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今年は随分雨が多く、日照りも少ないためにお野菜たちは少し影響が出始めています。 

でもハバネロだけは調子が良いようです。これからももっと数が増えていきそうだと生産者さんからの報告を

頂いています。 

 ハバネロがアメリカでも普通にスーパーでも売られていると聞いた事があります。 

 世界的にも辛い物ブームらしいとあちこちで聞かれます。 

 ハバネロが普通にどのご家庭でも一回は食される時代に早く来てくれたらいいですね。 

   

 都内の高質スーパーには英語の表記とともに世界の唐辛子が陳列販売されていました。 

                                           事務局 
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バングラデシュからの便り  ですが、今回はセルビ

アからセルビアにいる時、私の目の前で車が追突事故

を起こした。運転手の対応は国によって様々だ。 

 

日本の場合   

後ろから追突した車がとりあえず謝り、警察を呼ん

で保険会社に連絡して、あとは保険会社にお任せしま

す、となるはずだ。前の車がたちの悪い人なら、首が

痛いと言い張り、保険金をむしり取る。 

 

アメリカの場合 

謝ると自分の過失を認めることになるので、どちらも謝らず、全て保険屋に任せる。 

 

バングラデシュの場合 

両者がお互いのせいにし、文句を言い合う。時により殴り合いのケンカになるが、野次馬が仲裁に入り

両者退散。 

 

セルビアの場合 

両者が車から降り、なんと！いきなり笑顔で握手！お互いの車の損壊具合を確認して退散。なんと潔い国

民性だ。 

 

こういう風に国を見ると面白いですね。私の見解は、セルビアが一番、日本が二番、アメリカが三番、

バングラが四番。結局バングラはいつも最下位です…(^_^;) 

Ryo Takeuchi 

 

      

奥のほうに写っているのが、NATO 軍が破壊した

建物です。撮影禁止なので遠くから写しましたコソ

ボ、とてもいいところです 

 

 

 

 

 

 

バングラディッシュからの頼り 
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段々と秋の気配が濃くなってきましたが夏のつかれ残っていませんか？ 

今年の夏はたくさん唐辛子の料理を食べていたせいか疲れることなく過ごせました。 

 

さて今回はメキシコの話題、9 月 15 日はメキシコの独立記念日です。 

9 月は愛国月間(お祭り月間)とされ、9 月に入ると街は国旗カラーでいっぱい。 

ソカロと呼ばれるメキシコの中心、大統領宮殿と大聖堂が立ち並ぶ広場も電飾で飾り付けられクリスマ

ス？！と思うほど。 

 

メキシコの独立とは当時スペインの支配下にあったメキシコが人と土着の混血ドローレス牧師が起こし

た運動・戦争のことです。ドローレス牧師が民衆の前で教会の鐘をならし独立運動の叫びをしました。 

現在はソカロに移されたその鐘を大統領が記念日前夜 12 時に鳴らし“VIVA MEXICO！ ビバメヒコ”

（メキシコ万歳）と叫び、続けて国民も三唱します。 

 

街では花火がならされ人々はコンフェティと呼ばれる卵のぶつけ合い！ 

（中は空洞で紙吹雪がはいってます）お祝いを言い合います。そしてテキーラで乾杯！ 

メキシコの伝統料理を頂きます。お家でゆっくりパーティをする人も多いのですが、私は毎年ソカロに

大統領の叫びを聴きに行きました。油断すると何処からともなく卵や泡のスプレー(石鹸スプレー)をかけら

れヒヤヒヤしながら見てました。この日ばかりは無礼講なんで～帰る頃にはベタベタでひどいことに・・・ 

 

日本ではなかなか愛国心を出すのはて難しいのですが、 

メキシコ人はお祭りにして盛り上がりお互いにメキシコ 

人であることを確認し合ってるようでした。なんだかす 

こし誇らしげなメキシコ人がうらやましく思える1日で 

す。 

もしもしメキシコで独立記念日を迎える機会がありま 

したら是非ソカロへ～！ 

サングラス・帽子汚れてもいい服で参加してみてくださ 

い。メキシコ人の愛国心の熱さが味わえますよ！ 

 

