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4 月に入りあっという間に桜の花が咲き、もう散り染めという昨年とは打って変わって、開花期間が短い

状況ですが、皆様のところでは如何しょうか。 

気象異常が 3 年続いておりますので、農家さんのダメージは計り知れないものと察しいたします。 

今年こそは農家にとって、気候に恵まれて一年でありますように。 

 

京都向日市激辛商店街が立ち上がって 4 年目を迎え、今年も 3/28（土）に向町競輪場を貸し切って

KARA-1 グランプリが開催されました。 

第一回目は 27 の出店で、あいにくの空模様でしたが、来場者が 3 万人と予想を超え盛り上がりがあり、

今年は 4 回目ということもありますが、地方創生の旗頭としてマスコミなどで取り上げ全国的にも知名度が上

がってきていることもあり、当初の 2 倍以上で 8 万人の入場があったようです。 

また、案内所の開設や事務局はじめメンバーの積極的な活動で、ますます勢いが増している状況です。 

「仏作って魂入れる」というのはこのことだと思います。 

  

                                                               事務局 

 ハバネロ友の会 会報誌 4 月 
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   3/28(土)京都向日市激辛商店街主催の KARA-1 グランプリで重大発表 

京都向日市激辛商店街とサントリーと弊社がコラボさせて頂くことになりました。 

 サントリーでは現在角ハイボール人気がありますが、その中に弊社が栽培する「世界の唐辛子」を熱帯魚

に見立てて、角ハイに浮かべて京都から全国に発信して頂けることになります。 

 

 9 月には世界の唐辛子が収穫期を迎えますので是非、お試し頂けたら幸いです。 

 

  

 

篠ファームの報告 Part 1 
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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/ 

 

 外国人が選ぶ観光地第一位の風格らしく、ひつきりなしに海外の観光客が押し寄せております。 

 中国や韓国はじめ東南アジア方面が多いのですが、ドイツ、フランスなどヨーロッパからも大勢お越しにな

られており、きんちゃんにも多くの外国人の方にお立ち寄りいただいております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都・伏見稲荷 きんちゃんからの寄稿 

トリムネ肉の麻婆飯

です、仕上げに花山

椒、一味、辣油、篠ソ

ースで辛、辛、麻〜で

ウマウマです。 

 

担々麺です、濃厚な自家

製胡麻味噌とスパイシ

ーな辣油で調合した、き

んちゃん一押しの旨辛

麺です、最後の辛さ調節

は、篠ソースの出番で

す。 

 

豚天と揚げ餃子の甘酢

ソースがけです。これ

も、日替わりランチメ

ニューです、多くの方

が、篠ソースを振り振

りしたはりました。 

 

 

トリと玉子のピリ辛篠ソース炒め

です、ケチャップと甘酢に篠ソース

を合わせた、珠玉のおかずです。日

替わりランチです。 

ニラレバ炒めです、

言わずと知れた、こ

れぞ大衆中華です、

メニューには、ない

のですが、たまに、

食べたくなります。 

篠 ソ ー ス が 合 い ま

す。 

京はばねろ篠ソースを各テーブルにおいて皆様にお好みでお使い頂いております。 



4 月号 

 

 

 

ハバネロ通信 4 月号(Office Com Junto：児嶋きよみ） 

 

Global Session report in March, 2015   （272 回目） 

期日：2015 年 3 月 7 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：Ashley Plus さん（京田辺市 ALT） 

Coordinator：大石昌広さん 

Title：Speaking Another Language, Part2 

参加者：１０名 

  

大石(C）：Ashley さんの 1 月のお話から、メインテーマにする課題は二つあります。 

    １．なぜ、英語を学ぶのか 

    ２．どうやってブラッシュアップするのか 

    これを考えながら今日もセッションをしていきましょう。 

    このことを考えにいれながら、自己紹介をどうぞ。 

 

