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                          京丹波町 2014.9.15 撮影 

厳寒の候、2/3 の節分、2/4 立春も過ぎ暦ではもう春の域に来ており、三寒四温やフキノトウも芽吹き、春

はそこまでやってきていると感じる今日この頃ですが、皆様におかれましては如何お過ごしのことでしょうか。 

ハバネロや唐辛子類も、そろそろ土づくりをして、3 月に入れば種まきのシーズンになり、一気に慌ただし

くなります。  

 

                                                                                      事務局 

 

  

 

 

                 篠ソースとおせち料理          

皆さん、お正月はどうでしたか？のんびりと過ごされたでしょうか？ 

さて、「おせち料理」皆さんのお宅ではどうですか？ 

 僕の小さいころは、お店も 3 日 4 日休みだったので、やはりおせち料理を食べてましたよね。 

でも今は、志向も様々で、洋風、中華風などのおせちもたくさん出回ってるし、1 日からお店も開てたり、レ

トルト・冷凍食品も良くなり、普通の食事もすぐ作れるのでそんなに、食べなくなってるのも事実ですよね。 

 我が家は、ふたりということも有り、やっぱり作るというより、買うになります。 

毎年、近くのお寿司屋さんで、手ごろなものを注文させて頂いております。 

そこで今回は、フェイスブック友だちからも「新年から朱色・・・」「お節でも朱色・・・」と言わしめま

したので、篠ソースとおせちとの相性を個人的な意見をまとめました。 

基本和食なので、ほとんどおいしくいただきましたが。 
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篠らー1 号 武村さんのお便り 
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美味しい物 

・ 貝類・カズノコ・ごまめ・いくら・なます・たこ・蕗・エビ・れんこん 

・ ごんぼ・しいたけ・ローストビーフ・鰤照り焼き・・鶏ロール 

・ かまぼこ・昆布巻き・他煮物類 

◎ いけるけど？ 

・黒豆・栗きんとん（好き嫌いがはっきり出ます） 

◎ ダメでした。 

・ きんかん（ジャムなら何とかですが）・伊達巻（ここのは、甘すぎました） 

 

篠ラーの新年からのじゃれごとでした。失礼しました。 

 

【お知らせ】 

２月１４日（土） 

私が勤務しています大阪府立青少年海洋センターでくらたんワイワイ祭りを開催しますが、そこに、我ら

が篠ファームさんの出店が決まりました！ 

 内容は、クルーザー体験・トレジャーハンティング（要予約・有料）や 屋台・イベントステージ・た

き火・クラフト体験などなど楽しみいっぱいです。 

 入場は無料です。大阪の南の端ですが、お時間のある方、是非お越しください！ 

問合せ先  

〒５９９－０３０１ 

  大阪府泉南郡岬町淡輪６１９０ 

  ０７２－４９４－１８１ 

  大阪府立青少年海洋センター     くらたん 

 

 

大阪府摂津市在住 

武村 尚史（たけむら ひさし） 
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みなさま 寒い日が続いてますね～  

だんだんと寒さにも飽きてきて暖かいところに行きたいこの頃です～！ 

そこで今回は暖かい国への旅のお話  

メキシコから直ぐにいける国キューバです。     

最近アメリカとの国交正常化に急展開で記憶にもにも新しい感じですが・・・ 

キューバ共和国 通称キューバはカリブ海に位置する島国です。  

ラテンアメリカで唯一の社会主義国で経済危機や革命を乗り超えながら独自の文化や国際社会で

の地位を確立してきました。 

日本では 野球やサルサ音楽、コーヒーなどが有名ですよね。豊かな自然に素晴らしい文化を持つ

国でカリブ海の真珠とも言われています。 

私が旅したときも街はとっても風情があり海沿いの美しさはすばらしかったです。 

首都ハバナは旧市街と新市街に分かれていますが旧市街は全盛期のスペインコロニアル様式が完

全に保存されており世界遺産にも登録されました。 

外海に面するマレコン通りには夕方になると人々が夕涼みに集まってきます、サルサを踊ったりお

酒を飲んだりとても楽しい光景です。 

 

奈佐有子さんのメキシコのお話 
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そして街を歩いていて気がついたことが！なんと走っている車の半数がクラッシックカーなので