大統領宮 殿正面の中心上にイダルゴの鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

～簡単、美味しい酸辣湯麺～ 

  暑い夏も終わり、朝晩すっかり涼しくなりました。 

肌寒さを感じるような日には身体の中から温まるメニューをお勧めしたいです。 

とある中華料理店の酸辣湯麺のその美味しさ、その辛さが病みつきになり、友人と足繁く通ったのは、 

まだ若き OL だった昔々の話ですが、その味を再現すべく工夫してきたレシピです。 

ご家庭で簡単に作れますから、ぜひ一度召し上がってみて下さい！！ 

 （材料）一人分 

マルタイラーメン 麺一束と粉スープ 

生姜 少々     白ネギ 1/2 本 

タケノコ水煮 適宜 シイタケ 1 個 

ピーマン 適宜 

ハム（あれば中華ハム） 適宜 

たまご 1 個    片栗粉 大２～３ 

黒コショウ 小 1/2 

カイエンペッパーまたは一味唐辛子 小 1/2 

酢 大２  醤油 大１ 

  

＊マルタイラーメンは市販の乾麺で、出来上がったスープで軽く煮込めばすぐ食べられる優れものです。 

今日は簡単さを重視してマルタイラーメンを使っています。本格的に作りたいときには 

ぜひ生麺と鶏ガラスープでお試し下さい。 

＊このレシピの辛さは初級者向けレベルです。中級～上級者の方はピーマンをハラペーニョや 

ハバネロを代え、黒コショウ、カイエンペッパーをそれぞれ×２、×３・・・・でどうぞ。 

（作り方） 

① 鍋で 450ml の水を沸かしマルタイの粉スープを入れます。 

② ①に千切りにした野菜とハムを入れ軽く煮込みます。 

③ ②に酢、黒コショウ、カイエンぺッパー、醤油で味を調え、マルタイラーメンを加えて 3 分ほど煮込みま

す。 

④ 最後に片栗粉でお好みのとろみをつけ、たまごを流し入れて出来上がりです。 

 （片栗粉は「とろみちゃん」が水で溶かずにそのまま使えるので便利です）  

お好みで小葱を添えてどうぞ！ 

 ＊具を多くして麺なしでも、美味しいスープ、酸辣湯になります！ 

ｂｙ Mariko Nakamura 

 

中村まりこさん寄稿 
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2014 年 9 月ハバネロ通信(Office Com Junto) 

