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【12/6 京都激辛商店街案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

早や 12 月、気持は焦れどあともうひと月はほしい今日この頃でございますが、みなさまにおかれましては

如何お過ごしでしょうか。 

ハバネロはじめ激辛唐辛子はつい数年前までは誰しも、激辛ゆえ、見向きもしてもらえなかったこともあり

ますが、今では「激辛!」が、トレンディなイメージを醸し出し、地方創生の旗頭として注目されるようにな

ってきたことはハバネロ友の会として非常に喜ばしいことだと思っております。 

これもひとえにハバネロ友の会の皆様のお陰と思っております。 

今後とも皆様のご支援を頂けますようよろしくお願いいたします。 

【12/6 京都激辛商店街案内所開設オープン】 

5 年半前に、錆びれてゆく向日市を何とかしたいと一人の市会議員が立ちあがった「京都激辛商店街」は今

や向日市内で 37 軒、イオン桂川で 33 軒の加盟店までになり、全国的にも広がりつつあります。 

12/6(土)は念願の案内所開設となり、事務局としましても立ち上げの大変な時から存じ上げておりますので、 

感無量のところがあります。おめでとうございます。 

ぜひ一度、お近くにお越しの節はお立ち寄りください。 http://www.kyoto-gekikara.com/maps.php 

事務局 
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 急激な円安が続いており、この記事を書いている現在、ドル円相場は＄１＝１２１．４０まで円が下落して

いる。市場予想は更なる円安が続くとの見方が多い。 

 

円タカはと言うと、一昨年は１タカ＝１円だったのが、現在では１タカ＝１．５円と、１．５倍にもなった。

それは、輸入する当社の原価が１．５倍になることを意味している。 

 

 さて、ドルタカ相場はというと、米雇用統計のいい結果が出たにも関わらず、タカは逆に強くなっている 

 

グラフ Chart1                                     グラフ Chart2      

グラフ：Exchange-Rates org より 

 

 

 さてさて、来年の加工はどうなることやら。。。 

  

  

 

 

 

 

 

 

バングラディッシュからの頼り 
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HOLA~! 

お久しぶりです。 

ペルーから帰国して 1 年がたちました。 

 

メキシコに 1 年、ペルーに 2 年、縁が縁

を呼び、現在は国際支援活動を行う法人

でペルーの障碍者を支援する仕事をして

います。 

 

なぜ、ペルーで障碍者支援なの？？ 

ペルーでは知的障害者は学校を卒業した後、

行く場所がなく、家に引きこもりがちです。

そこで、彼らが「働く」という目標をもって

毎日通うことができる場所をつくるため、建

物を立て、そこで働くスタッフの育成等を行

っています。 

・・・・・といっても、何をしているのかい

まいちピンとこないですよね。 

今月から少しずつ、ペルーのことに加えて、

活動内容もご紹介していく予定ですので宜し

くお願いします。 

 

 

在日ペルー大使館により開催されたペルー料理

文化フェア「美味しいペルー」に行ってきまし

た！！！ 

久しぶりのペルー料理、何を食べようかな�と

楽しみに、張り切ってお昼前に行ったところなん

と、すでにメニューには「売り切れ」の案内が。

始まってからまだ 30 分しかたってないの

に！！！  

聞いてみると、「食材がまだ届いてないのよ～」

ということ。結局いつ届くかわからない食材を待

つ気にはなれず、目的の料理とは別の料理を食べ

ました。あーこれが懐かしのペルーです。 

MUTTSUNN 通信 
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いよいよ今年もあと 1 ヶ月となりました。クリスマスもだんだんと近づいてきました。 