す。60～50 年代のアメリカ製。日本人的には趣味かと思ってしまうのですがですがそうではなく、

現実は・・なかなか車が(国産がないため)買えないのが現実。みんな修理を重ねかさね使っているん

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現役で走っているのには驚きました。 

しかしキューバでは足りないのは車だけではありません。生活物資が全体的に不足しています。お店にいって

も並んでいる品数の少なさに驚きます、ここではでは生活物資は配給制（国民に低価格で販売）なんです。 

それでもみんな不満は表に出さず。明るく楽しく生活しています。 

消費社会から行った私は複雑な気持ちでしたが 

お金をだしたら買えるというのが当たり前ではないことに気づかされました。 

 

不思議な魅力が沢山のキューバ次回は第 2 弾をお届けします～ 
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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/ 

 

1 月の苛酷、いやいや、ありがたい営業も終わり、お稲荷さ

んも少しずつ落ち着きかけているかなぁ？あとは、11 日の初

午大祭でお正月の雰囲気も終わります。 

 

 トリの山椒炒めと餃子とお１日

のお赤飯です。ベーシックな味

付けですが、山椒の麻、篠ソー

スの辣でアクセントをつけたら、

ゴハンが進みます。 
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京都・伏見稲荷 きんちゃんからの寄稿 

ミソラーメンです。き

んちゃんのミソラー

メンは、ラーメン屋

さんのそれとは、ち

ょっと違い、かなり

濃厚でゴハンが食

べ た く な る 感 じ で

す。 

炒り卵の入った焼きビ

ーフンです。私が扱う

食材の中で一番、篠

ソースの美味しさを感

じるものです。 

 

豚丼の玉子とじと揚

げ餃子です。豚肉と

タマネギ、ピーマン、

モヤシをニンニクで

甘辛く炒めた丼で、

篠ラーには、是非 1

度食べていただきた

い一品です。 

 

お稲荷さんのきつねラ

ーメンです。まかない

シリーズから、メニュ

ー化したラーメンで、

おあげさんとタマネ

ギ、ピーマンをオイス

ターソースで甘辛く炒

め玉子をとじラーメ 

ンにのせてありま 

す、おそらくどこ 

にもない一品です。 
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わが家のちょい辛メニュー 

～万能とうがらしみそを使った豚肉と野菜炒め～ 

 

今月は忙しい主婦の味方になること間違いな

しの、万能とうがらしみそをご紹介します 

冷蔵庫にちょっと常備しておけばどんなに忙

しい時にも、簡単に美味しいおかずが作れて

しまう優れものです 

使うとうがらしによっても違った味に出来上

がりますので、いろいろなとうがらしでお試

しになって、お好みの味をぜひ 

探してみて下さい 

 

＊万能とうがらしみその作り方 

 とうがらし 2～3 本を適当なサイズにスラ

イスし、みそ大３、みりん大３、さとう大１、

醤油大 1、酒大１（調味料は目安です 

 お好みで調整下さい）と一緒にぽってりと煮て仕上げる 

 保存用に一度にたくさん作る場合はこの割合を参考に 2 倍、3 倍～にして作って下さい 

 

（万能とうがらしみその豚肉と野菜炒め） 

 材料 豚肉薄切りと野菜（キャベツ、しめじ、玉ねぎ、ピーマン、もやしなど、お好みでなんでも）を人数

に応じてご用意下さい 

  

 作り方  

①フライパンにサラダオイル（お好みでごま油でも）を少々敷いてまず豚肉を軽く炒めて、取り置きます 

②①のフライパンに食べやすい大きさにカットした野菜を火の通りの悪いものから順に入れて炒めます 

③野菜全体に火が通ったら①の豚肉を戻し、万能とうがらしみそを加えて混ぜ合わせて仕上げます 

      

      あっという間に出来上がるボリューム満点のひと品です、ぜひお試しを！ 

 

（万能とうがらしみそのいろいろな楽しみ方） 

回鍋肉にはもちろん、鮭のチャンチャン焼きのたれ、焼き肉丼のたれ、豆腐ステーキのたれ、焼き野菜に添え

て、 

またマヨネーズと合わせて生野菜のドレッシングやスティック野菜のディップなどにも・・ 

いろいろお試し下さい 

 

ｂｙ Ｍａｒｉｋｏ Ｎａｋａｍｕｒａ 

 

中村まりこさん寄稿 
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ハバネロ通信２月号(Office Com Junto：児嶋きよみ） 

2015年1月Global Session Report 
期日：2015 年 1 月 24 日 10:30~12:00 

場所：ガレリア 3 階 会議室      

ゲストスピーカー：Ashley Plus さん(京田辺市 ALT） 

Coordinator：河原林成行さん 

Title：Speaking Another Language 

参加者：10 名 

 

自己紹介： 

SK：エンジニア(堀場製作所）で、退職後の今も仕事をしています。同時にパーキンソン病も患っています。

みなさんは、健康ですね。今日、ここで、みなさんのご意見を聞けてとてもうれしいです。 

SF：My name is Suiko Fujiwara. I am a owner of Fujiwara Guest House. 

