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                  【今年も寄稿者の中村様からのかわいい干支の手作り置物が届きました】 

 新年明けましておめでとうござます。 

 旧年中はハバネロ友の会活動に際し、多くのご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。 

 本年もハバネロ友の会としましてより積極的な活動を展開したいと思っておりますので、皆様におかれま

しては倍旧のご指導ご支援の程、よろしくお願いい申し上げます。 

 

 ハバネロ友の会は 8 年目を迎え、当初は殆ど知名度もなくただ激辛だけで罰ゲームのような使われ方しか

されていなかったハバネロですが、皆様のお陰もあり今では殆どの方に知って頂くことができ、さまざまな

商品が世の中に出回り、あちらこちらで話題にもなってきておりますので、今年は更なる啓蒙活動の強化で、

日本の食文化に浸透させていきたいと思っております。 

  

昨年取材して頂きました「ガイアの夜明け」はじめ、年明け早々別のテレビ局からも数件の取材の打診が

入っておりますので、幸先のよいスタートが切れそうです。 

   

 

今年から新たに二人の方に寄稿して頂けることになりました。 

皆様におかれましても、ハバネロ関連だけでなく唐辛子に付属する近況なども含めた内容で大歓迎ですので、

どしどしお寄せ下さい。 

                                                                                      事務局 
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私が、篠ソースと出会ったのは、知り合いがフェイスブックに、あの朱色のビ

ンの写真をアップに、「今度、大阪の百貨店で販売します。」と載せたのを見た

ときです。 

京はばねろ「篠ソース」と書かれたラベルを見て正直、「何これ？」と興味津々

で。 

けっして、辛いもの好きな私ではありませんが、「ハバネロ？面白そうな物や

な！」という感覚はありました。そして、挨拶がてらに、百貨店に買いにいきま

した。 

 「さまざまな食材との相性を試しに試して誕生した万能調味料です。」 

 裏にかいてありました。最初に何に使ったかは、覚えてはいませんが、使ってみると、確かに「辛いけれど、

おいしい。」「素材の味もなくならず、甘味が出る。」一言では言いあらわせない。そまでは、ソースもあま

りかけない。うどんに七味も入れない。おでんに辛子も付けない私が、何かにつけて篠ソースを入れるように

なりました。 

  

そして、ハバネロ調味料という珍しい物、こんな面白いものを皆に知って欲しいという事で、自分のフェイス

ブックに篠ソースを使った夕食の写真を載せるようになりました。 

 思惑通り、友達からたくさんの反応があり、会うたびに、篠ソースを出し、勧めて試してもらいました。 

 辛いもの好きには、たまらない様で、どんどん篠ラーが増えていきました。 最近は、どんなものが合うの

か、楽しみながら、自分の夕食に使っています。混ぜる。入れる。かける。付ける。いろいろ試しています。 

今、面白いと思う使い方は、辛いものに足して使う事。激辛ブームの商品に篠ソースをチョコッと足してみる。 

なかなか刺激的ですが、辛いだけの商品には、旨みが加わります。  

 

もう一つは、飲み物に入れてみる。 

これからの寒い時期のお勧めは、ホットミルクに、篠ソース２，３滴。 

ミルクの甘味の奥からピリッと後から来ます。身体、暖まります。 

それから、ホットコーヒーに篠ソース２，３滴。 しいて言えば、シナモ

ンコーヒーに近い味、コーヒーの奥からピリッと来ます。 

 

まだまだ、篠ソース、篠シスターズ（ハバネロうま辛醤油、辣油）の良さを話したいのですが、今回は、ここ

までとします。 

 

大阪府摂津市在住 

武村 尚史（たけむら ひさし） 

篠らー1 号 武村さんのお便り 

新連載 
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わが家のちょい辛メニュー 

～ホタテと唐辛子のサラダ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先月に続いてメキシコの友人に教わったレシピから、上品な前菜サラダを一品ご紹介します。 白ワインにと

てもよく合う一品です。 

 

【ホタテと唐辛子のサラダ】 

材料 

ホタテ ５～６個 

セラーノなどお好みの唐辛子 ２～３本 

赤玉ねぎ １/４～1/2 個 

きゅうり １本 

ライムまたはレモン １個 

 