日本でも最近クリスマスイベントやパーティが盛んにひらかれますね。 

カトリックの国メキシコでもクリスマスはもっとも重要なイベントです。12 月に入るとどんどんと街はクリ

スマスカラーになって行きます。 

12 月メキシコではクリスマスの前にもう一つ重要なカトリック宗教のイベント 

“グアダルーペ”の日があります。 グアダルーペとは・・・メキシコの歳暮褐色のマリア様のことで国民の

間で最も敬愛されている宗教的なシンボルです。 

伝説では・・・・12 月 9 日のインディオのフアン･ディエゴの前に聖母が現れ聖母は大聖堂を建設する願い

を伝えるよう求めました。病気の親類の助けを求めに行く途中のディエゴが話しかける聖母をふりきって走り

去ろうとした時、聖母は彼を制止し病気は治ると予言し、ディエゴが戻った時には病気だった親類は回復して

いたその証拠に、聖母に司教へしるしとしてバラの花を持っていくよういわれたディエゴは花をマントに包み

司教館に運びました。 

司教館に花を届けたディエゴのマントには聖母の姿が映し出されていました。 

奈佐有子さんのメキシコのお話 

これは羊とお豆の煮込みとご飯です。上にのっかっている

のはチリソース。 

ペルーではお米を炊く際は、油、塩、ニンニクを入れて炊

きます。なので、日本のご飯よりずっと腹持ちがよく、胃に

もたれます。 
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                               祭壇の聖母 

 

 

新しく立て直されたグアダルーペ寺院 

 

奇跡がおこった 12 月 12 日はグアダルーペのお祭りでみんな 

グアダルーペの肖像や像をもって(背負って) テペヤックという

丘にある寺院総本山まで 

おまいりに行きます。その日に膝歩きでおまいりに行くと病気が

治るとかでかなりの遠方から膝歩きでおまいりに来る人も！！ 

信仰の厚さをうかがわせます。 

しかし街はその日大渋滞になります 笑 

一見の価値ありメキシコ褐色のアリア様ぜひメキシコ旅行の際に

訪れて見て下さい。 

 

 

 

 

         

わが家のちょい辛メニュー 

～メキシコマダム直伝のハバネロサルサ～ 

 

 

先月来日したメキシコの友人夫妻がわが家に２週

間滞在。 

滞在中にはメキシコの家庭料理をいろいろ教えて

もらうことが出来ました。 

その中から今月は万能とうがらしのサルサを二品

ご紹介します。 

 

 

 

 

中村まりこさん寄稿 
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１. ハバネロサルサ ＊こちらは辛いのがお好きな方に 

 

（用意するもの） ハバネロ２~３個、赤玉ねぎ 1/6 個 t 程度、レモンかライム半個、塩 

（作り方） 

①�  赤玉ねぎを粗みじん切りにレモン（ライム）汁を絞り、塩少々して浸けておきます 

② フライパンにアルミホイル（魚も焼けるフライパン用アルミシートがおすすめ） 

を敷いて、竹串で破裂防止の穴をあけたハバネロを周りが焦げるまで転がしながら焼き、皮をむいて粗みじ

ん切りにし、①と混ぜ合わせて出来上がりです 

  

☆ こだわり 

ハバネロには絶対赤玉ねぎを使うそうです 

そして、レモンも出来れば黄色いレモンではなくグリーンレモンかライムがおすすめ 

またオレンジやミカンなどの他のかんきつ類を混ぜるのも美味しく出来るそうです 

お好みで香菜（コリアンダー）を加えてもひと味違うサルサが楽しめます 

☆ ポイント 

冷凍のハバネロを利用するときにはよく解凍してから焼きましょう 

ハバネロを焼くときには換気扇をまわすこと 

皮をむくときにはビニール袋を利用して、その中でハバネロに直接触れずに 

むき、粗みじん切りにするときには牛乳パックのシートなどを利用してまな板 

の上では切らないように工夫すると、他の料理に辛さが移ったりしません 

２. チレス・トリアドス chiles toreados ＊こちらはどなたにでも美味しく召し上がっていただけます 

 

（用意するもの） セラーノ、ハラペーニョなどフレッシュチリならなんでも 

レモン少々、醤油（またはマギーソース） 

量は適当ですが、セラーノ５～６本に醤油 1/2 カップ程度が目安です。 

お好みで量は調整してください 

 

 