     (ひさしぶりの参加でしたが、英語での自己紹介でした。） 

SF：昨年末に中国語の先生を家に招待しました。その人は、在日 5年目なのに、今回が初めてのホームステイ

のようでした。大学院生ですが、プライベートなコミュニケーションをする機会が少ないようです。 

KI：(はじめての参加です） 

  銀行勤務でしたが、退職したら、年寄りは自由だろうと思っていたのですが、大変疲れます。それは、孫

の保育園への迎えと、毎晩夕食をうちで食べる 

  からです。 

TK：生まれて 71 年間亀岡生まれの Native Kameokan です。岩森さんとは、保育園時代からの同級生です。最

近会ってびっくりしました。 

  今は、退職していますが、仕事をしているときには、イスラム教徒の多い国々にたくさん行きました。パ

キスタン・インドネシア・カザフスタンなど中東の国々も。私の印象では、イスラム教徒は、皆親切で盗

みもせず、とても良い印象があります。 

SM：76 歳で、後期高齢者の仲間入りをして、保津町に住んでいます。この亀岡盆地は JR と保津川が走り、集

落の名前も川の名前から取られている観光の拠点です。45 年間教員をしていて、高校で物理学を教えてい

ました。若者たちといつもいっしょにいたので、心は若いと思います。 

MO：遠い京田辺市からようこそおいでくださいました。今日のトピックスも「もうひとつの言語を話すという

こと」で、とても興味があります。小泉政権時代の郵政改革後、郵便局を退職し、地域のためのしごとなどを

してきました。今日も、明日の選挙に向けて地域の手助けをしなければなりません。 

  英語の学習も、これからのグローバリゼイション化していくために必要と思います。 

（自転車でバックパックで世界を巡りたいとおっしゃっていましたね） 

  そうです。でも Dream です。 

MF：今日は駐車するのに時間がかかってしまい遅れてすみません。今日のテーマにとても興味があります。 

 

Coordinator(河原林・以後 Cと）：最初のパラグラフを読んでください。 

  「heterogeneous」というのをもう少し詳しく説明してください。 

Ashley：写真を見てもらうとわかりますが、アメリカは異質なひとびとが多く存在しています。左端の女性は、

児嶋きよみさん寄稿 
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アジア系ですが、6世で、アメリカ人です。「heterogeneous」 (異質性）と対の語は、「homogeneous」

（同質性・均質性）ですね。 

C: Ashley さんご自身も、ラテンアメリカ人の 2世と書かれていますね。 

Ashley：そうです。母はエクアドルからで、父はキューバからの移民です。母語はどちらもスペイン語で、来

た時には英語が全く話せなかったと思います。現在もアメリカの全人口の２０％は、英語より、あるいは、英

語に加えて、他の言語を話せると思います。また、アメリカの地域（チャイナタウン・リトルイタリー・リト

ルトウキョウ・コリアタウンなど）によっては、英語で話さなくても通じたり、ラテンアメリカ人やフィリピ

ン人・ロシア人の集住地域もあります。 

SF：２０％というのは、多いですね。でも 60,000 人というのは少し理解できない数字ですが。 

Ashley：アメリカは、Official Language は、決めていません。 

  でもカナダは、Official Langiage として、英語とフランス語と 

  明記しています。 

 

第 5 パラグラフ「In American public schools, it is common to have  

foreign language education.~」～８  

 