作り方 

①ホタテは薄くスライスして塩、コショウし、たっぷりのレモン汁につけ、しばらく 

冷蔵庫でなじませておきます 

②赤玉ねぎは薄くスライスし、きゅうりも薄く小口切りにしておきます 

（きゅうりは小口切りにする前にフォークで表面を縦にひっかいておくと、かわいい小口切りになります） 

③器に①のホタテをレモン汁ごと盛り付け、②の野菜を飾り付けます 

④最後にお好みの唐辛子をお好みのサイズに切って盛り付けると出来上がりです 

唐辛子の代わりに篠ソースをかけていただくのもまた格別です 

醤油を少しまわしかけても美味しいです 

よく冷やしてお召し上がりください 

 

by M.Nakamura 

 

中村まりこさん寄稿 
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新年あけましておめでとうございます。 

はじめまして、今年からハバネロ友の会会報誌に投稿させて頂くことになりました京都・伏見稲荷前で中華

料理「きんちゃん」です。http://www.kyoto-r.com/s/kintyan.html 

http://tabelog.com/kyoto/A2601/A260601/26007844/ 

 

お店は京阪の伏見稲荷駅から西へ 2 分のところにありますので、今年も大勢

の人が伏見稲荷に初詣され、お陰さまで開店から沢山のお客様にお越しいただ

き早速、商売繁盛の御利益を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お料理は一品一品心を込めて調理させていただいておりますので、お近くに寄られましたら是非、足をおび

いただけましたら幸いです。 

     

カレーラーメン    2015.初っぱなのまかない 九条ネギ焼きそば  大晦日初詣まえの稲荷大社 

 

    

チキンカツとじ丼    正月の仕込み餃子   九条ネギ焼きそば     正月セット 

京都・伏見稲荷 きんちゃんからの寄稿 

朱塗りの楼門は、天正 17（1589）年に豊臣秀吉が寄進したと伝えられている。重要文化

財の本殿は明応 8（1499）年に再興された檜皮葺きの建造物。年末年始の行事としては、ま

ず 12 月 31 日 15:00 から罪穢れを祓って清々しく新年を迎えようとする行事である大祓式

が斎行される。続いて稲荷大神のご守護により無事 1 年間を過ごし得た事に感謝する除夜

祭が行われ、新年を迎える。1月 1 日 6:00 からは、本殿で新年を寿ぎ国家の安泰と 1年の

無事平穏を祈る歳旦祭が行われる。 

新連載 
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MUTTSUNN 通信 

2015 年もよろしくお願いいたします 

今年、初めて関東でお正月を過ごしました。どんよりした曇り空が定番の福岡と違い、

晴天の空の下で気持ちよく新年を迎えることができました。京都の方は積雪の寒さの

厳しいお正月となったようですね。 

さて、打って変わって真夏のペルーではお正月はどのように過ごされているのでしょ

うか・・・！？ 

ペルーには日本に負けずたくさんの「年初めの縁担ぎのおまじない」があります。例

えば、ブドウを１２粒食べるといい年になるという、年越しそばならぬ年越し葡萄で

す。他には向こうでは常食されている乾燥したレンズ豆を袋に入れて一年中持ち歩く

と食べ物に困らないとか。少し変わっているのは 31 日の深夜、旅行鞄をもって家の

周りをぐるぐる回るとその年旅行に行けるというおまじないです。 

そんなペルーには特別な樹があります。 

パロ・サント「聖なる樹の棒」をご存知でしょうか？？ 

中米にある樹で独特の強い香りがします。古代インカでは宗教儀礼に使われてお

り、精神的な浄化作用があると言われ、スピリチュアルな樹として有名です。 

ペルーの障害者就労支援センターでは障碍者とその親の会が中心となりパロサン

トを入れたお香袋を作成しました。そして、去年の 12 月、日本に来たペルー人研

修生が、募金して下さった方々にプレゼントしました。写真はその時のものです。

知的障害者の就労支援活動は、どんなことを仕事にできるか？を模索する日々でも

あります。日本からセンターを現地へ引き渡す期日 2016 年 10 月が迫ってくる

中、2015 年は勝負の年となりそうです。 
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      ニューメキシコ（New Mexico）とミステリースポット（２） 

天野了一 

  