8 月の Global Session Report 

Date：August 2nd(Sat.),2014 

Place: Galleria the 3rd floor Meeting Room 

Guest Speaker: Mr. Gary O.Hasse 

Coordinator: Ms. Sachiko Takahara   (高原幸子さん） 

Title:Pursuing that Work-Life Balance: A California Lawyer in Japan   

  日本在住のアメリカ・カリフォルニア州弁護士として、仕事と暮らしのバランスを 

  如何に保つかを追求して 

参加者：13 名 

自己紹介から始まりました。 

高原幸子：大阪の和泉市在住で、建築事務所を夫の浩之さんとともに経営している。天満橋から天神橋への船渡

御が行われる大川の見える場所に位置している事務所を 2 年前にアメリカから帰国後、再オープンし

た。スタッフにスウェーデン人もいて、いろいろな外国人も紹介してくれるので知り合いになった。 

MS：教師を今春退職し、スロウライフを楽しんでいる。今は、教育研究所に週に４日勤務している。最近沖縄

に旅行したが、2 日目に台風に出逢い、ものすごい強風に恐怖を感じた。沖縄の人でも、このような強い風は見

たことがないというようなもので、車から降りるとき、強風で車の窓が突然閉まり、指 2 本が挟まれ、骨が折れ    

たかと思ったが、冷やしたら治って安心した。特別警戒警報が出たらしい。 

HT： 幸子の夫だが、今日は、ワークライフバランスの内容に興味を持って参加した。 

SF： 毎年、夏の初めは、Paper Lantern（ちょうちん）作りに忙しい。これは、子どもの安全を祈願して作る

ことを依頼される。 

TK： 亀岡生まれでニチコン近くに住み、長い。実は、昨日、心筋梗塞で入院していて退院したばかりである。

退院して帰って来たら、亀岡は暑かった。8 月 7 日は親族一同が集まり、花火を見るのが習慣である。 

MO： 7 年前に仕事をリタイアし、今日のゲストのお話が聞きたくて参加した。自治会の仕事も終わり、よう

やく参加できるようになりうれしい。(郵便局長であったが、小泉郵政改革後リタイア） 

HT： 前回のコーディネーターの秋宗さんに紹介してもらって参加した。 

SM： 保津川下りの出発場所の保津町に住んで居る。森のオランウータンのボスのような者で、毎日が日曜だ

が、なすやきゅうりなどの野菜を作っている。野菜は取れる時期が限定しているので、取れ出すとどんどん取ら

なくてはならず、今までにきゅうりは 1000 本ほど取れたと思う。花火の日は毎年、庭で、バーベキューパーテ

ィをして親戚縁者と楽しんでいる。 

MF： NPO の京都映画クラブの仕事を今も月曜から金曜までしている。太秦映画村で、映画のことや剣劇ショ

ーなどの紹介のデザインもする。 

   (MS：「太秦タイムライト」という映画がありますね。） 

TT： 初めて自主的に参加するが、以前のスペシャルバージョンの時以来である。MS さんに息子が教えてもら

った。その息子も独り立ちし、   時間ができていろいろ楽しんでいる。 

   (MS：今年、私は 60 才なので、20 年前というと・・） 

児嶋きよみさん寄稿 
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 ワークライフバランス(website から） 

「仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高 

年時期など人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる」ことを指す。 

日本ので意味では、少子化対策・男女共同参画の文脈で語られることが多いが、出生 

率向上・ 男女均等政策のみならず、労働時間政策、非正規労働者政策など働き方の 

全般的な改革に関わる。 

 

幸子(Coordinator）：単語の意味をいくつか聞きたいのですが。 

  "struck a chord"とは？ 

Guest（G）：英語的な言い方ですね。strike a chord with me として、私の共感を呼ぶ 

  などの意味です。(注：strike the right chord: 心の琴線に触れる） 

KK：日本では、ちがう意味でワークライフバランスの考え方が説明されることが多いですね。例えば、男女共

同参画とか、少子化対策のための、女性に焦点をあて、仕事と子育ての問題などで。Gary さんの意味はち

がいますよね。 

G：日本に来て京都で日本語を学び、妻(平井睦美さん）とデートしたとき、弁護士になりたいと言ったら、反

対しました。先生が向いていると言って。(初めて日本に来たのは松山で、JET プログラムの英語教師とし

てでした。）私の若いときにかっこいいスポーツマンでカウンセラーの人がいて、彼のようになりたいと考

えていました。 

  帰国して、弁護士の勉強を始め、3 回試験を受けて合格し、弁護士になりました。でも、実際に弁護士にな

り体験し始めると、かっこいいだけではないとわかってきました。 

HT：夢はいつも持っていたらいいし、それを始めるには動機が必要ですね。僕も 49 才で 

  アメリカに留学したのです。仕事を中断して。30 才で始めるのは若いですよ。 

G：カリフォルニアでは、年令は確かにあまり関係がないですね。日本では関係あるみたいですね。 

HT：ボストンに留学していたとき、年令についてはあまり気にならなかったですね。 

G： キャリアは変化することで積み上げられるという考えですが、日本で仕事を変わると 

  言うと、「ええっ－」と言われるようです。「カリフォルニアの弁護士の資格があれば、どこでもできるか

ら大丈夫」と言っていたのですが、日本に来るとき妻は心配していました。チャレンジし、困難を引き受け

るという考えが日本にはあまりないのでしょうか？ 

幸子：勇気があると思います。カリフォルニアの弁護士として日本に来て、仕事はどうですか？単身赴任は考え

なかったのですか？日本では普通だけれども。 

HT：アメリカではめずらしいですよね。 

TK：私も、単身赴任をしたことがあります。福知山に数年間。自由時間があって良い経 験でした。カラオケバ

ーなどに行って。 

幸子：限度がありますよね。 

G： ワークライフバランスが取れますね。カラオケに行って。 

MF：「病気の家族がいるので転勤したい」と言えば変われると 

   いう法律が 10 年前にできたはずですが、昔は、 

   転勤は、遠くても、会社のいいなりでしたね。 
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幸子：日本も少しずつ変化しているのですね。 