MF：あなたは、英語もスペイン語も同程度にできるのですね。 

Ashley：そうですね。 

MO：英語を話すと、世界のどこでも行けますね。話す人がいて。また、子どもの時から外国語を学び始めるの

がいいと、書いていますね。 

C: アメリカ人の先祖はいろいろな国から来たとも書いてありますね。 

Ashley：アジア人でアメリカに来て、生まれた子どもには、その祖先の母語を教えないいう親たちもたくさん

いるようです。その理由は、いろいろあるはずですが、ひとつの理由は、子ども達が英語をしっかり学ばなく

なるのではないかと恐れ、そうなると、学校でその子どもたちがつらい学校生活を送るのではないかと思うか

らのようです。私の場合は、先に述べたように、両親はスペイン語圏から来たので、生まれた時には   私

にスペイン語で話しかけていました。同時に英語でのテレビも見ていました。当時住んで居た街は大きなスペ

イン語コミュニティがあり、実際に英語を知らなくてもやっていけます。 

   私が学校教育を始めた時は、Pre-Kindergarten（幼稚園年中）から Kinndergarten（幼稚園年長）まで

は英語とスペイン語バイリンガルクラスに入りました。その後、小学校に入ったら、英語だけで授業が行われ

ました。  

KK：バイリンガルクラスというその内容は、どのようなものですか？ 

Ashley：英語とスペイン語を話すふたりの先生がいて、同じことを両方のことばで話すのです。これは、スペ

イン語を話す子どもたちが多いからで、コリアン移民が多ければコリア語と英語の両方の先生がいるはずです。 

  アメリカの公立学校では、外国語教育があるのは、普通ですが、ルールは、市や州によってちがいがあり

ます。 

 例：私の学校では、”World Language”と呼ばれる科目があり、Kindergarten から 8 年生(13 歳）が取ら

なくてはなりませんでした。”World Language”という呼称ではありますが、実際にはスペイン語の授業で

した。これは、その街には大きなラテン系のコミュニティがあったので、スペイン語を外国語とするのが、ベ

ストだったからでしょう。それでも、家庭でスペイン語を話している子どものためのスペイン語クラスは  

「Heritage Class」（伝承語クラス）と呼ばれ、はじめて学校でスペイン語を学ぶ子どもたちのクラスとは

分けてありました。 
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MF：外国人のコミュニティは大きいのですか？ 

Ashley：私は、ニュージャージー州で東部でしたが、カリフォルニアやニューヨークやテキサスにはもっと大

きなコミュニティがあります。 でも、英語以外のことばをたとえ、自分のルーツでも教えたくない親もいま

す。 

    日本でも小学校から、”外国語活動”として外国語を学び始めたようですが。実際には英語のクラスです

ね。この点は、スペイン語だけだった私のケースと似ています。週末にその他の外国語やもっと多くの外国語

を学びたい子どもは、私立の語学   学校に行く場合もあります。 

  アメリカでは、高校や大学では、外国語を学ぶ場合にいろいろ選択することができます。私の高校では最

低 2年間は、外国語授業を取る必要がありましたが、もっと 4年間にかけて授業を取ることも可能でした。(9

年生~12 年生が高校の学年） 

  アメリカの高校で外国語としは、フランス語・スペイン語・イタリア語が人気があります。大学では、フ

ランス語・スペイン語・ドイツ語・中国語（マンダリン・普通語）の順で人気があります。 

MO：中国語が人気があるのに、Ashley さんが日本語を選択したのは、なぜですか？ 

Ashley：日本の漫画も好きだったし、学ぶには良い機会かなと思って選びました。 

  オーストラリアは、特徴のあるやり方ですね。小学校からいくつかの外国語を選択するようになっていて、

日本語も小学生から学んでいる人もいます。 

C：私の務めている仕事場のような科学の世界ではすでに国際的になっていて、英語でやりとりをしています。”