９月号で紹介した、アメリカ合衆国・ニューメキシコ州、今回はパワ

ースポット、ミステリースポットを紹介したいと思います。ニューメ

キシコは面積では 50 州のうち５位と広大ですが、エリアの大半が砂漠

あるいは高原、山岳、森林と変化に富み、人口は約 200 万人と大変少

なく、人口密度も希薄で下から５番目になります。 

 

 

 州都は、北部にあるサンタフ

ェ(Santa Fe)で、1607 年に

成立したアメリカ最古の歴史

を持つ街です。人口は 6 万

7000 人ほどで、スペインの

植 民 地 様 式 と 、 ア ド ビ ＝

Adobe といわれる日干しレン

ガでできた先住民族の建築が調和した独特の街並みと、美しい自然は多くの人を魅了し、アメリカ人に最も人

気の観光都市のひとつとなっています。市の中心部にあるプラザ（写真左）には、手作りのアクセサリーを売

る先住民族の人が毎日フリマを出店しているほか、毎日何かのイベントが行われています。1640 年に建てら

れたアメリカ最古の家（写真右）も現存しています。 

 

 サンタフェに観光に来た人が、必ず訪れる場所が、市中心部に

ある教会、ロレット・チャペルです。ここは、世界的に有名な「奇

跡」を実際に自分の目で見ることができる場所。教会の２階と１

階をつなぐ、２周で 33 段の螺旋階段は、よく見たらどこにも支

柱がなく、また、壁にも接していないのに、ちゃんと自立してい

るため、「奇跡の階段」と言われています。物理学、力学上は決

して存在することができない構造で、建築学上の不思議のひとつ

とされています。 

 

そこに突然、ロバに乗った白い髪と髭の老人が、ノコギリとハン

マーと定規を手に現れ、あっという間にこの階段を作り上げたと

いうことです。老人は作っているところは誰にも見せず、そして

修道女たちがお礼のために食事の準備をしているうちに、どこか

に消えてしまったそう。調べたところ、金属の釘は１本も使われ

ておらず、また木材も近所で調達できるものではなかったそうで、

この老人はキリストの父でありマリアの夫であった、聖ヨゼフで

あったと信じられています。  

 

天野了一さんのニューメキシコ紀行 
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 当初は階段だけだったそうですが、安全のため後から手すりがつけられ、全体がバネのような構造になって

おり、乗るとゆらゆらとたわむけれど、33 人の修道女が乗っても壊れません。今では保護のため、一般客は

階段に上がることはできませんが、この教会で結婚式を挙げたカップルだけが、それを許されるそうです。 

 

 サンタフェからさらに北に 40 キロ、車で１時間ほど、人口 2000 人弱の小さな村、チマヨ（Chimayo）

にある教会、Santuario De Chimayo は、「アメリカのルルド」ともいわれる場所で、毎年 30 万人以上の

人が巡礼に訪れる、病気を癒す聖地です。1810 年、修道士が黄金色に輝く十字架を丘の上の穴で発見しまし

た。 

そこで彼の所属するアリゾナの教会に運んだが、その十字架はすぐに行方不明となり、またその穴に戻ってき

たのを発見されました。何度運んでも十字架はその穴に戻ってきてしまうことから、その場所に教会を建立し

たものです。 

 十字架が見つかった穴は、現在は教会奥の左側の小部屋にあり、そこから砂が湧き出ており、その砂を体の

悪い場所につけると万病が治ることがわかり、奇跡の砂と称され、多くの巡礼者がこれを求めてやってきます。 

 砂はキラキラと輝く鉱物質を含み、いくら採取してもまた沸いてきて、なくなる

ことなく、多くの人の苦しみを癒し続けているそうです。隣の部屋には、いらなく

なった松葉杖や、末期がんから生還した人などたくさんの感謝の手紙や写真も貼ら

れています。（※この砂が必要な方は、少量ですがありますので天野までご連絡く

ださい） 

 

 この教会の横には、オリジナルレシピによる北部ニューメキシコ料理を食べさせ

る、歴史あるレストラン 「Rancho de Chimasyo Restaurante」があります。

ぜひ行かれたら舌鼓を打ってきてくださいね。 

 

