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まだまだハバネロは育っています。秋の天気が比較的落ち着いてお日様も当たるので美味しそうな？実が

続々となっていますので、霜の降りる 11/初旬くらいまで収穫は続きます。 

                                           事務局 

 

 

10/14（火）テレビ東京の「ガイアの夜明け」にも取り上げていただき、京丹波町の農家さんと一緒に取り

組んでいる内容で紹介していただき、翌日には応じきれないくらいの問い合わせを頂き、関心の高さに驚

いております。また、ある地域からは町興しを一緒に取り組んでほしいと、要請を頂き、微力ですが弊社

の強みを生かした企画などで、お役に立てたいと思っております。 

 

日頃からお付き合いのあるところはもちろん、何十年ぶりの方からも、これを機に一緒に取り組みたいと

言っていただけたり、「地域創生」を考えているところを紹介していただけそうです。 

ご縁の人脈は本当に大切な繋がりと改めて確認できた次第です。 

  

※また、当日(10/14)見られなかった地域もありますが、全国をカバーするBCジャパンで10/23(木)PM9:00から、

再放送がありますので是非ご覧ください。 

 

 ハバネロ友の会 会報誌 10 月
２０１４.10 月 15 日発行 
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篠ファームからの報告 
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■10/19（日）～23（木）には、何とフランスのパリで食の見本市（SIAL2014）が開かれており、京都府の採択

で弊社が出展させて頂くことになりました。２年に一回のこの催し、世界中から 15 万人のバイヤー達が来られ

ますので「京はばねろ 篠ファーム」が世界に羽ばたくのを夢見ております。 

 

 

 

男性用ファッション誌、warp に記事が載りました。 

9 月 27 日発売の｢ジャケットで遊ぶ僕らの秋｣という号の、日本を飛び出して海外で活躍中の頑張ってる日本人

企画。 

 

自己紹介用に何枚かの写真を編集者に送りましたが、採用されたのがこの写真。 

 

その他、加工作業中・私の部屋、従業員との集合写真・バングラカレーが紹介されています。 

 

バンダナ（バングラデシュではガムチャと言います）には、いろいろな巻き方があります。今度はバンダナ特集

で表紙を飾りたいものです。本屋に寄られた方は、是非本の中身をご覧ください。 

 RYO TAKEUCHI 

    

 

 

 

 

バングラディッシュからの頼り 
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秋もどんどん深くなってきました、皆様どんな秋ですか？秋といえば･･･食欲の次に芸術 

を思い出す私ですが・・・メキシコは芸術がとっても盛んな国でもあります。 

いたるところで絵画の個展が開かれ小さな音楽会もよく催されます。 

しかも！！日曜日は美術館が無料だったり・・・エントランスフリーな特別展も見かけます。日本ではア

ーティストは特別な人というイメージですが、メキシコではみんながアーティスト！人それぞれオリジナ

ルの世界観や自分のペースで芸術を楽しんでいます。 

人に何と言われようが、少々下手でもおかまいなし！！自分が楽しければそれでよし～ 

な感じです。だから、芸術や芸術家に対する壁があまりありません。となりには画家が住んでいたり、ダ

ンサーが住んでいたり、アーティストの数が多い？（笑）楽しい国でもあります。 

そんなメキシコの芸術界を半世紀以上引っ張ってこられた 

メキシコの偉大なる画家 ルイス・ニシザワさんがお亡くなりになりました。 

マエストロ・ルイス･ニシザワ・フローレスは日本人の父とメキシコ人の母の間に生まれ 

幼少のころから絵が得意だったルイスさんはメキシコシティで美術を学ばれました。 

制作活動の傍ら長年メキシコの国立自治大で教鞭をとられトルーカにあるご自身の 

美術館でも若手育成の取り組みなどをされていました。 

力強く多彩な作品でメキシコ画壇に多大な貢献をされ数々の賞も受賞されました。 

私はメキシコの山々を書かれた大きな作品がとても印象にのこっています。 

お元気だったころご自宅謙アトリエにお伺いした時も気さくに迎えいただきました 

ご自身の作品を整理されている途中のアトリエを案内していただき、描きかけの作品も 

見せていただきました。体力のある限り創作活動を続けられていました。 

                