MF：亀岡に住んでいます。Native の KAMEOKAN ではありません。実は 1 週間前に台湾に行ってきました。

OSU の夏の Study Abroad のグループを何年も引率してきた Paul Hsu 先生が台湾におられるかと思っ

て聞いたのですが、もう、Stillwater に帰国されていて残念でした。 

MS：私は、10 歳で英語学習をスタートしました。教会でカナダ人の牧師さんがいて、英語を始めて聞いた時

にはミュージックのような気がしました。それから、ことばに興味を持ち始めました。外国語を学ぶと世界に

向けて目が向く様な気がします。また、スペイン語も長く学習していて、今日のゲストの Ashley さんの母語

だ思いますが、日本でスペイン語を話す人を見つけることは、なかなか難しいです。英語は音は美しいと思い

ますが、スペイン語は、発音は日本人にとって、出しやすいと思います。でも文法は、英語に比べるととても

難しいです。ハングルも勉強していますが、日本語と文法が似ていて、やりやすいと思います。このテキスト

の写真が面白いですね。黒板にいろいろなあいさつことばが書いてありますね。Ola とか、CIĂO とか、Hello

なども。「こんにちは」もありますね。いろいろあるのですね。 

SM：私は、あまり参加できなくて 1 年に 1 度くらいですが。今日は来れてとてもうれしいです。小学校のク

ラスメイトにアメリカ人がいたのですが、話すことばは、京都弁で、ある日、お母さんが学校へ来られて日本

語ではない、別のことばで、話をされて、とてもびっくりしたことがあります。高校生の時、アメリカに旅行

し、大学ではアメリカ文学を専攻しました。その間 1 年間は、ボストンに交換留学したことがあります。その

後、カナダのバンクーバーに 6 ヶ月間 Working＆Holiday 資格で滞在したこともあります。帰国後、私学で 4

年間教えていました。この経験から、まちがったことを教えてはいけないので、教えるということは、もっと

注意深くやらなければと思いました。 

児嶋きよみさん寄稿 
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KI：My basic English is poor. 行ったことのある外国は、グアム・ドイツ・トルコ・ チェコ・コリア

などです。大体田舎へ行き、よく歩きました。日本とはちがう昔のようななつかしい風景がありました。年取

ったひとは皆とてもフレンドリーで、特にチェコのレーゲンスブルクは良かったです。でも、スリルもありま

した。外国にはよく行きましたが、自分の英語力が恥ずかしくなってきました。それは、若い外国人は日本に

来ると、すぐに流暢に日本語を話し始めるのに、自分は、日本の歴史もあまり知らないなと思い、それで、少

しずつ、英語を勉強し始めたのです。 

SM：保津川下りのスタート地点のある保津町に住んでいます。亀岡駅の近くです。見たとおり、後期高齢者

ですが、足と腰は退化して弱くなってきているのに、家族からは、「口だけ達者」と言われています。44 年

間高校で物理を教えて来ました。16 歳・17 歳・18 歳くらいの若者を教えていたので、心は若いです。1990

年に OSU-K(オクラホマ州立大学京都校）が開校されたときに娘と OSU-K の英会話クラスに通い始めました。

その時、15 歳の中学生で、私は 54 歳でした。娘は 1 年後には英語力がとても伸びたのですが、来れなくな

って私だけ続けていました。OSU-K は、1996 年に閉校になったのですが、1999 年から Global Session

が始まり、これにも来始めました。娘は、今は高校の英語の教師になっています。 

YN：ひまわり教室の子どもたちを見ていますが、ことばの事や、母語について興味を持っています。学生時

代に、いろいろな国の人を招き、交流をする活動をしていました。(京都女子大）その時に英語をもっとやれば

よかったと思います。小学校教員になり、2 年前に退職し、自分の世界を拡げたいと思っています。「なぜ、

英語を学ぶのか」と考えるところから出発したいと思います。  

NA：以前は熱心な参加者だったのですが、母が亡くなる前には介護が必要になり、なかなか来れませんでし

た。2 年前に母は、105 歳で、「ありがとうございます」と言って亡くなりました。今は、もう一度勉強した

いと思っています。家では今は一人なので、誰とも話さないことが多いです。ラジオを聞いたり、散歩をしな

がら CD を聴いたりして英語を勉強しています。最近は、CD やラジオを聞いて居ると、スピーチする人はす

らすらと流暢に話すことが多いけれども、話をしはじめると、ゆっくり話すということがわかるようになりま

した。覚えるのは、フレーズという固まりで覚えるのがいいと思っています。 

MO：郵便局で長く仕事をしてきました。もう一度勉強したいと、ラジオやテレビで勉強を続けてきました。

ことばのトレーニングも継続することが大切だと思います。もう一つは、いろいろな国の人と英語で話し、コ

ミュニケーションをする場を持つ必要があるだろうと思います。 

KK：私は英語をこのように勉強したという経験はあまりないのですが、先ほど言われた OSU-K の職員でし

たので、両手を拡げて余るほどの量を英語から日本語に、日本語から英語にと翻訳をしていた時代が勉強した

と言えば、言えるでしょう。 

Ashley：京田辺市の ALT(英語指導助手）です。7 ヶ月前に日本に来て英語を教えています。父はキューバの
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ハバナ出身で、母は、エクアドル出身で両親の母語は、スペイン語です。アメリカにはいろいろな背景を持つ