  ニューメキシコの玄関口となる、最大の街は、州のほぼ中央部に位置するアルバカーキ（Albuquerque）

です。アメリカを横断する I-40（旧ルート 66）と、南北を貫きメキシコへと至る I-25. が重なる交通の要所

にあり、電子や情報産業が発展、かのビルゲイツが MS-DOS を開発した場所としても知られ、州の経済の中

心地です。１年のうち 300 日以上が晴れたさわやかな高原砂漠気候。人口は約 45 万人で、広域都市圏も含

めれば、約 60 万の近代都市です。サンタフェに遅れること約 100 年、1706 年に創建され、スペイン副王

のアルブケルケ公爵に因み命名されましたが、人の定住はずっと早く、古代人の不思議な落書き「ペロトグリ

フ」が街のあちこちに存在しています。 
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街の東側にある Sandia (スイカ)山は、標高 3163 メートル、そこには世界一長いロープウェイ（4.3 キロ）

があり、街の中心を流れるリオグランデ川と、西の荒野の大砂漠の地平線を見ることができます。東側斜面は

湿潤でなだらかな森林で、なんとスキー場になっています。 

  

 アルバカーキでオススメは、郊外にある、El Pinto Restaurant。1962 年に創業と歴史は新しいながら、

歴代の大統領や、映画スターも多数来店する名店です。爽やかな広いパティオで中部ニューメキシコ料理をカ

ジュアルに楽しむことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アルバカーキへは、ロサンゼルス、ダラス、シカゴなど主要ハブ空港から毎日直行便が出ています。市内や都

市間の移動には車は必需品ですが、田舎なので運転は容易、治安もアメリカの都市の中では大変に良好です。

ただし冬場は雪に注意。 

 

 このほか、ニューメキシコ南部には、よく CM でも使われ、第二次世界大戦時には広島長崎への投下前に、

世界初の核爆発実験が行われたことでも知られる真っ白な砂漠のホワイトサンズ（White Sands）、1947

年、UFO が墜落し、アメリカ軍によって回収されたとされるロズウェル（Roswell）、など、不思議なスポッ

トが数多く点在しています。 

 

ミステリーとパワー、そしてシン

ボルのチリ＝唐辛子を中心に美

味しい食べ物いっぱいのニュー

メキシコをぜひ一度訪れてみて

くださいね。（続く） 
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皆様 あけましておめでとうございます！本年もメキシコ話よろしくお付き合い下さい。 

さてさてみなさんはどんな年末年始をすごされましたか？ 

私は食べてたべて～のんで又食べてな感じで、みなさんもお酒を飲む機会が多かったのではないでしょう

か？ 

日本のおめでたい席には日本酒が欠かせませんがメキシコではもちろんテキーラ！ 

皆さんもご存知ですよね？では、何から作られているかご存知ですか？ 

テキーラは竜舌蘭 “リュウゼツラン”と呼ばれる植物の幹から作られます。 

葉を切り落とした幹を蒸し、それを蒸留されたものです。メキシコには百種類ほどのテキーラがありますが

テキーラと呼ばれるのはテキーラの発祥地メキシコのハリスコ州周辺で蒸留された物に限ります。 

もちろん原材料も限定された地区で作られ 2 回以上の蒸留をしているものと厳しい基準が設けられていま

す。 

樽で熟成させたテキーラは熟成が浅いもの 5 つのグレードに分けられ高いものは 3 年以上寝かせた物が多

く高いものでは数万円の物も・・・ 

さて、飲み方ですが伝統的な飲み方は食前酒にストレートで飲まれます。 

塩とレモンを口に含み飲みます。 

レストランではサングリートと呼ばれるジュース（トマトジュースにチレとレモンを絞ったもの）を飲みな

がら飲むこともあります。 

食事の前に飲むと胃が活発になり食欲増進、またほろ酔いで会話も弾み一石二鳥、 

 又お酒は飲めないと言メキシコ女性もテキーラは別、みんな食前に飲みます 笑。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGAVE の畑 