 

また芸術活動のほかにもメキシコと日本の架け橋として長年尽くし

てこられました。 

沢山の日本人がメキシコに渡りルイスさんのもとを 

訪れ不遇の時代にはお世話になったそうです。 

 

                 寛大な心で芸術も人も受け入れられた生前の先生の 

人柄が偲ばれます。 

                 

                 "Autorretrato" 1965, mixta. 71.3 x 49 cm  

(Luis Nishizawa) 

自画像 1965 年 ルイス・ニシザワ 

 

 

 

 

奈佐有子さんのメキシコのお話 

 



10 月号 

 

 

 

 

 

わが家のちょい辛メニュー 

～わさびご飯～ 

食欲の秋がやって参りました。 

食べ過ぎには注意したいものです、と言いつつも、今月もまたわが家のとっておきのメニューをお届けい

たします。 

ご紹介したいのは、今私と息子がはまっている、ツ~ンとする感じがたまらない、 

わさびご飯です。 

あまりに簡単すぎてレシピはございません。 

生のわさびが手に入りましたら、ぜひぜひ一度お試しください。 

 

わさびご飯に用意するもの 

 生のわさび 

 かつおぶし 

 熱々のご飯 

 醤油 

 

熱々の炊き立てご飯に、かつおぶしをたっぷりのせて、たっぷりのわさびをすりおろし、醤油をまわしか

けて戴きます。おかわりが止まらないメニューです♡わさび農家の方直伝の美味しいわさびの食べ方です！ 

         

 

ｂｙ Mariko Nakamura 

 

中村まりこさん寄稿 
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ハバネロ通信 10 月号（オフィス・コン・ジュント：児嶋きよみ） 

2014 年 9 月 20 日 Global Session Report(266 回目）  

Date: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 

Coordinator：児嶋きよみ 

参加者： 12 名 

タイトル：The language abilities needed for academic studies 

     (教科学習に必要な言語能力・学習言語） 

 

自己紹介 

MS：退職していつも楽しんでいます。英語・ハングル・スペイン語・日本語を学習しています。 

SK：マレーシア出身です。この GS にはたまにしか来れないのですが、私の英語は poor で。 

(KK：マレーシアでも、自分の英語が poor でなんて、言うんですか？) 

   いいますよ。謙遜していうのが、マナーですから。 

YN：留学していた英国でも、謙遜の文化がありました。特にスコットランドでは。今は、若者(15 才～39 才）

のためのサポートステーションで、ハローワークに来る人たちの相談に乗っています。仕事に行けないと

か、学校に行けないとかの子どもさんたちで、生活習慣が変わり、夜に起きて太陽の下では起きていられ

ないなどいろいろなことがあります。ワークショップに来ても長い時間は座っていられないとか。今日の

タイトルにはとても興味があり、参加しました。 

MF：映画会社に 40 年勤務し、退職後、NPO で、短編映画や無声映画の上映などを世界を市場に模索していま

す。 

KH：大津市在住で、外国へのツアーのガイドや、日本に来る外国人グループの日本旅行をアレンジする仕事を

しています。来週(9 月 22 日の週）には、中国桂林へ、案内する仕事が入っています。今は乾期で雨の心

配がなく、リラックスできる場所です。今年は、これから、ミャンマー・インドネシアなどが計画されて

います。(児嶋：ヨーロッパもたくさん行っておられるので、個人旅行を希望する方は亀田さんに）近藤

正：多分ここでは、2 番目に年寄りと思います。亀岡生まれで今までに危険と言われている地域に行って

よく仕事をしてきました。パキスタン・バングラデシュ・インド・インドネシア・中国の新疆ウイグル自

治区など。新疆は、9 月がとてもきれいで、月を愛でて moon watching などもあり、強い酒で白酒(63 度）

もあります。 

MO：スコットランドの独立運動がありましたが、英国は経済状況が良くないのに、格差がますます広がってい

児嶋きよみさん寄稿 
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るのが原因と思います。民主主義の成熟している国なので、その方法論が結果より、注目を集めていると