人々がいますが、移民も 20％もいます。けれども、英語以外の外国語を話す人は、320,000,000(3 億 2 千

万人）の人口の内、60,000,000（6 千万人）くらいです。このように外国語を話す人が少ないのは、アメリ

カに住んでいて、子どもが英語を学ばなかったら困るだろうとか、学校もいろいろな言語に対応するのは大変

だろうなどという考えを持つ人が多いからかもしれません。 

 

セッション開始： 

大石(C）：最初のパラグラフのニューヨークにはさまざまな言語が見え、聞こえると書いた Tim Doner っ

てどんな人ですか？ 

Ashley：「polyglot」とは、多言語に通じた人という意味ですが、Tim は、25 ケ国語くらい 

話すそうで、取り上げました。 

C：日本では中学校に入り、13 歳くらいから英語を学ぶのですが、流暢に話すには、英語を学びたいという

動機付けが必要でしょう。そのためには外国の文化や歴史も学ばなければけないと思います。Pashto とか、

Ojibwe とは、何ですか？ 

Ashley：Pashto は、アフガニスタンの公用語で、Ojibwe は、オジブワ族《北米先住民の一大種族｠の言語

のようです。ニュージャージー州に住んでいたので、New York は、何度も行きました。エキサイティング

な街で多くの外国人もいて、多くのことばも飛び交っています。移民コミュニティも多く、チャイナタウンや・

ロシアンやイタリアのコミュニティもある多様性のある町です。 

SM：母のいとこがニューヨーク大学の先生をしているが、叔父は研究者で、ニューヨークに渡ったので、そ

の子どもであるいとこはアメリカ育ちです。家では日本語で話し、学校では英語という生活を続けてきた。あ

るとき、「学校では、英語をあまり話さないので家でも英語を話すように」と先生が来て言ったそうです。そ

れから、日本語を話さないので、忘れてしまって、後に東京大学に来て、ようやく日本語を取り戻したと聞い

ています。 

C：ニューヨークは、Melting Pot(人種の坩堝・るつぼ）と言われていますね。しかし、例えば、中国人の 1

世は英語を話せなかったが、2 世・3 世・4 世となると、今度は中国語 

を話せない人が多いですね。1980 年代のドラマを見てそう思いました。アメリカは、3 億を超える人 口で

6 千万人しか外国語を話さないのですね。 

MS：ニューヨークに行った時に、ホテルのフロントが、スペイン語を話す人に対して、 

「You should speak English」と言っていたのを見て、ショックを受けました。15.20 年前の話ですが。 

Ashley：今もそのような偏見がありますよ。バスターミナルで、スペイン語を話していると、「This is America. 

We should speak English」と言われたことがあります。 

KK：日本の入国管理事務所でもそのような経験がありますよ。ブラジル人らしき人がポルトガル語で質問を

しているのに、係の人は通訳を呼ぶこともなく、「わからない。日本語で」と繰り返すばかりでした。私は仕

事で行っていたので、みかねてそのブラジル人にポルトガル語で聞くと、書類の書き方を聞いているだけでし

た。その周りにいたブラジル人達が寄って来て、その人たちに「オブリガード・ありがとう」と繰り返し言わ

れたことがあります。そのころ、20 年ほど前になりますが、入管の室長は私に、「日本は基本的に外国人を

入れない方針です」と直接言いました。私は、入管に行くたびに心臓がぱくぱくし、胸が悪くなったことを覚

えています。 

C：英語は World Language として、広く話されていますが、Dominant Language(支配言 語）とも

言われます。 

Ashley：Dominant Language なので、英語以外は必要ないと思っている人も多いです。 

C：若い人は変わってきていると思いますが。 

Ashley：若い人は英語だけでなく、文化も学ぼうとしていますね。 
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C：昨年の夏から 7 ヶ月間日本で教えて来てどうですか？ 