（作り方） ① フライパンにオリブオイルを少々ひき、破裂しないよう竹串で穴をあけた 

唐辛子を炒めます 

② 唐辛子に火が通ったら、一度フライパンを火からはずして醤油を加えます 

③ 水を少々足してもう一度少し沸騰させ、最後にレモンを少々絞って出来上がりです 

  

☆ ポイント 

とうがらしはまるごと使うと辛さがマイルドに仕上がります 

もう少し辛い方がよい方はとうがらしをぶつ切りにして作るとよいです 

 ☆ メキシコでは普通マギーソースを使うそうですが、日本通の友人は醤油で作るのが 

美味しいと勧めてくれました 

洋ならマギーソース、和なら醤油、と使い分けるとよいかもしれませんね 

また唐辛子を炒めるときに、白ネギか玉ねぎの粗みじんを加えても美味しいそうです 
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ハバネロサルサもチレストリアドスも、冷蔵庫でしばらく保存可能です 

焼肉、ステーキ、餃子などのたれとして、また野菜炒めやチャーハン、焼きそばなどの隠し味として、 

ぜひいろいろお試し下さい(^o^)／ 

先日も鍋のポン酢に少しハバネロサルサを加えてみると、なんということでしょう！とても美味しくなりまし

た！！ 

 

先月は投稿をお休みしてアトリエ MACO 参加のアート＆ライフマーケットの宣伝を掲載させて 

いただきました。大雨にもかかわらず、１２００人の方にご来場いただき盛況のうちに終了 

致しました。ありがとうございました m(__)m 

 

中村まり子 

＊＊＊Mariko  Nakamura＊＊＊ 

 

 

 

 

 

こんにちは 

１１月までは暖かい気温が続いていましたが、１２月に入った途端に一気に真冬の寒さが訪れました。 

当園の露地の品種は長く頑張ってくれましたがいよいよお別れです。施設栽培の品種は激辛品種ばかりでこれ

から２月まで収穫します。  

今月は当園が特に気に入って栽培している激辛品種で有名なトリニダードの血をひく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。 

 
現在の圃場の様子 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

当園だけの複数年株の品種もとても元気です。        この美しい花も２０１４年は間もなく見納めです。 

 
 
 
 
 

とんがらし芥川さん寄稿 
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トリニダードの仲間たち 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trinidad Scorpion Red  全ての始まりの品種           7Pot SR Strain ギネス級品種の親と思われる品種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moruga Scorpion 2,009,231 SHU 世界最高記録！！     Moruga Scorpion Yellow モルガの鮮やかなイエロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7Pot Chocolate 世界２位の辛さを計測した秀逸品種    7Pot Primo この品種もギネス級 7Pot×NagaMorich 
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Trinidad Perfume  辛味が弱く香りの良い品種            Trinidad PI281317 形の面白い品種です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7Pot Jonah 辛さも香りも見た目も抜群の品種        T.S.Butch-T 前々ギネス 2011.02.25.～2011.04.13. 

 

 

 

 

 

 

ハバネロ通信11月号  (Office Com Junto 児嶋きよみ） 

Global Session レポート 

Date：2014年11月15日(土） 10:30~12:00 

場所：ガレリアかめおか3階会議室 

ゲストスピーカー：西本好江さん 

Coordinator：児嶋きよみ 

参加者： 12名 

 いつも自己紹介から始まりますが、かなり時間をとっているのは、自分を英語で語るという体験もいいかな

という意味が含まれています。いつもかなりおもしろいです。また、英文の記録も書き上げるつもりですが、

少し時間が必要なので、あとになります。 

 

児嶋きよみさん寄稿 
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SF：毎日アルコールを飲んでいて、ここずっと1.5合飲むことを続けています。 