思います。スコットランドは行ったことがあるが、雨が多く、太陽光がすくないので、収穫が悪い地域で

あったと思います。 

MN：長岡京市から来ました。3 人の子どもがいます。来たいと思ってもなかなか来れないのですが、今日は、

タイトルにとても興味があって。 

SH：須知高校で農業を教えています。今は、産休・育休で休んでいます。つつじが丘小学校に長男が行ってい

て、児嶋さんの御孫さんと同じクラスです。いっしょにいる女の子は、マレーシアに行ったことがありま

す。自分の母が、インドで英語の教師をしていたころに。 

SM：亀岡の保津町生まれで、教員を退職後、第 2 の人生は、農業を楽しんでいます。大根や白菜も作り、平安

神宮には、大根を奉納しています。 

(亀岡は竹細工が盛んで、保津町にそのような店があると聞きましたが） 

   保津町や、隣の千歳町で竹細工が盛んでしたが、最近は後継者不足で、竹林もあれて来ました。竹籠作り

のワークショップを近くの小学校に行ってやったりしています。 

(MF：竹製のお箸が好きです） 

 

Coodinator：では、Eni さん、いくつかのパラグラフを読むことからはじめてください。 

Eni：読む 

私の子どもは、「おかあさん」をインドネシア語で言えるくらいでそれ以外は知りません。ほとんどを日本

語で話すようにしていました。また、絵本（picture book）もよく読んで聞かせました。インドネシアでは、

母親は忙しく、絵本など読んでもらったことはなく、歌を歌ってもらったことはありますが。学校へ入る前

に、日本語を母語とする子どもは、約 2000 語を覚えてしまうと講座で聞いたことがありますが、どう、そ

れを準備させればよいのか、いつからそれを始めるのか、また、どんなことが必要なのか？専門家ではない

ので、子どもが学校に入るときの準備はどの程度か良くわからなかった。自分の子どもも、小学校に入る頃

には、それくらい（2000 語くらい）はわかっていたと思います。夫は日本人、私はインドネシア人で日本

語を話せます。夫は英語とインドネロシア語が話せますが、家で色んな言葉が使われると、混乱するのでは

ないかと思いました。バイリンガル、モノリンガル、どちらを選択するか、日本とインドネシアのどちらに

住みたいか等を話し合い、日本に住むことに決めました。言葉も、モノリンガルが良いと思ったので、夫と

相談して、赤ちゃんの時から日本語を選んで、日本のお母さんがする通りに子どもを育てました。日常生活

では、寝る前の子守唄や童謡（「お母さん、なあに」・・という子どもの歌）まで、全部、日本語でした。

息子はインドネシア語で「おはよう、お母さん、（スラマパディイブ）」、それだけはインドネシア語でし

た。子どもの絵本、日本のお母さんたちの習慣や躾などを学びました。日本とインドネシアでは子どもの育

て方がちがうので、日本のお母さんたちに教えてもらい、とても感謝しています。また、日本の行事もしっ

かり、やりました。例えば、お宮参りとか、子どもの日なども。夏休み中のクラブ活動や夏祭りなど色んな

活動にも参加してきました。このように、息子は言葉を増やしていき、大きくなるにつれ、私が日本語など

を、教えなくてもよくわかるようになってきました。 

今は中学 1 年生になり、子どもがだんだん遠くなるような気がしますが、小学校時代は、いろいろな行事

に参加し、いろいろ体験させていたと思います。日本で育てられている外国にルーツある子どもたちには、

（言語のことだけではなく）沢山の問題（課題）があると思います。小学校に行くまではそうでもなかった

ですが、学校にあがると色んなことで困りました。外国からの人が日本にもたくさんいますが、皆が同じで
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はなく、言語力にしても、ある人はレベルが高く、ある人は低いということです。世話をすることが必要で