                                     美味しいテキーラ HERADURA 

そのほか、メキシコではテキーラを使ったお料理やサルサなども多くお菓子に使われたり  

チョコレートボンボンのテキーラ版なんていうのも作られています。お土産によいですね。 

メキシコに行ったら是非本場のテキーラを飲んで見て下さい、風味のよさに驚きます。 

最後に、私のお勧めの飲み方を・・・なんと テキーラのお湯割り！  

寒い時には一番お勧めです。レモンを薄くスライスして浮かべると香りもよし 

蒸留酒だけに後にも残りません。ストレートやカクテルに飽きた方は是非お試し下さい。 

 

 

 

 

奈佐有子さんのメキシコのお話 
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ハバネロ通信一月号（Office Com Junto 児嶋きよみ） 

12 月 Global Session レポート 

期日：12 月 13 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：Eric Chan さｎ(亀岡市国際交流員） 

Coordinator：藤田宗次さん 

Title：Austraria's Cafe Culture 

参加者：10 名 

 

自己紹介 

SM：保津町出身でワイルド フォレストに住んで居るオランウータンみたいな者です。 

ET：I cannot speak English.  (若者です） 

  (話しているよ。英語で）声が多数かかる。 

TK：70 年前に亀岡の東部で生まれた。ニチコンの前あたりにすんでいます。退職後、水彩画を趣味にして展

覧会もやっています。このグループでは、私の poor English  も許してくれているのでうれしいです。 

MF：70 才になっても NPO で働いていて、今月はちょっと忙しかったです。映画会社に 

  いましたが、今もその関連の仕事をしています。20 日過ぎれば楽になるので、クリスマスパーティーに

も出られると思います。 

HY：長い間みなさんに会わなかったのですが、義母が 93 才で亡くなり、とても忙しかったのです。皆さん

に会いたくてここに来ました。 

KA：英語の教師をしています。2 週間前にホストファミリーの会で出会った Eric さんの名前があったのと、

コーヒーや、カフェが好きなので参加しました。 

MN：長岡京市から来ました。 

Eric：CIR(coordinator of International Relation）国際交流員をしています。 

MO：今日はオーストラリアの話が聞けると思って来ました。移民の国というのは、知っていましたが、トピ

ックスがコーヒーの話というので、いろいろ聞きたいと思います。 

  日本は選挙があり、日本の将来が心配です。 

 

第 1 パラグラフを読む 

kk：オーストラリアはコーヒーを輸入しているのですか？ 

Eric(E）：主に輸入しています。 

Coodinator（F）：エスプレッソは日本とオーストラリアに違いがあると思います。イタリアに行ったときも、

small cup で strong taste でした。 

E：オーストラリアも小さいカップです。 

C（F）：シドニーでは、コーヒーショップを見つけられなかったのですが、大きなコーヒーショップはないの

ですか？ 

E:多分、小さいショップが多いので見つけられない場合が多いのでしょう。どの通りにもありますよ。 

KA：どんな味が好きですか？モカとか？ 

E：マキャトリリーにミルクを入れたのとか。 

 

児嶋きよみさん寄稿 
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第 2 パラグラフ 

内容：短い歴史しか無い国でどうしてこんなにコーヒー文化が盛んになったのかと聞かれると思います。1950

年代末にヨーロッパからの移民で、主にギリシャと 

   イタリアですが、質の高いエスプレッソのコーヒー器具を持ち込んだのが始まりです。1980 年代まで

にオーストラリア各地でカフェが多くオープンし、コーヒー焙煎業も盛んになりました。現在では、どこでも

質の高いエスプレッソを味わえるでしょう。 

 