（なぜ？）自己の到達目標に達したいので。（ジョーク） 

HK：大津市在住で、日本人を他国にガイドしたりのツアーガイドが本業です。12月末には、ミャンマーの首都

ヤンゴンに8日間ツアーで行き、地域のひとと交流もします。一日は、小学校へ、行くのですが、農村部の小

学校の方が、リラックスしてつきあえ  ます。都市部は、学校毎に大きな差があります。 

(何語で？） 

  ミャンマーの方言としては、２０～３０あるのですが、ほとんど英語で対話します。   

行く先は、ゲスト次第ですが、わたしのツアーはリピーターが多いです。正月には、タイ・ラオス国境にも行

き、来年はスリランカやニュージーランドなども計画しています。 

TK：園部の山の街に住んでいます。GSにはずいぶん前から来ていますが、最近は孫の世話もあり、息子があ

ひるを使った米つくりをしていて、米を売り、別の物を購入するような形態をとっています。 

今日は、参加できてとてもうれしいです。 

CN：GSのビギナーで2回目の参加です。亀岡の田舎でいろいろなアートをしたり、子どもの教室を開催したり

しています。夫は彫刻家で稗田野町にアトリエを持ってい  ます。 

(稗田野町にアトリエ？）（ニューヨークの世界貿易センタービル後のビルの彫刻家） 

  誰かがわたしに英語でたずねると困ってしまうので、参加しようかと。自分はいろいろやっているので、

したいことも多く勉強していない。 

RT：亀岡在住ではなく、向日市在住です。15年以上英語を教えるために亀岡に来ていました。NPOも20年以上

やっていて、139名の日本人学生を海外に送って来ました。 

  亀岡が好きでいいところがたくさんあると思います。食べ物も作り手が多いので、さきほどの話のように

バーターもできるのですね。TPPに対抗したいですね。 

MO：ガレリアの西部にある稗田野町に住んでいます。佃さんが指摘されたように亀岡には良い点がたくさん

あります。7年前にリタイアして以来、地域の自治会の仕事などもしてきました。今年は、農業に専念し、400

個の玉葱がとれました。自転車で南 

  ヨーロッパに行くのが夢です。その自転車も20万円くらいするようです。 

ET：誘われてはじめて参加しました。英語がまだ、よく話せません。 

(今、英語で話しているよ） 

MS：小学校教員をしていて、今年リタイアしました。今は教育研究所にいますが、元オクラホマ州立大学京都

校のあったとことで、木々がどんどん大きくなり、風景の美しさに毎日圧倒され、楽しんでいます。山や木々

の色が毎日変化するということに気付  きました。 

KT：彦根市から来ました。日本語を外国人への教育方法を教える仕事をしています。日本人の学生に大学で教

えていました。今も非常勤ですが3大学で教えています。 

SM：保津町に住んでいて、ボス猿のような者です。セカンドライフで野菜を作り、大根やカブラもたくさん作

っています。子どもさんたちと大根挽きなどしたい人は言って 

  ください。 

 

ここから、西本好江さんが、自分のエッセーを少しづつ読み、コーディネーターとの対話が始まりました。 

要旨：第二次世界大戦の終戦4年目に広島に生まれる。子ども時代の記憶は呉市の丘の上から見た、瀬戸内海

の風景から始まる。至る所に進駐軍がいて、ちがうことばで話す人たちがいて、背の高い青い眼のにっこり笑

うひとがいて、中には、カーリーヘアの皮膚が黒い人たちにとても興味があったのを憶えている。両親は子ど

もがチョ   コやキャンディをアメリカ人からもらうのを好まなかったが。 

Coodinator（C）：小さい時から外国人を見る環境にあったということですね。 

Guest（G）：そうですね。 
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RT：軍隊にもいろいろありますね。笑顔を絶やさないひとも、日本人を無視して傲慢な 