すが、皆が同じ状況ではないということです。子どもが中学にあがると、言葉の能力の違いが学力に影響を

与えます。学校によって、サポート体制が良いところと、そうではないところの差があります。 

Coodinator：学校によってサポート体制がかなり異なります。特別に良いところではサポーターが送られていま

す。教育委員会に「外国にルーツを持つ子どもでサポートの必要な生徒はいませんか？」と尋ねたら、「ひ

とりもそのような生徒はいない」と言われました。「ひまわり教室」を亀岡の西のエリア（馬路の公民館）

で開催しています。予算が少ないのですが、東エリアにも、教室を開設したいと思っています。 

MS：私は息子さんが 3 年生くらいの時に会ったことがあると思いますが、もう中学生ですか？小さくて可愛か

ったと思いますが。 

Eni：自分自身は、考古学が研究分野であり、日本にも大学院時代に留学したこともあり、少しは日本語も話せ

てはいました。また、インドネシアには多くの地方語があり、インドネシア語が、自分にとって、第 2 言

語であり、母語は、ジャワ語でした。 

MO：夫さんは、日本人ですか？ 

YN：質問ですが、夫さんの態度は？ 

Eni：日本人ですが、夫はあまり子どもと話さなかったですね。 

CO：このような外国につながる女性と結婚した日本人の男性の、あまり話さない 

日本人のケースは、とても多いですよ。わたしから見た日本人男性は、このような種類の場合は、みな「あ

ほ」に見えます。 

Eni：「子どもが熱があるので、病院へいっしょに車で連れて行って」と頼むと、「タクシで行って」と言われ

たり。 

YN：日本人同士の結婚でも同じことがありましたよ。 

Eni：日本人の習慣でしょうか？ 

MO：日本人の習慣？ 

Eni：私の母は、インドネシアで教師をしていて、父は軍人でしたが、子どもが熱がある 時は、つれて行って

くれました。 

MO：今はジェンダーフリー社会で、昔は、子どもを妻がみるということが普通だったと 思うが、女性が仕事

をして、社会を支える必要があるでしょう。今は、変わらなければならないと思います。 

Eni：その人次第でしょうか。 

MS：日本は、まだ、保守的ですね。 

Eni：子どもの教育には、いつも注意を払って来ました。学校行事なども。外国人の母親 の場合、日本語を学

びたいが、その方法がわからない場合があります。 

CO：わたしは、このような子どもの学習支援の教室をこの 5 月から開講し、お母さん達も勉強したければ、し

たいことを 1 対１で教えてあげますよという体制を取っています。でも、なぜ、学習言語が身につきにくい

のかについては、まだ、明確な結果は出ていなくて、移民の多いアメリカの例でも、米国生まれのアメリカ

育ちでも学習についていけない子どもがあまりにも多くいて、その子たちのために取り出し指導をして、ま

た、元のクラスに帰るなどの方策をとっています。日本にも在住の外国人の保護者の子どもが学校に来だし、

ぺらぺら話すのに、なぜか点数がとれなく、自尊感情が極端に低い例が多く、見られるようになりました。

ですから、どうやったら学習言語が身につき、伸びるのかを見て行く過程であると思います。 

MS：国籍はどうですか？ 
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Eni：2006 年からは、インドネシアは二つ以上が OK になりましたが、それ以前は、難しかったので、息子は日