C:  イタリアに行った時には立って飲むバールというところで飲みました。 

E：コーヒーも立って飲むのですか？ 

C：ここにかいてある Stovetop というのは、どのような器具ですか？ 

E：（ボードに絵を画いて）50 年以上前からあるようです。 

KK：カフェタイムという亀岡のコーヒー店で売っていますよ。 

  1950 年代からコーヒーはあったのですか？ 

E：その前もあったけれど、質は良くなかったようです。第 2 次大戦 

 後、オーストラリアは、移民を許可したのです。人口は 2300 万人くらいで、日本の 

 4 分の１です。大体海岸に沿って住んでいます。 

SM：砂漠が多いでしょう？ 

MO：英国文化が主流であったならば、紅茶文化があるでしょう？ 

E：以前は英国だけだったので、紅茶が主流でしたから、紅茶も飲みます。 

MO：若い人は、コーヒーの方がいいのですか？ 

TK：私もコーヒーの方がいいです。 

E:父は中国から来たので、お茶しか飲みません。 

C：コーヒーは、健康に良いと聞いて居ます。私は一日に４～５杯飲みます。朝・ランチ・午後も。 

MO：アクティブになりますね。 

C：高倉健さんが亡くなりましたが、彼は、ロケに行くとコーヒーをポットに入れてもらって持って来ていま

した。一日に 50 杯くらい飲んだのではないでしょうか？ 

 京都でロケをしていて、夜 10:00 に神戸にコーヒーを飲みに行って 2:00 ころ帰宅されたこともあるよう

です。 

KK：飲み過ぎると眠れないのでは？ 

C:コーヒーホリックかもしれませんね。 

E: Addicted Coffee もありますね。 

SM：カフェインも飲み過ぎるとよくないですね。ビールを飲むと運転できませんが。 

C:コーヒーは、リラックスできますからね。 

SM：麻痺するのかもしれませんね。 

KA：コーヒーはそんなに好きでなくても、コーヒーショップの雰囲気が好きです。 

E：その場がいいですね。 

MO：匂いがいいですね。 

KA：15 年前に亀岡に来たときにはコーヒーショップが少なかったのですが、最近は増えて来ましたね。 

E：どこから亀岡へ？ 

KA：奈良で、大阪に近かったのでよく行っていました。 

MO：生まれてからずっと亀岡にいますが、最近は 9 号線沿いにもコーヒーショップが増えて来ましたね。カ

メダコーヒーなども、値段は少し高めですが、主婦で一杯ですね。 

  話をするのを楽しんでいるようですね。 



1 月号 

KK：ホテルの昼のレストランでも、女の人ばかりですよ。 

C：コーヒーの味はどうですか？ 

KK：私は、味よりひとりで本を読みたくて利用することが多いです。カフェタイムの 

  マスターの糸井さんは、世界で認定されたコーヒー味の専門家でアフリカにも、ブラジルにも行っていま

すよ。 

 

第 3 パラグラフ 

内容：オーストラリアで皆さんは、びっくりすると思いますが、チェーンストアのカフェより独立したショッ

プが多いのです。９５％が IBIS レポートによると、独立カフェショップのようです。スターバックスも 2000

年には、84 店オープンしましたが、8 年後には 61 店舗が閉店したそうです。多くの人は、コーヒーの味に

うるさく、バリスタや焙煎士も地域にいます。そのため、チエーン店よりコミュニティの中の必要性  や文

化には、独立したカフェの方が合っているのでしょう。 

 

E: 大きなチェーンストアが成功していないのですね。 

C: オーストラリア全体でコーヒーは作られていますか？ 

E: 半分くらいが作られているようです。 

C: コーヒーの質はどうですか？コーヒーは質を問われるのでは？ 

KA：バリスタとかになるのには、試験があるのですか？ 

E: 一日コースで、器具をきれいにするとかです。 

KK：日本にもコンテストがありますね。 

E: 世界コンテストもありますね。カフェアートもあります。コーヒーにミルクで絵を画くのもあります。 

KK：日本でもありますね。 

C: new スターバックスラテというのもあります。スターバックスは、アメリカでは、カップもフロアもそ

んなにきれいではないです。日本のスターバックスは、きれいですが。 

E: 本当に日本のスターバックスはきれいですね。他の国ではそうではないですよ。 

C: カフェで勉強している人もいますね。2 時間以上も。 

KK：私も本を読める場所としてイオンの 3 階のカフェをよく利用します。 

C: 私は、京都のスマートコーヒー店(三条寺町）が好きで、太秦にもあります。少しすっぱみがあり、コーヒ

ーの温度がいいのです。 

MO：日本のコーヒーショップと比べるとどうですか？ 

E: 日本では、スターバックスへよく行くので、わからないですね。 

MO：オーストラリアのコーヒーは、どこでもおいしいのですか？例えばシドニーは？ 

  ワインもイタリアから来たのでしょう？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 月号 

第４パラグラフ 

スターバックスでは、メニューは、終わりがないくらいに多いのですが、オーストラリアのカフェでは、

Cuppuccino・Flat white・cafe latte・cafe mocha・hot chocolate・long 

black・short black(espresso）など。フラットホワイトは、オーストラリアで発明され、エスプレッソベ

ースでややミルクや泡が少ないです。ドリップコーヒーというのは、ロングブラックで、水入りのエスプレッ

ショットです。 

 