  ひともいたし、大きな家は軍に摂取されたひともいて。中には日本の伝統文化に敬意を払うひともいたで

しょうが。 

MS：わたしは、GHQをしらない世代ですが、小さい時に近所にカソリック教会があって、カナダ人神父さん

がいました。毎日遊びに行っていて、ちがうことばで話す人が存在 

  するということに気づいたのです。 

G: 呉にいたのは、将校クラスでとても丁寧な物腰で、子どもでもレディのように対応していたと思います。

両親は、何かもらったら、緊張していたと思いますが。 

第2パラグラフを読む 

要旨：中学校から広島のミッション系の学校に進学。日本語なしでアメリカ人のシスターから英語を習うなど

とは、夢にも思わず、びっくり。ただひとつ好きだったのは、シスターから匂うコーヒーやクッキーのいい匂

いだった。ここで、学んだのは、見た目やことばがちがっても、また、アメリカ人・日本人というちがいもな

く、我らは皆、人間であるという考え方であったと思う。 

C：中学校から英語を英語で学んだのですね。 

G：45人学級だったのですが、英語で英語を学習するのを、クラスの三分の一は理解できていたと思います。

それも、カルチャーショックでした。6月の雨の日、「もう学校に 

 行かない」と言った覚えがあります。 

SM：三分の一ものクラスの中学生が英語を理解できていたのですか？ 

G：中学入学までに私的な先生についたりしていたのではないですか？わたしは、全然 

 わからなかったので、しばらくは、毎日、両親に英語を教えてもらいました。 

 少ししたら、だんだん慣れていったと思います。 

C：どうやって慣れたのですか？ 

G：慣れるまで2.3ヶ月かかったと思います。だんだん、わから 

 なかったら元気を出して 質問しようと考え始めたのです。 

  例： Sister：What? 

          Yoshie: I didn't understand (        ) 