本の国籍だけを持っています。伝統的には、父親の国籍を子どもは継ぐというものでしたが、今は変化があ

ります。でも、息子は 2006 年以前でしたので、日本国籍しか持っていません。 

MN：ダブルの国籍を持って居ることのメリットは、何ですか？ 

Eni：例えば、国籍がインドネシアにない息子は、私がインドネシアに在っても、相続できないなどと言うこと

があります。 

CO：USA と英国と二つの国籍を持つアメリカ人を知っていますよ。英国に行くときは英国のパスポートを使い、

仕事もできます。もちろん、アメリカでも。 

Eni：「母がインドネシア人で、父親は日本人だが、僕は何じん？」と聞かれたことが 

あります。そのようなときは、「にんじん」と答えました。 

SK：YWCA でボタンティア活動をし始めた時、アジア人はとても顔立ちがにているので、 よく、日本人だろ

うと言われました。食べ物も似ていますしね。 

HK：僕も国籍は日本人ですが、「自分は何人か？」と問う時があります。 

YN：外国を旅行していると、とても自由だと感じる時があります。 

CO：GS に来ている人は、そういう人が多いみたいに思えます。 

YN：英国にいたとき、「自分は日本人としては例外的だ」のことを「Ｉam exceptional」と言ったら、「それは、

自分は例外的に秀でているという意味でもあるので、自分のことを言う時には使わない」と英国人に言われ、

恥ずかしく思い、驚いたことがあります。日本では、例外は「はみご」とか「落ちこぼれ」みたいに悪い意

味が多いと思いますが。 

MN：自分の住んでいる地域でこのような外国につながるお母さん達との会合をしようと したら、日本人ばか

りの時があったのですが、どのようなところへ行ったらいいのでしょうか？ 

CO：自分のやりたいことがあれば、いろいろなイベントやグループを捜す代わりに自分 で作るのが一番だと

思います。知らせる方法は、face book にも入っていることですし、今は、いろいろな方法がありますよ。 

Eni：京都市の児童館へ行ったらたくさんの、このようなお母さんたちがいて、ずいぶん 話ができ、助けられ

ました。お母さんが大切です。子どもたちが学校に行くまで、子どもだけではなく、お母さんへのケアも必

要です。 

SH：学びたいと思う人はどこに行けば情報が得られるのでしょうか？外国からの方は女性だけではなく、男性

でも困難を抱えているので、サポートシステムが必要だと思います。今のところ、そのような体制が存在し

ていないように思います。コミュニティセンターのようなところでできないでしょうか？ 

CO：そのような場所もこれから、作る必要があると考えています。それと、 

「あなたはなに人？」って聞かれたら、「I am a Transnational person.」って答えなきゃね。 

SK：私も、CO さんの意見に全く賛成です。自分で作るのが一番です。 

Eni：このような話はできれば、継続していきたいと思っています。 

CO：時間ですが、ありがとうございました。また、続きを計画しましょうね。 

11 月の Global Session 

 11 月 15 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：西本好江さん 

 Coodinator：児嶋きよみ 

  内容については、未定ですが、ちょっとバンバン言いたいことを言い合ううセッション(英語で)になる予想

があります。是非、お楽しみに。 
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こんにちは 

例年にない涼しい９月の奈良でした。そんな気候の影響で例年よりも生育の早い品種と生育が止まった品

種があって、品種ごとも適性を判断する良い機会となりました。 

今年は６００品種が生きている当園の最も美しい季節が過ぎ去ろうとしております。 

前年同様ですが観賞用のとうがらしたちの華麗な姿をお届け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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

露地の品種は今年も美しい姿を魅せてくれています。  施設内の品種はまだまだこれからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月４日は今年一番の夕焼けでした。金剛山、葛城山、二上山、大和三山・耳成山と当園のシルエット。 

② アメリカンとうがらし 

 

 

 

 

 

 

とんがらし芥川さん寄稿 
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     Bolivian Rainbow の花と実 紫がかった葉も樹のボリュームも最高に美しい品種です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caliente Red 小さな果実のカップサイズ            Purple Flash 紫の葉が美しい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Royal Black 真っ黒な葉と実が上品         Medusa 小さな樹形に実る美しい果実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelly Bean 薄黄から白に変化するハバネロ      Pretty Purple 当園定番のかわいさ No.1  
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Explosive Ember                 Purple Tiger                  Most prolific 

 

■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。 

                                                                    


