレレジェーノを作る予定 

ご興味ある方は（お近くの方は）ご参加おまちしてますー！ 

 

 

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 

～ポブラノのお勧めレシピ～ 

ずいぶん以前にメキシコの友人宅でご馳走になったポブラノの肉詰め料理、 

チーズたっぷりでトマトソースで戴く「チレス・レジェノス」とアーモンドやフルーツが 

たっぷりの「チレス・エン・ノガタ」の味がいまだに忘れられない私でしたが、 

篠ファームさんがポブラノを栽培されるようになったおかげで、わが家でもポブラノ料理 

が戴けるようになりました� 

  

今月はわが家お勧めのポブラノレシピをご紹介します。 

ハバネロは辛すぎて・・という方にもポブラノなら大丈夫！ 

きっと美味しく召し上がっていただけます！ 

  

� ポブラノのトマトチーズ焼き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 簡単すぎてレシピとは言えませんが・・ 

①� ブラノを縦に二つ割にして種とワタを取り除きます。 

②皮を剥いて大きめにカットしたトマトを①の中にたっぷり並べ、 マヨネーズを少々かけ、その上にとろけ

るチーズをのせてトースターで焼きます。 

 チーズが溶けてこんがり焼き色がついたら出来上がりです。熱々をどうぞ！！ 

  

＊なお、写真は手前がポブラノのトマトチーズ焼き、奥が肉詰めです。 

  肉詰めもピーマンの肉詰めと同じように簡単に作れます。 

 � ポブラノの和風和え物二種 

中村まりこさん寄稿 
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新鮮で美味しい野菜はあまり料理しないのが美味しく食べるコツ、と 

いうのが私の信条。（単なる手抜きではないかという説も・・(・・;)） 

この新鮮なポブラノも細切りにして、さっとゆで、和風に戴きます。 

◎ たっぷりのおろし生姜を添えた醤油和え（左側） 

◎ 塩昆布少々とゴマで合えてポン酢和え（右側） 

  

ちょい辛メニューで食欲増進！ 

暑い夏を元気に乗り超えましょう！！ 

  

Ｂｙ Ｍａｒｉｋｏ Ｎａｋａｍｕｒａ 
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ハバネロ通信 8 月号(児嶋きよみ) 

 

２０１４年７月 global session report 

Date：７月５日（土）10:30~12:00 

場所：ガレリア 3 階 会議室（亀岡市民活動推進センター） 

Guest Speaker：Mason Su さん（台湾系アメリカ人）  

Coordinator：秋宗 希久子さん 

参加者：7 名 

 Mason さんは、3 回目の出席で、この 7 月で 2 年目の ALT（英語指導助手）を終え、別の仕事をめざしていら

っしゃいます。日本で、仕事を続けたいと今も、就職活動中です。ホテル業界が希望です。みなさんから何かヒ

ントがあれば、お教え下さいね。彼女の日本での「おもてなし」を学び、実行したいという思いは、ほんもので

す。 

自己紹介： 

TK：1944 年、亀岡生まれで、70 才です。大学卒業後も英語をいろいろな先生に習って  きました。その中で

「Muggy」という単語を覚えたので、今日の挨拶で使ってみたの  ですが。(蒸し暑いという意味です） 

Mason(M）：多分、オーストラリア出身の先生では？アメリカでは今は、あまり使われず 

  Humid が多いと思います。 

MF：確か Mason さんは、3 回目の参加と思うのですが、8 月に日本を発つと聞いて寂しいです。 

MO：Mason さんとは、今回が 2 度目です。私は、ずっと、ラジオで英会話を学習してきました。今は、70 才で

す。新しい単語を覚えるのが難しいと思うようになりました。  (名前なども） 

秋宗：篠町に住んでいます。Mason さんとは、英語指導教員としていっしょに仕事をして  きました。もっと、

いっしょにいたかったのですが、帰国すると聞いて悲しいです。 

KK：Global Session は、今回で 264 回目になります。 

 