            自分の英語をわかってくれないときは、ゆっくり話すとだんだんわかって 

      もらえることもわかった。 

RT：1980年代にアメリカにはじめて行ったのですが、さっぱり話していることがわからなかったです。 

G：発音についても最初は父に習っていたのですが、父の「girl」とシスターのが違うことに気づき、「父に発

音がちがう」と言ったら、「大学でも誇りを持っていたのに」と言っていました。このように父に発音を教え

るのがとてもおもしろかったのを憶えています。 

MO：わたしも中学時代にアメリカ出身のシスターとフランス出身のシスターがいて、「Though」のthの発音

がちがったのを憶えています。 

C：今はGlobishという考え方が出て来ていて、ネイティブ英語話者が以前は、「理解できないのはノンネイテ

ィブの君たちのせいだ」と堂々と言い張っていたのが、「わかりやすく言わないネイティブ英語話者の責任で

もある」と言えるようになってきたほど英語が世界言語(国際言語）となってきているという現実があります

。 

RT：日本人と話していると、「うん、うん」と頷いているので、同意しているのかと勘違いするひともいて、

日本文化を知らないと誤解するかもしれませんね。アメリカ人などは、電話中でも「はい、はい」というよう

な英語での相づちは言わないですからね。 

第3章パラグラフを読む 

   関西に移動してからは、良い仕事を得るために、英語は、重要なスキルであった。JTBでガイドとして



12 月号 

働いたり、京都や奈良に同行したり、国際会議に参加したりと。 

   英語で話すと日本人であることを忘れ、自由になる気がする。現在までに24ヶ国をたずね、良きも悪き

も含みながら、違う文化に触れるたびにカルチャーショックを受けた。境を超えることはエキサイティングで

あり、訪問するたびにその土地の人々に近づき、「ごめんやっしゃ」という感覚で。 

   外国で日本人旅行グループを見ると、大きな声で免税店に殺到することが多い。このようなことは、日

本でも見られる。それぞれが違うバックグラウンドや、文化、宗教などを持っているが、どちらかが100%正し

いということはない。 

G: 英語を話していると明るくなるような気がします。 

C： 英語は他のラテン系のことばと比べれば、文法はシンプルですね。語順も日本語とはちがいますね。 

MS：わたしは小さい時、とてもシャイな子どもでしたが、英語を学び始めて変わったような気がします。 

C：ちがったひとになれるのですね。 

SF：薬みたいですね。 

C：SFさんは、中国語もやっているでしょう？ 

MO：英語で中国の小説を読んだことがあります。 

HK：何年くらいガイドの仕事をしていましたか？ 

G：JTBの子会社で3年くらい仕事をしていて、国際会議場などにも行っていました。 

 ロータリー奨学金を得て、アメリカのイリノイ大学に留学したことがあります。一人親 

 家庭のための奨学金で26倍の競争率をくぐり、写真＆ドキュメンタリーの学科で1年 間学びました。シカ

ゴ空港に着くとロータリー財団のひとが迎えに来てくれて、下町の 

 少し危険な地域に小さなアパートを借りてくれていました。でも、大家さんとの交渉から、電気・ガス・水

道の契約から自分でやらなければならなくて、勉強になりました。 

 この体験が、他の国から日本に来た外国人の不安を予測することができるきっかけになったと思います。実

際アメリカではSociel Security Numberがなければ、ビデオも借 りられないのです。 

MO：IDカードのようなものですね。 

G：Sociel Security Numberを持てば、逆に何でもできます。 

 この間、4ヶ月ほど英国人の先生の家庭にホームステイしました。英国人は子どもに独 立心を持たせるた

めに、何でも手を出さないようです。 

 例：①4才と8才の子どもがいましたが、「のどが乾いた」というと、「So？」と聞き、 

  「I need to have some drinks.」と言うまで待つのです。 

   ② ミルクをそそいでいると、どこまでかを子どもは言う必要があります。 

  「ここまでと言ってね」言わないとあふれてしまうまでやめません。 

   残すと、「This is your resposibility」（あなたの責任よ） 

   ③朝は、起こしません。目覚まし時計をかけさせるのです。遅れても、母親はアレンジせず、自分で何

とかさせようとします。自分でやると時間がかかりますが、それでも服や靴下も選択させます。遅れて泣いて

いても、「あなたの責任よ」というのです。なんだか、めんどくさい気がしますが、帰国してからは、自分の

子どもにも同じやり方をしました。学校から何かを言われても「1週間か、2週間ください。子どもにトレーニ

ングしますので」と返しました。子ども達は、「お母さんが外人になった」と言っていました。 

RT：犬と子どもは英国人にあずけたらいいと言われていますね。 

G：叫ばないのですよね。 

C: 最近のスコットランド独立選挙の時にも、英国首相は、黙って見ていましたね。でも、 

 民主主義の始まった国らしいと思って見て居ましたが、ウクライナの親ロ派への爆撃は 

 平気で首相が即決して、このちがいはなぜか？と思いましたが。 

G：アメリカの大学では、自分の意見を言わないと0点で、勝手におしゃべりなどしてい ると、出て行くよう
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に言われるのです。先生によっていろいろなスタイルはあると思い ますが。ジャーナリスト志望なら、意見

をいくことは大変必要なことでしょう。 

 最終のテストの時には、ネイティブよりしっかり読むためにと15分多く、自分にとっ てほしいと言ったら

許可されました。要求を言うことが評価されたのでしょう。 

RT：普通の日本人はそう言えないですね。 

G：英語力は、非ネイティブは平等には持っていないので。 

第４パラグラフ 

   摩擦を恐れず、文化や習慣のちがいにこころを開こう。そうすることにより、日本に在住する外国人の

、知らない言語や文化や習慣の中にいる不安を理解することが可能になるのではないか。 

MO：これから行くとしたらどこへ行きたいですか・ 

G：南米国。まだ行ったことがないので。 

MO：マチュピチュはどう？ 

C：わたしは、ブラジル滞在中に、ペルーのマチュピチュも行きました。 

 

西本好江さんの訪問した国々の印象がいろいろ書いてあります。 

英国・スコットランド・フランス・USA・中国・メキシコ・香港・タイ・ネパール・ 

インド・インドネシア・スリランカ・エジプト・ドバイ・ドイツ・オランダ・デンマーク・フィンランド・ス

エーデン・ベルギー・イタリア・シンガポール・韓国 

以下本文 

＊Let me talk about my experience＊ 

～Confronting the cultural shock～      

                                                   

4 years after the World WarⅡ, I was born in Hiroshima. The memories of my 

childhood is started with the view of the Inland sea (瀬戸内海) from the hill top In 

Kure (呉). “The Operation Army of USA(進駐軍) ” was in anywhere. I was too young 

to understand the war and the reason why the people with speaking different 

language are here and there. For 4years child, it was too hard to know what’s 

going on.  