E:flat white ってわかりますか？ 

C:甘いのですか？ 

KK：カフェラテのラテは、ミルクという意味ですね。 

KA：意味は同じなのですね。 

E: オーストラリアでもそうですが、short black と long black がありますが、日本の 

 ブラックコーヒーというのは、long black のことです。 

C: 日本の hot coffee はどれ？ブレンドは？ アイスコーヒーってありますか？ 

KK：アイスコーヒーも自動販売機などでも売っていませんね。アメリカでも。 

  アメリカ人が喜んで買うのは、冷たい缶コーヒーのようですが。日本では。 

C: バブルとフォームもちがいますね。川で水が流れているところに泡がたつことがありますが、あれは自然

にできるのでバブルですね。英国人はビールを飲んだあとに、少し泡が残ると舐めますね。あれは、form で

すね。 

 

第５パラグラフ 

内容：私の考えるオーストラリアのカフェ文化の最もユニークな点は、ヨーロッパ人が日常生活に持ち込んだ

文化をこの地で長年にわたって発展させてきたことであろうと思  います。このトピックスがオーストラリ

アの多文化な食文化の伝統や料理につながっていくことができればとのぞんでいます。 

 

E: 食べ物は、英国をはじめとしてヨーロッパやアジアからいろいろ入って来ていて、ラム酒などもあります。

魚の店もあり、お茶の文化もあります。 

KA：３０年前にオーストラリアに行った時には、中国風の食べ物を食べました。そのバックボーンによって

食べ物にちがいがありますね。 

KK：Eric さんは、日本語の１級を持っているようですが、どのように日本語を学んだのか教えてください。 

E: 小学校から、日本語・中国語・フランス語の内から選択します。中学校ではまた、変わりますが。 

KK：オーストラリアにいて、日本語を学習するのは、難しくなかったですか？ 

KA：どうして日本語を？ 

E: 日本の漫画がとても好きだったので、学びたいと思ったのです。 

MO：御父母は、中国で教育を受けたのでしょう？ 

E: 学校からのお知らせはいろいろな言語で書いてありました。学校によって、サポーターがいます。中国人

が多いエリアには、中国語のというように。また、テレビではオーストラリア英語が話され、それがスタンダ

ードですが、英国風の英語を話す人や、オーストラリア現地人風の英語を話す人もいます。 

MO：差別はなかったのですか？ 

E: 国籍は皆、オーストラリアで同じですから。 

SM：メルボルンは、４年間世界で一番住みよい街のランクに入っていますね。物価は高いようですが。 

C:将来の夢は？ 

E：オーストラリアと日本の間の通訳のように間に立つ仕事がしたいです。 
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SM：日本の文化に興味を持ったのはなぜですか？ 

E: 日本の pop カルチャーに興味があったのもありますが、経済的には日本とオーストラリアの関係はこの２

０年間強いですね。今は、中国が伸びていますが。日本は支援者 

  のようです。 

KA：あなたの世代が日本の文化のどこに興味があるのですか？ 

E: 和食の影響も大きいです。日本人は海外でも日本食を作っていますね。 

KK：外国に住んでも、毎日日本食を作って食べていました。 

MO：何歳か聞いてもいいですか？ 

E: ２６歳です。 

KA：どうやってそんなに勉強したの？ 

E: 自分で勉強しました。外国で受けられる日本語検定で１級をとれました。 

  試験が終わると忘れてしまいますが。日本語を使う仕事も続けたいです。 

 