MF：保険会社などでも、異動できれば部長になれるとか、卒業した大学次第で課長止まりとか、まだまだ変な

のがありますよ。 

幸子：卒業後、会社に入り、昔はずっとひとつの会社にいるのが普通だったけれど、今は保証はないですよね。 

G： アメリカでは、毎年会社を変わると、その人に問題があると思われるようですが、逆 にひとつだけの会

社にずっといると、動く場所がないからいると思われます。日本には、その会社特有の、グループカルチ

ャーのようなのがまだありますよね。 

MF：同じ会社にいるのは、退職金がもらえるからでしょう。毎年１０％ずつ増えるのですから。 

KK：もう、退職金制度を廃止する会社も増えて来て、これまでの退職金を各人に全額返還し、制度そのものを

なくしている会社も増えていますよ。 

MO：公務員はまだ、制度は変わっていませんね。だからずっと同じ役所に務めに行っているでしょう。質問で

すが、カリフォルニアの弁護士の試験は難しいのですか？ 

G： 私は、フットボール選手にあこがれていて、典型的な弁護士ではないです。父は大学に行っていなくて、

50 年間ホテルで仕事をしていましたし、母もそうです。私たち子どもには大学に行ってほしいと思ってい

たようです。父は弁護士になりたいという私をサポートしてくれました。夢の実現のために。 

 

第 2 パラグラフを読む(松山で英語の先生をし始めたとき、体験した偏見と差別の感覚） 

幸子：アメリカで、同じような体験をしたと思います。 

G： ボストンではどうでしたか？本で読んでいたのと同じ雰囲気でしたか？ 

幸子：自信を持つ必要があると思います。文法がまちがっていようが他の外国人はよく話します。それぞれが自

分の考えを持っていて。 

KK：危険な目にあったことはないですか？アメリカで。 

幸子：ニューヨークで黒人が目の前でナイフを出したので、逃げたことがあります。 

G： 日本はその点、安全ですね。 

HT：ボストンは安全だったです。大阪より。大学によく忘れ物をしたけれど、大丈夫でした。 

G： アメリカでも安全な地域にいれば大丈夫ですが、でもやはり、日本の方が安全ですね。 

MO：自動販売機もあまり置いてないですね。こわされてしまうそうで。 

MS：亀岡には、野菜の無人販売所がどこにでもありますが。 

KT：娘を迎えに行くので、途中で抜けますがすみません。この暦のことばを紹介したいです。(日本語で毎日の

考えるべきことばを書いてあるカレンダーを紹介） 

幸子：どこで英語を学ばれたのですか？ 

KT：カナダのオンタリオに 1 年間留学していました。学生時代に。今は、家で 2 日間 

  英語を教えていますが、1 週間に 3 時間だけなので、もっと話す機会がほしくてきました。 

第 3 パラグラフを読む（今も学習中の、アメリカ移民法） 

幸子：アメリカの移民法について詳しいのですか？ 

G： 3 年間 Law School に行って学びましたが、移民法については、日本に来てから勉強しました。10 年前は

なかったのですが、今はどこの国にも、アメリカの移民法専門の弁護士がいます。アメリカに移民したい

という人へのアドバイスや手続きをするのです。アメリカと日本の移民法のちがいに興味を持っていま

す。 
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MO：Website を今は使うので便利ですね。外国にいてもできますし。日本と米国の法は 