On the other hand, I was too curious to see the tall smiling men with blue eyes and 

white skin, or black skin with curly short hair. At the same time, I just wandered why 

my parents didn’t like to see their children were given American chocolates and 

candies.  Anyway kids were just happy to get some sweets from unknown person. 

That was my first experience of facing the different culture from the Japanese.  

 

The second one was happened on the very first day of the junior high school in 

Hiroshima.  Here comes again! Blue eyes and white skin, not chewing gum, but 

ice cream, cookies. It was just a night mere for me to learn English from American 

sisters without any Japanese. Not a word in Japanese in the English class. The 

only thing I liked was the fragrance of coffee and cookies from blue eyed catholic 

sisters. The best thing I learned through the experience was we are all human 
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beings, even though the appearance and language is different.  We were not 

Amerika-jin or Nihon-jin, but we are all human beings. 

  After moving to Kansai, speaking English was an important skill to get the better 

job. Working at JTB as a tour escort was exciting. My curiosity was over flowed to 

visit Kyoto, Nara with the people from the different countries, or joining international 

conferences with participants from overseas. 

 It was a new experience for me to discuss coordinating in English. Forget about 

being Japanese, the job made me so spontaneous. I felt free and happy with the 

people from overseas.  

So far, I have visited 24 countries. Every time I have had different cultural shock  

in a good way or a bad way. Getting over the new boundaries is exciting.  

Adjusting and balancing my custom and their custom, 

studying the way how they think was exciting.  

I learned so much from seeing the local people  

in the different countries. Whenever I enter the new 

boundaries of each country, I feel just like snuggling 

up and holding diagonal with body, as if ＜Gomen yas  

sha ＞. Never be arrogant.  It is a pity to see many of  

the Japanese tour group, speaking loudly and lashing into 

tax free shops. I wish if they had more interests in the local people and their life. 
 

Those experience is almost the same way as our society in Japan. There are not 

anything 100% right, however we all have different background, culture, religion 

and so on. That is why we are not bored, but happy to live on the same planet, the 

earth.  

 

Let’s confront the different culture and custom to open up the door of our heart 

and mind. That might be a good way of changing our life, if you feel bored, please 

take the cultural shock just like taking shower. Confronting the different culture and 

struggling through those experiences makes your life alive and deeper in a good 

way. 

 At the same time, we will be able to understand how the foreign people feel in 

this country, Japan. Imagine, living in the unknown language, culture and custom.  

It will be an important way to learn from the people with the different culture, and 

that is as important as children’s education, too. Those are my thought through 

living or visiting foreign countries.  

 

As follows, the countries where I visited. I would like to share with you all about 



12 月号 

my impression, cultural shock through the journeys. 
 

Visited or lived countries:  with short 

comments  

＊UK:  The rich & the poor with similar simple 

   meal every day. Afternoon tea is the best time!  Visiting museum, theaters 

and pubs, and walking in the park feels good.  In a way, the matured 

country and the good place to think about yourself. 
｢僕が何を聞いてもディベートしても二言目には「ふつうは～」「常識では～」ばかり。つま

らない。日本人にはパーソナリティが感じられない。自分が普通に属していること、それだけを誇ってい

るようにすら見える時もある。会話して楽しいと思ったことがない。 

         イギリス人の投稿（bulomaga.jp より転載） 

＊ Scotland:  The patient people, with beautiful traditional art,         

music & whisky. 

             Men’s society, I think. 

＊France:   The comfortable country. Immigrant from Africa was seen many. 

Marche, with delicious food and wine & museums are my favorite 

＊USA:      Express your own idea, opinion, and ask whenever you did not 

understand. Asking is better than to be silent. Be spontaneous! 

＊China：    Incredible energy, highly populated country, being quiet is no good 

             in China.  Keen on making money and taking care of big family. 