Diversity”（多様性・相違）ということばもありますね。 

Ashley：”Diversity”ということばは、とても大事なキーワードですね。アメリカ人も最近では、アメリカ

だけにいて大学を卒業しても仕事がない場合が多いです。それで、外国に行って外国語を学びたい人が増加し

ています。でも、外国で学ぶには、お金がかかりますね。 

KK：日本でも最近は、中国・韓国・台湾からの留学生が多いようです。以前、亀岡市が  OSU-K（オクラホ

マ州立大学京都校）を持っていたころは、アメリカへの留学生   がとても多かったのですが、最近はア

メリカへの日本人留学生はとても減っているようです。その理由は何なんでしょうね。 

MO：雇用の問題ではないでしょうか？外国留学のメリットが雇用に反映されないですし。 

MF：2 年前にロスに行った時、日本人女性がホテルで仕事をしていました。「日本で充分な仕事を見つけるこ

とができない」と言っていました。 

MO：Ashley さんは、「子どもの時から外国語を学ぶといい」と書いていますが、大人になると難しいのでしょ

うか？ 

Ashley：自分の両親も英語を大人になってから学んだのですが。それほど流暢には今も話せません。コミュニ

ティの内部でだけ過ごしているなら、問題はないでしょうが、電話番号などを告げるときにはっきり理解でき

るような発音でできないと仕事も難しいでしょうね。 

MF：ニュージャージーの空港に下り、ホテルへのシャトルバスを予約しようとしたら、40 歳代のガイドが何度

も私の英語の発音を矯正しようとし、最初に並んでいたのに、ずっと後まで順番が来なかった経験があります。 

KK：私が想像すそのため。意地悪でそういったのではないかと思いますね。 

Ashley：私の大学の教授達は、いろいろな国から来ていて、その英語はとてもいろいろで理解が難しかったで

す。けれども、誰も、「もっときれいな発音で」などとは言っていません。どの英語も分かりたいと思えばわ

かると思います。 

TK：アメリカでも方言はたくさんありますね。方言はかなり聞き取りにくいですね。 

  パキスタンなどでも、英語が共通語ですが、ベンガル風英語で、2.3 日は全くわからないのですが、しば

らくすると、わかってくるのですよね。私もエンジニアなので、使用する単語は決まっており、英語で話すと

通訳もいらなくて、相手と実際に面と向かって話すことができ、とても助かりました。 

 



1 月号 

今回のセッションはここまでで時間切れになってしまいました。それで、Ashley さんに 3 月も引き続いてゲストとして来

ていただくようお願いをしました。OK です。 

 

今後の予定 

2 月の Global Session 

  「アメリカ史にみる職業着─植民地時代～独立革命期─」 

  ゲストスピーカー：濱田雅子さん 

   外国の史料に基づき詳細に研究を重ねられた上での発表 

   です。日本国内だけにとどまらない、別の視点が見えて 

   くるはずです。主に日本語です。 

   今回で 4回目のシリーズが続いています。楽しみにおいでください。 

  期日：2015 年 2 月 28 日（土） 1:30~3:00 

  場所：ガレリア 3 階 会議室  コーディネーター：児嶋きよみ 

3 月の Global Session 

  1 月の続きで、”Speaking Another Language" 

    ゲストスピーカー：Ashley Plus さんです。 

  Coordinator：募集中 

  期日：3 月 7 日（土）10:30~12:00 

  場所：ガレリア 3 階 会議室 

 

その他のお知らせ  

＊外国につながる子どもさんや保護者のサポート研修 

 2 月 22 日（日）1:30~4:30 ガレリア 3 階会議室  

   （参加費 500 円） 

 講師：清田淳子さん（立命館大学） 

   「外国につながる子どもの母語の保持・育成について」 

   ─家庭における母語保持努力に注目して─ 

 保護者のかたに参加していただき、自信を持って母語で話しかける効果などを共に、語り合います。   

 

＊市民活動実践講座２ 

  「多文化共生って何？」 ガレリア 3 階会議室で 

  インドネシアのゲストと共に、くらしの中のイスラム文を知ることが、これからの国際社会に生きて

行く手立てになるはずです。化 について考えます。ちがう文化 

  2 月 21 日（土）1:30~3:00    （参加費：無料）  

   講師：児嶋きよみ   

coordinator：西本好江さん 

ゲスト：Eni Lestari さん(インドネシア語講師）  

 

 

 



1 月号 

 

 

 

 

グラデシュからの便り・・・ですが今号は南米の子供たち 

日本で売れる食材を探す旅 in アマゾン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    RYO TAKEUCHI 

バングラディッシュからの便り 



1 月号 

■「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。 

 

 

 

 

ベルサイユ近くのマーケットです。 

新鮮で、見せ方は素晴らしいと感じました。 

   

色とりどりのフルーツで、目移りしそう       肉もウサギや鴨など日本では見られない光景です。 
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1 月号 

  

一見、マルシェのようで、対面販売のよさがにじみ出ています。 

  

パン屋さんもおしゃれで、どれを食べても美味しそう。 新鮮で豊富な種類の魚がたくさん並べられています。 

  

エスカルゴや手の込んだ総菜が売られています。   対面販売の活気はフランスらしいところです。 

 

 

 ■次回もお楽しみに 

 