    ちがうと思うのですが、アメリカでは州の弁護士資格というのは州内だけなのですか？ 

G：日本は日弁連というのは、日本全国に通用しますね。アメリカでは、州弁護士というと、カリフォルニア法

と米国移民法だけに関われるのです。 

幸子：弁護士の仕事と教育の分野で教えることはワークライフバランスとしてはどうですか？ 

G： professional な部分と personal な部分という分け方にしています。 

HT：子育てとかの意味だけではなく、job と life という区別をすれば、ワークライフバランスの考え方は日本で

も同じ意味で考えられますね。 

KK：高原さんも建築家としての仕事とは全く別のこのセッションに参加されてリラックスしていますね。 

幸子：あと 5 分しかないのですが、幸せと思えることを一言ずつどうぞ。 

MS：教師の時には、家に居ても 24 時間縛られているような感じだったのですが、今はリタイアしてとてもリラ

ックスしています。趣味をすることでバランスをとっていたと思うのですが、今はとても happy です。 

HT：Positive thinking することですね。 

SF：リタイアしてもとても忙しいです。ちょうちん作りに、囲碁、英語のレッスン、中 国語レッスン、孫と遊

ぶことなどがあります。介護はもう無くなりましたが。 

TK：リタイアして 6 年が過ぎました。趣味は水彩画で大学時代からやっていたのですが、45 年間の仕事中はで

きなかったので、また始めたのです。今はとても忙しくて、秋の展覧会は 4.5 回あり、来月は二条通りのギ

ャラリーでもあります。最近は体調がよくないが、酒も飲んでいます。仕事ではよく海外に行き、英語を使

っていたのですが、今は、この global session で英語を使うだけです。 

MO：仕事にばかり熱心に取り組んでいたが、家族が一番大切と気が付きました。自治会の仕事も終わりました

し。 

SM：アメリカは弁護士が多すぎると聞いたことがあります。ユートピアは警官や消防士がいないそうですが、

アメリカには良くない人が多いのですか？ 

G：それぞれに権利があると思いますが、弁護士が多過ぎるのは良くないですね。 

MF：カリフォルニアに行って運転をするとき、事故が起こっても「Sorry」と言ったら 

  あなたの負けだからそれを言わないと契約書に書いたことがあるが、それは本当ですか？ 

G：ルール上は犠牲者が大切です。ことばとしての"Sorry"は、大切なことばです。 

MF：そのようにアドバイスされたのです。 

HT：”Sorry”は、とても大切とアメリカ人の友人に言われたことがあります。 

MF：日本ととてもちがうとその時思いました。 

TT：今はとても生活がバランスがとれていると思います。息子も東京に行ったので、 

  何でもしたいことができますし。 

幸子：コミュニケーションをすることは、良いバランスを保つことですね。ここに来られているどの人も、リタ

イアされても趣味などを楽しんでいらっしゃるように見えますね。  

 

 「ワークライフバランス」という語彙の含むさまざまな 

  意味に注目し、アメリカと日本という対比ではなく、 

  自分の立ち位置によって捉える意味にもちがいがあると 

  いうことを知りました。また、Gary さんが、弁護士の 
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  傍ら、大学で学生と接することで、リラックスもし、 

  別のアイディアも生まれるようで、この方法が楽しいと 

  言われています。アメリカにずっと住んでいただけでは、 

  感じられなかった感覚でしょう。 

  今回も如何でしたか？ 

 

 

（１） 9 月も深い話ができるゲスト(Eni Lestari さん）をお呼びしますので、ご期待ください。 

タイトルは、"Learning language or studying language" for some kids who have 

some families from other countries ”(外国につながる子どもたちの学習言語）です。 

 次回 GlobalSession Date：2014 年 9 月 20 日(土）10:30~12:00 

 場所：ガレリア 3 階会議室 

 Guest Speaker：Eni Lestari さん(インドネシア出身）  

  Coordinator：児嶋きよみ 

その他のお知らせ 

（２） 子どもグローバルセッション 

(風に吹かれて 

楽しい音楽を、ごいっしょに) 

  10月5日(日) 11：00~2：00 

  場所：神前の丘の上の民家 西本邸   

参加費：300円（子どももおとなも)   

１．オーボエ演奏(波々伯部宏彦さん・ほほかべひろひこ) 

２． フィリピンの楽器トガトンで作ろう、リズムを！ 

(楠見静子さん・くすみしずこ) 

３． 神前のおにぎりをたべよう（子どもサポートプロジェクト） 

４． みんなで歌おう（楠見静子さん) 

西本邸への行き方：＊千代川駅から「ふるさとバス」畑野千代川コースF41 

         ＊車で(駐車場は申し込み者にお知らせします) 

申し込み先：0771-23-6579(児嶋)・0771-26-8771（西本) 

共催：オフィス・コン・ジュント＆子どもサポートプロジェクト 

後援：亀岡市(予定) 
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こんにちは 

 

７月からの晴天が続く猛暑やゲリラ豪富、そして台風１１号と夏は過ぎ去って行って、お盆明けから秋

が一気にやってきました。８月８日のゲリラ豪雨では露地のとうがらしも８割方が倒伏しましたが、とう

がらしたちは最近の涼しい天候がお気に入りのようで美しい姿を魅せてくれています。 

 