秋宗（Coordinator）：以前は、日本語の「おもてなし」についてあまり、考えたことが 

  なかったのですが、滝川クリステルさんのテレビでの「お・も・て・な・し」という  スピーチからずい

ぶん有名になりましたね。このことばが。では、Mason さんのエッ  セーの中の「Instagram」について説

明してください。新しいことばなのか、辞書には  ありませんが。 

注：「インスタグラム（英語: Instagram）は、無料の画像共有（英語版）アプリケーションソフトウェアである。デ

ジタル画像を撮影し、画像編集（フィルター）をし、同サービスあるいは、Facebook、Twitter、foursquare、Tumblr、

Flickr、ポスタラス（英語版）といった他のソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）で共有する」

ja.wikipedia.org/wiki/(2014 年 7 月 10 日取得） 

Mason：Social Media のアプリケーションのことです。日本に来て、楽しい事は、だれかと共に分かち合いたい

し、悲しいことはシェアしたくはないですね。日本で暮らすようになって、日本が決して、舞妓さんなど

のイメージだけではないことを、ソー   シャルメディアで知らせたいと思うようになったのです。日

児嶋きよみさん寄稿 
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本に来る前に「ゲイシ   ャ」という中国人の女優が主演する映画を見たことがありました。ところが、

学生   時代に日本に短期留学で来て、伏見稲荷をたずねたことがありますが、そこから見た景色に圧

倒され、その後も旅行者として広島やいろいろな土地を訪れました。や   はりどこでも自然の美しさ

に驚いていました。 

第 2 段落を音読後「お・も・て・な・し」 

Mason（M）：テレビを持って居ないので、滝川クリステルさんがテレビで実際に、話している   場面は見

て居ないのですが。 

秋宗：彼女はそれで、さらに有名になりましたね。日本人はこれまで、あまりおもてなし   について深く考

えたことはなかったと思うのですが、外国人から見たら、どう思う   のですか？ 

M：はじめて来た時には、ていねいにおじぎをされ、ドアも開けてくれたのですが、あまり近寄ってほしくない

ような感じがしました。小さなレストランでも、マスターが帰るときには外まで出て来て、しっかりていね

いに挨拶をして送り出してくれたことが あり、誠実さを感じました。これは、日本人には、自然なのかな

と思いました。 

秋宗：熊野古道の話が出ていますが、行ったことがありますか？ 

MF：広い場所で場所次第で京都からは３つの方法がありますね。京田辺市から入ると、全体で 6～8 時間かかる

のではないですか？ 

M：ゴールデンウイーク期間はその年は 5 日間あったのですが、いろいろしたくて、ひとつがこの旅行でした。

一日目に、ここにも書いてありますが、リュックの二つの金具のうちのひとつが外れてしまい、旅館で自分

で縫い付けようとしたのですが、「小さい針では無理」と大きな長い針で縫ってくれた人がいました。 

TK：そんな針は特別で、普通の家では持っていませんね。きっと畳用の縫い針ではないですか？ 

MO：アメリカではそのようなトラブルがあると、ホテルが修繕してくれますか？ 

MF：日本では、このように旅行中にトラブルがあれば、誰でも手伝うと思いますが。 

M：旅館で直してもらいました。 

TK：四国のお遍路でも、それぞれが助け合うでしょうね。でもそのような針があったのは、ラッキーでしょう

ね。 

MF：私も常陸によく歩きに行ったことがあります。 

 

 

M：次の日には、靴の前部がはがれ、ヘアバンドや 

  バンダナでくくったりしたのですが、プラスティック糊 

  で塗ってみようと、１００円の糊はどこかに売っていないかと旅館の人にたずねたのです。疲れて来ていて、

糊がなければ荷造り用のテープでも巻こうかとも思っていました。ところが、三日目の朝、たずねると、「サ

イズは？」と聞かれ、「24.5~25cm」 

  と答えると、奥から、その人は、新しい靴を持って来てくれたのです。 

秋宗：外国人だったからかしら？ 

TK：古道へたくさんのゲストが歩きに来ていたのでいろいろなトラブルが今までにあり、   すぐ、動かれ

たのかもしれませんね。 

第 3 パラグラフ〈茶道〉を読みながら、Mason さんは、泣き始めてしまいました。 

M：いろいろ記憶が蘇ってきてしまって。アメリカの東海岸には、それほど日本人が多くはなくて、ボストンに
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は一番大きな日本人クラブがあり、大学時代の 4 年間は、ここに通い、2 年目からは日本文化を広める活動を