＊Mexico:    Catholic churches are almost every town, seems they like  

the Japanese and Karate. (アディオス アミゴス！ハポネ)で友達に。          

＊Hong Kong: Very different from  

 China politically and educationalｌy.  

Easy to move around by  

yourself, however some  

areas were dangerous. 

＊Thailand:   Very crowded in Bangkok,  

      Chang Mai is a relaxing city and the 

food Is like Japanese Inaka ryori.  Women are          

beautiful and kind. 

＊ Nepal:    Almost the heaven and the Japanese are very          

welcomed, I think.  Chai and food was good. There        were many 

Tibetan to evacuate from Tibet. 

＊ India:      Every things were too hot and spicy, food, weather, town, 

population density. Chaos! In Calcutta 

＊Indonesia:  The paradise with fresh fruits and healthy food. People were nice 
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and kind. Blue sea and white cloud is excellent. 

＊Sri Lanka: Far more primitive than other the east Asia, that is the best point of 

this country. Nuwara Eliya is a well known town with good tea. 

＊Egypt:   Chaos of heat, cars, and people moving to south is too hot, but 

the pyramids were impressive, the desert was great. “Men’s 

world”. 

＊Dubay: United Arab Emirates.(アラブ首長国連合) Veiled women sitting on 

the flower in toilet at the air port. It was so mysterious experience 

for me. Man-oriented, that was my feeling. 

＊Germany : Clean and well organized. Many Turkish men were working in town. 

Stone buildings and roads, abundant in a town.  

             Beer and German dish were so good. (visited      7cities ) 

＊ Netherland: The bicycle world. From small child to the elderly        

on the bicycle. 

         Comfortable and clean town  

      with flexible culture  

      including art, music.etc. 
 

＊Other countries: (Let me talk if we have time) Denmark:  Canada:  Finland

:  Sweden:  Belgium: Italy: Singapore: Kore 

 

お知らせ 

１．ひまわり教室(馬路文化センター） 

  外国につながる子どもの学習支援 

  参加費 1回(300円） 

  1２月の予定：２日・９日・１６日    火曜日：夕方6:00～7:30 

                   

３．12月のGlobalSession                   

     12月13日(土）10:30~12:00 ガレリア3階会議室 

  ゲストスピーカー：Eric Chanさん 

  Coordinator：未定  

４．外国につながる子どもの学習言語の評価（DLA）講座 

  「読み」を中心に 

  12月21日(日） 11:00~4:30 ガレリア3階会議室 

  定員：20名 

  講師：櫻井千穂さん 

 

５． 現在、オクラホマ州Stillwater市(姉妹都市）で、キッズアートプロジェクトの干支アートや 

  あゆみ保育園の子ども達の作品が展示されています。 

  (at Stillwater Community Center & at Oklahoma Wondertorium) 
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    亀岡市での展示予定 

     Stillwaterの子どもアート作品展          

市役所ロビー：12月15日(月）～~19日（金） 

     ガレリアロビー：12月20日(土）～~22日(月）   

 

 Office Com Junto(児嶋きよみ） 

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

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 先月のフランスに引き続き、香港の有名な食品店で取り扱って

頂けることになりました。 

Goodies Holdings Ltd  

尖沙咀および九龍の計 2 店舗 

 

現在、アメリカ、シンガポールなども引き合いをもらっており

ますので、今後が楽しみです。 

 

 

 

「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@shinofarm.jp ）宛にお願いいたします。   

                                                                    事務局 

篠ファームからのお知らせ  

篠ソースが今度は香港へ輸出! 
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■「ハバネロなんでも質問コーナー」開設中 

事務局（ info@shinofarm.jp ）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。 

 

 

 

ベルサイユ近くのマルシェの八百屋さんです。 

日本では見られないとてもカラフルな野菜や果物が配色よく並べられております。 

フランス人は辛いものが苦手と聞いておりましが、激辛唐辛子が売られていました。 

  

  

■次回もお楽しみに 

フランス＜パリ＞の報告 2014.10.17～24 