今回は世界のとうがらしの権威であるアメリカ・ニューメキシコ大学が生み出したとうがらしと、とう

がらしの先進国といえるアメリカで愛されるとうがらし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 

②  
③  
④  
⑤  

⑥  

⑦  

⑧  

⑨  

⑩  

⑪  

⑫  

⑬  

⑭   

⑮ 奈良県の新規農業者圃場見学会が開催されました。  ９月４.５日にＮＨＫさんの生中継がありまし

た。 

 

⑯  
⑰  
⑱  
⑲  
⑳  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  

28  
29 施設内のとうがらしはこれからの着果です。    露地分の一味の加工作業がスタートしました。 

とんがらし芥川さん寄稿 
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30 アメリカンとうがらし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hatch Green アメリカで一番人気         NuMex Joe E Parker ６-４の改良品種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NuMex Jalmundo 新しいジャンボハラペーニョ        NuMex Sandia 辛みがやや強い N.M.ちり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 NuMex Suave Orange 辛さマイルドなハバネロ    NuMex Sunrise 写真の通りの鮮やかさ 
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NuMex ６-４ 古き良き品種です。      Lumbre XX Hot 非常に辛みの強い N.M.チリ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joe’s long 長さ３０cm     Chimayo 300 年ぶりに蘇る    Red Cheese 甘いニュータイプ 

 

 

 

 

ニューメキシコ(New Mexico)とその料理（１）   

天野了一 

 

 みなさんニューメキシコ（NM）をご存知で

しょうか？ アメリカ合衆国の南西部にある、

アリゾナ州の東、テキサス州の南に位置する広

大な州です。ニューメキシコは、1848 年のア

メリカとメキシコとの戦争の結果、アメリカ領

土となり、1912 年にアメリカ合衆国の 47 番

目の州になりました。 

 ニューメキシコには、先住民であるナバホ族やプエブロ族、アパッチ族、16 世紀以降に入植してきたスペイ

ン系やメキシコ系の人など多くの民族が居住し、他のアメリカの州とは異なる

独自の文化が花開いています。州都サンタフェ Santa Fe は、1607 年にで

きたアメリカ最古の歴史を誇る街で、標高 2000 メートルを超える高原地帯

に位置します。 

天野了一さん寄稿 
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街は、Adobe（アドベ）といわれる伝統的な日干しレンガ建築と、スパ

ニッシュ・ミッションスタイルの建築で統一され、その多様性や美しい

景観に魅せられて、多くの芸術家が移り住んでいることでも知られてい

ます。 

 ニューメキシコのシンボルが、Chile(チリ)といわれる唐辛子。英語で

唐辛子はPepperといいますが、ニューメキシコではチリと呼ばれます。

このチリの代表が、Big Jim という品種で、長さなんと 30 センチ近く

にもなる、お化けのような世界最大級の唐辛子です。 

 

これには、収穫時期をずらした青，赤

の 2 種類の食べ方があります。若く青

い Green Chile（Verde）は、コンロ

でローストします。一方、樹上で完熟

し、赤くなった Red Chile (Roja) は吊

るして乾燥させます。この２つは同一

種ながら全く異なる独特の濃厚な風味

を持っており、見た目とは逆に、青が

辛く、赤くなるとマイルドです。成育

期間の夏に気候が乾燥したり、暑くな

るなど、ストレスを受けるほどに辛く

なります。赤くなったものをひもに結

んで乾燥させてぶら下げ、デコレーションや魔除けとして家や商店に飾り、毎年新しいものに交換するならわし

があります。 
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 Big Jim 唐辛子は、ニューメキシコの魂ともいわれ、中でも中南部の Hatch という町で採れるものが大きく

肉厚なため、良品として人気があります。Hatch では毎年 8 月にチリ祭りが開かれ、パレードやチリ食い大会

で賑わいます。 

 一度でもニューメキシコに住んだ人は、チリ無しでは生きていけなくなり、またチリを食べに戻ってくる、と

いわれています。筆者も、30 年前、ここに留学のため到着した最初の夜に、ピーマンと思って無意識に食べた

直後、衝撃ともに、全身に大汗が出て、これはあかん、と思いました。しかし、翌日もその翌日も、チリは食卓

にのぼり、やがて、それが忘れられなくなり今日に至った訳です。  

  