していました。ボストンと京都は姉妹都市で、茶道の裏千家の先生がいて、デモンストレーションをしてもら

ったことがあります。日本に来てからも、茶道や、習字、太鼓もやりたいと思っていました。8 月に日本に来

たのですが、京都にあることは知っていても、遠いと思っていました。半年後、亀岡の先生を紹介してもらっ

て今まで一年半続けています。 

  学校では仕事をしていますが、先生たちとの打ち合わせはいつもシンプルで、週末の 

  予定などの話はしない日が続きました。人間関係を築くことが一番大切なことと思っています。 

秋宗：20 才くらいの時に茶道を始めました。5 年間ほどやっていましたが、今、ルールな どを思い出していま

す。茶道のホストは、お客様との会話を大切にしていて、季節の   話題なども盛り込みますね。 

MF：茶は、健康にもいいと聞いて居ます。 

Mason：毎朝、薄茶を点てて飲んで目が開きます。 

KK：すごい。うちなど毎朝番茶です。 

Mason：お茶をたて、朝食をとり、コーヒーを飲むのが毎朝の習慣 

  です。 濃茶は、初釜に先生に招待され、会の方達全員が 

  集まりました。通常は、お茶の手前の時だけですが、初釜で 

  は、食事もあり、正座がつらかったです。 

MF：白い紙ももらって？ 

Mason：懐紙のことですか？濃茶の味はとても強かったです。 

秋宗：奈良の出身ですが、西大寺では、大きな茶碗を回して飲む習慣があります。 

Mason：大学時代に習った茶道では簡単な説明だったのですが、こちらでは、掛け軸も季   節によって変化

をつけることも知りました。 

TK：茶道は、世界でもよく知られていますが、小さな動作も意味がありますね。主賓に   は一番良い場所

とか、時間が設定されますね。 

M：両親が、昨年来た時に、祇園の茶道のコーナーに連れて行きました。中国茶と比べて、とてもちがうと不思

議がっていました。また、そこは、簡単な方法でやっていたので聞くと、表千家の作法と言っていました。 

秋宗：小学校でも 4 年生になると、クラブ活動があるのですが、茶道クラブは、男子がとても多いそうです。そ

の理由は、お菓子がでるかららしいです。 

M：高校では茶道クラブには、たったひとりの男の子がいました。入った理由は、他がみんな女子だからとか。 

KK：昨年、台湾に言った時に大きなお茶の店に行き、中国茶の入れ方をしっかり見せて 

  もらいました。あふれるほど急須から入れ、こぼれてもいいように、お盆が用意してありました。とてもお

いしいお茶でした。 

秋宗：韓国にも茶道がありますね。 

TK：元は、皆、中国ではないですか？だんだんプロセスが重要になってきて、  どの国でも、その国のお茶

の一番良い味がでるように工夫しているでしょうね。 

M：日本のお茶の作法が一番好きです。 

MO：紅茶の葉も同じ茶葉でしょう？ 

TK：16 世紀に禅の作法から始まったのでしょう？ 

MO：それ以外は、薬として扱われていたと思います。 

TK：グループで、どのようにしたら一番おいしくいただけるか話し 
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  合ったり、会話も楽しみですね。 

 

MF：Mason さんが、それ以外におもしろかったことはなんですか？ 

M：じゃんけんゲームかな？グーで勝つと何歩か進み、グミとかチョコ 

  とか呼び名があります。 

KK：時代に応じて変わってきているはずで、私たちもわからないですね。 

TK：戦争中は、「軍艦」とか、「沈没」とか、「破裂」とか言っていたのでは、ないでしょうか？ 

M：英語と日本語の音の文法のちがいもおもしろいですね。英語では、chocolate は、   Choco-late の 2 音節

ですが、日本語で子ども達は、「チイヨコレイト」と数えるのです。 

MF：「ぐみ」という果物を知っていますか？今のような「ゼリー」ではないですよ。 

M：？ 

MF：長野県に行った時に山の食べ物としていただきました。京都の和知出身ですが、昔は家の庭にグミの木が

ありましたね。 

KK：Mason さんの将来の希望は何ですか？ 

M：いろいろ行ったりしたのですが、今は、だんだん難しいと思えるようになり、日本での希望が減ってきてい

ます。 

 

この後は、Mason さんは、「具体的に日本のホテル業界を希望しているが、なかなか、正社員として日本人をと

ろうとするホテルがとても少ない」という話などをしていました。外国人に労働ビザを出し、積極的にアイディ

アやキャリアを活用したいという意欲を示さない日本のホテル業界があります。Mason さんは、英語・中国語の

バイリンガルで、日本語も会話に不自由しません。また、アメリカでの大学の専攻も「おもてなし」だったそう

です。 

今後の、就職のアドバイスなども、続いてランチでも話題になりました。成功を祈っています。 

 