Eric さんは、亀岡は２番目の仕事場です。以前は、大阪で CIR をしていました。国際交流協会のメンバーにな

ると「国際タイムズ」という新聞が送られてきますが、彼はその編集に関わって居て、ほとんどの翻訳をやっ

ています。 

彼の子ども時代は、地元の小学校に通学し、週末になると、中国語の補習学校があったそうですが、週末は遊

びたくてだんだん行かなくなったそうです。その代わり学校で教えてもらう選択外国語としての日本語に興味

を持つようになり、中学校に上がっても日本語を 

学び続けたそうです。家庭では中国で両親と話し、学校では英語で話し、日本語も学び続けたそうです。それ

で、彼は、英語・日本語の読み書きも話しもできますし、中国語での 

会話はもちろんできるそうですが、読み書きは少し、難しいそうです。 

外国に両親が移住し、子どもが生まれ、その国のことばを両親も最初は話せなかった場合を想像して見てくだ

さい。日本にもこのような子達がたくさんいます。Eric さんの苦労も想像できますが、彼の努力はなかなかで

しょう。 

わたしは、亀岡に在住している外国にルーツを持つ子ども達の支援教室を５月から開講しています。５月から、

１２月まで、月に３回続けてきてもう２３回を越えました。 

 もっともっと早くに支援が必要ったと思えます。学校での支援も大切ですが、どうも学校外の同じような子

達がいる場所が快適のようで、なかなかやめられないような気がします。お母さん達も同時に日本語の学習を

やっています。子どもさんは、できるだけ、1 対１の対応ができるようボランティアの指導者を求めています。 

 

エリックさんのように、言語や文化をいくつか持ちながら生きて行く子どもさんは、宝になります。是非、興

味があれば来てみてください。 
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ひまわり教室 

場所：亀岡市千代川駅から１０分の馬路文化センターで(一回使用料 380 円） 

時間：火曜日の６：００～７：３０(月に３回）(1 月は、6 日・20 日・27 日） 

子どもさん：３年生・４年生・６年生(２人）・中学２年生の５人(参加費 300 円）  

お母さん：メキシコ出身・フィリピン出身２人・中国出身の４名 

指導者：メンバー登録者 現在１３名 

主宰：Office Com Junto(児嶋きよみ） 

   tel：０７７１－２３－６５７９ 

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

 

 

2015 年 1 月の Global Session のお知らせ 

期日：2015 年 1 月 24 日(土)10:30~12:00 

場所：ガレリア 3 階 第 3 会議室 （部屋の前に Global Session の名札在り） 

ゲストスピーカー：Jake Biros さん(精華町国際交流員・アメリカオクラホマ州 

                 Stillwater 市(亀岡の姉妹都市)出身） 

Coordinator：河原林成行さん 

Topics：なぜ、国際交流員を選択したか？(仮称) 

 

おもしろい Jake さんは、ゲストハウス藤原邸を宿泊先にしていて、何年も前から 

よく日本に来ていて、日本語がとても流暢です。彼にも外国語として日本語をどう学んだかを聞いてみたい

ものです。 

 

 

 

 

 

 

 

バングラデシュからの便り・・・ですが、今回は南米アマゾンから 

日本で売れる食材を探す旅 in アマゾン 

  

面白い形をした唐辛子                  野菜の盛り合わせ 

バングラディッシュからの便り 
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鹿の肉                       大きな魚 

                 

鶏                       カビだらけのバナナ 

    

なまず                       亀                 

  

     得体の知れない薬草                正体不明の肉 

  

どれも売れなさそうですね。。。                        RYO TAKEUCHI 
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京はばねろ篠ソースはお陰さまで発売以来、今年で 3 年目を迎えますが、

口コミで多くの方々に支持して頂き、今までの合計 5 万本達成いたしまし

た。 

 

そこで、より多くの方々に篠ソースの美味しさをお伝えしたいと考え、小

袋（試供サイズ）ですが、ご希望の方にお送りさせていただきたいと思いま

す。 

 

ご希望の方は下記までお申込みいただけましたら、お送りさせていただきますのでご遠慮なくお申し込みく

ださい。 

 info@shinofarm.jp 宛  お届け先明記の上、『篠ソース見本希望』とお書き下さい。 

  

◎締め切り期限  平成 27 年 1 月 31 日(土) 

 

■「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 

■「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。 

 

篠ファームからのお知らせ  

篠ソースのお試し始めました 
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ルイ 14 世～16 世にかけて建造されたベルサイユ宮殿です。 

  

 正面玄関ゲート                  ルイ 14 世像 

  

 鏡の間                      

  

 庭園                       歴代の絵画展示室 

 

 ■次回もお楽しみに 

 

フランス＜パリ＞報告 2014.10.17～24 