8 月に入ると、ニューメキシコのどの街でも、食品スーパーの前には、チリをローストするためのバーナーが

特設され、人々は南京袋に大量に購入したチリをローストします。街はどこもチリが焼けるいい香りが漂います。 

チリには、Extra Hot（激辛）、Hot（辛口）、Medium（中辛）、Mild（甘口）などの段階があります。これ

は品種ではなく、気候や育て方で異なるようです。チリが焼けたら家に持ち帰り、皮を剥いて刻んで冷凍し、タ

コス、ブリトー、シチュー、ハンバーガーなど、様々な料理に一年間かけて大切に使い楽しみます。剥くときは、

ビニール手袋をしないと大変な目にありますよ。もちろん目をこするのも厳禁。 

 

 ニューメキシコ料理は、グリーンチリ、レッドチリ

を大量に使うことが特徴で、メキシコ料理とも、アメ

リカ西部で発達した Tex-Mex 料理とも異なります。

また、北部と南部でも味付けに違いがあります。 

チリの辛さ以外は、あまりスパイシーではなく、素

材の持ち味を生かした自然のおいしさが特徴です。こ

の他にも、先住民のナバホ料理、プエブロ料理などが

ニューメキシコには存在します。 

 ニューメキシコの主食は、小麦粉やトウモロコシ粉

でつくった，ピザ生地のような「トルティーリャ

Tortilla」」で、それを揚げたものが「ソパティーリャ Sopatilla」。中にチリや「フリホレス Frijoles（＝うずら

豆）」などの具を挟んで食べます（写真） 
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コーンのトルティーリャに、肉やチーズ、豆などを包んで焼いた物が「エンチラーダ Enchilada」で、小麦粉

のトルティーリャに包んだ物が「ブリトーBurrito」です。これらをお店で注文すると、Green or Red？ 

（緑か赤かどちらの味？）と聞かれるので、その時に、Christmas!（クリスマス）と答えるのがニューメキシ

コ流。 

緑と赤の両方なので、クリスマスということですね（写

真）。辛いのが苦手な人やお子様はまず Mild を注文して

みましょう。元のチリの辛さで調節されますが、慣れて

きたら物足りなくなってきて、さらに辛い物が食べたく

なる習慣性があり、癖になること請け合いです。 

 トウモロコシの皮で肉や豆、チリを包んで焼いた「タ

マレ Tamale」や、チリに挽肉を詰めて焼いた「レジェ

ーノ Relleno」もこの地方を代表する料理です。下の写

真は、クリスマス状態のエンチラーダに、タマレが添え

られています。 

 残念ながら日本でニューメキシコ料理を食べられ

るレストランはありません。知名度の低さに加え、生

のグリーンチリが手に入らなかったことも一つの理

由でしょう。しかし、篠ファームさんのご尽力により、

今年から Big Jim 唐辛子の日本での栽培もスタート

したとのこと、おおいに期待しているところです。筆

者のこれからのライフワークとしてニューメキシコ

料理のおいしさを広め、普及に努めて行きたいと思い

ます。 
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 9 月 13 日（土）～15（月）に東京・お台場（ウエストプロムナード）で第 15 回 フェスタメヒカーナが開

催され、訪問してまいりました。※メキシコの独立記念日に開催 

期間中は、天気も良く絶好のイベント環境でしたので、メキシコを中心に中南米の屋台が沢山出店され、会場

はラテンのお祭り如く、大勢の参加者でかなり盛り上がっておりました。 

 

  

 

当社からは東北震災応援として、メキシコの代表的に唐辛子「ハラペーニョ」「セラーノデルソル」「ハバネ

ロ」の 3 種を協賛させていただき、今回初めてフレッシュの唐辛子を出品させていただいたこともあり、皆様

興味を持って見ていただきました。 

 

 

 

 

 

 

  

 

篠ファームからの報告 
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 また、出店されていたメキシコ料理（四谷）サルサガバナ（直訳:ソースの家）さんからは大量にご注文いた

だき、量り売りで販売をしていただきましたが、やはり海外から来られて日本に住まわれている外国の方は、フ

レッシュな唐辛子が手に入らないということで、大勢の方が購入されておりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

私も来場者にハラペーニョと自家製ピクルスを外国の方に試食していただきコメントを頂きましたが、全員の方

から、母国と全く変わらなず、とても美味しいという評価を頂けました。 

 

「ハバネロメルマガ会員」お勧め下さい。 

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 