  

 

 

今後のお知らせ 

 １．アメリカを感じながら、馬の絵を画いて、作品がアメリカへ 

   Kids Art Program(亀岡と Stillwater との絵の交流プロジェクト） 

   干支のうまを和紙に画いて Stillwater 市へ(4 才から小学 6 年生までの子どもさん） 

   Multi Art Center で展示されます。 

   Stillwater からも絵が来ます。市役所やガレリアで展示します。 

   8 月 7 日(木）(終了)と 8 月 21 日(木） ガレリアで 

   １０：００～１２：００  (申し込みは児嶋へ） 

 ２．「多文化共生の方法を実際に考えよう」という講座です。共に最先端を走りましょう！！ 

    (申し込みは、京都府国際センターへ） 

（公財）京都府国際センター事業課 

 tel.075-342-5000  fax.075-342-5050 
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 email: main@kpic.or.jp 

 URL: http://www.kpic.or.jp/ 

 www.facebook.com/kpic.kyoto 

 10:00－18:00 

 休館日:第2・第4火曜日, 祝日,12/29-1/3 

 

   企画から実行まで京都府国際センターと共に考えました。是非、ご一緒に！！ 

  ＊７月２６日(土）１：３０～４：３０ ガレリア （終了） 

     「外国につながる子どもの言語発達の特徴とその指導」 

       講師：清田淳子さん・  

      児嶋がワークショップ全体の司会をし、府センターの研究会のメンバーが 

         各グループ別の話し合い時のコーディネーターをします。 

  ＊８月２日(土） １０：００～４：００ 京都府国際センター（終了） 

    (JR 伊勢丹ビル９階会議室） 

 「小・中学校で授業に参加するために必要な学習言語能力の発達状況を対話を通して探る評価の方法」  (参加申

し込み可) 

  ＊８月２６日(火）１：３０～４：３０ ガレリア 

    「地域における支援教室の運営と他機関との連携について」 

 Office Com Junto 児嶋きよみ 

 tel：0771-23-6579 

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

３．かめおか市民活動推進センター 説明会 

  8 月 23 日(土)10:30~12:00 ガレリア 3階会議室 

  NPO 活動などをやってみたい方や登録団体のみなさんと、どのような活動を共に 

  やっていこうかを考えましょう。 

  他の方のために何かをやってみたいけれど、糸口が見つけられない方もどうぞ。 

  (児嶋も運営に関わっています。) 

  児嶋自身の相談日(8 月 29 日・金曜日 １：００～４：００までいつでも) 
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こんにちは 

とうがらしの苗の管理と全国発送作業、そして定植まで数か月間お休みをいただきました。 

とうがらしの季節到来となりましたので、またよろしくお願い申し上げます。 

全国的にそうなのでしょうが、こちら奈良も今年もやはり異常気象で困っています。 

７月中はほとんど雨が降らずに暑さの厳しい日が続いて灌水作業に半日も費やす日が続きました。 

それでも、とうがらしたちは逞しく現在は生育のピークに差し掛かっています。 

今回は、日本国内で種子が販売されている定番品種をご紹介させていただきます。  

 

ご見学も大歓迎です！！：とんがらし芥川 ＴＥＬ0744-47-0744 

 

とんがらし芥川 FACEBOOK でも様々な品種をご紹介しております。『いいね！』をお願いします。 

 

① 現在の圃場の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６年生株までの複数年株はすでにジャングルです。    こちらは当園こだわりの超激辛品種。これからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

露地の品種も生育中です。定植が６月末ですので…。  こちらは５年生までのジョロキアが並びます。 

 

とんがらし芥川さん寄稿 
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② 日本の素晴らしいとうがらし 

 

 

 

 

 

 

 

 

伏見甘長              万願寺       京みどり ピーマンのお気に入り！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和伝統野菜 紫とうがらし                 果皮柔らかで美味しい 松の舞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢の伝統野菜で小振りな 伊勢ピーマン    今や世界的認知の日本のカイエン 札幌大長なんばん 
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越後長岡伝統野菜 かぐらなんばん        見た目の素晴らしい 日光とうがらし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タカノツメ            とんがりパワー            八つ房 
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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 

                                       

 