Ashley：中学生に教えていますが、文法にフォーカスしているので、話す・聞くという二つの力をつけるのは、

なかなか難しいようです。ミスをしてもいいので、話すことに力を入れれば、日本の英語教育も伸びるのでは

ないでしょうか？ 

C：中国人は、英語を話すときも遠慮したりしないと思いますが、日本人はあまり心の内を出さないですね。

大学入試がネックになることも問題ですね。 

NA：経済力も関係しますね。今ではイギリス英語より、アメリカ英語を使う人の方が多いですね。 

Ashley：スタンダードな英語を目標にすると、イギリス英語の方が教えやすいと思います。私としては、どち

らも教えたいですが。 

NA：アメリカでは、発音記号は習うのですか？ 

Ashley：あまり習ったことがないと思います。 

NA：大学の英語クラスで発音記号を覚えるように言われた記憶があります。 

SM：子どもはもっと混乱するのではないでしょうか？ 

Ashley：小さければ発音を学ぶのは、難しくはないですね。 

 

C：英語を学ぶことの利点とはどのようなものでしょうか？ 

Ashley：第 3 パラグラフで取り上げている"How Diversity Works" の記事の作者の Katherine Phillips

は、コロンビア大の教授でありアフリカンアメリカンですが、「同質の人たちばかりの社会より、ちがう背景

を持つ人々が居る方が多様性があり、いろいろな考え方を知ることが可能になる」と言っています。 

C：Diversity ですね。 

Ashley：同質の人とだけで仕事をするより、多様性のある方が新しいアイディアももっと 沸き上がると私も

思います。 

C：ジェンダーのちがいも有る方がいいですね。多様性を積極的に取り上げることも重要 なポイントですね。   

NA：あなたの英語はとてもわかりやすいのですが、どこから来ましたか？ 

Ashley：アメリカ北東部です。 

SM：以前ホームステイしたアメリカ人のホストのアクセントはどこのか、未だにわから ないですね。 

C：大統領のジミーカーターさんは、どこでしたか・ 

Ashley：ブッシュさんの方言は南部ですね。 

KK：Ashley さんの英語はとてもわかりやすいのですが、学校で学んだ英語と言えるので はないですか？家

では英語を話さなかったのでしょう？ 

Ashley：わかりやすいようにゆっくりと話す時もあります。友人達と話す英語とはやはり 

 ちがいます。 

MF：日本語にも標準語と方言はありますが、そんなに苦労しなくても話を合わせ、わかり合うことはできま

すね。 

以前、ニューヨークの空港からある有名なホテルの場所を聞いて居て、発音が悪いと言って案内係から何度も

直されたことがあります。同行していたガイドの人は、その発音でいいと言っていたのですが。 

Ashley：アメリカにはいろいろな人が来ていて、それぞれ、プレッシャーがあり、外から来た人にそれを教え

ようとしていたのかもしれませんね。 

KK：もしかしたら、発音を直した人も、移民であった時代があって、それをぶつけたの かもしれませんよ。 

 

C：英語を学ぶ Disadvantage(不利な点）というものはありますか？ 

MF：最後のパラグラフの意味が少しわかりにくいのですが、どういう意味でしょうか？ 

Ashley： 
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 「外国語をかなり学んで流暢に話せるようになったとしても、マスターするのは難しい と知り、フラスト

レーションは残る。私の言いたいのは、１００％ではないということ でやめたいと思うことがあるというこ

とである。完全に正確に発音したりもできず、ア ルファベットのつづりを完全に記憶することもできず、話

し言葉による表現方法を完全 に理解できるわけでもないというように。言語(の学習）については、どんどん

さまざ まなことがらが転がり出て来て時間を取り、変化について方向を見失わないようにする ことがとて

も難しいのである」 

 「また、同時に 2 言語を学ぶときには、話せるようになるまでにさらに時間がかかるは ずである。なぜな

ら、注意はどちらの言語にも向けられ、分散されるはずであるから。 多言語を話すことの困難さについて、

もっと何かあれば、教えてほしい。」 

C：小さい年令の時には、いろいろなことが入るでしょうが、10 代で始めると、忘れて 

 もう一度戻ろうとするとなかなかむずかしいです。 

MF：娘が小さい時には、日本語で「おとうたん」「ちゃーちゃん」などと言っていたが、 

 後にはっきり発音するようになりました。 

MS：子どもの場合は、言語状況が変わってもすぐに学ぶだろうと思われていました。で も、ひまわり教室

の子どもたちを支援するようになって、そうでもないと気づきはじめ 

 ました。 

KK：Ashley さんも家で英語を話していなくて、でも学校での成績も伸ばして大学を卒業 

 しましたが、いっしょに学習したお友だちがみんなではないでしょう？ 

Ashley：そうです。いろいろなケースがありました。 

C:これからオリンピックも開催される予定であり、外国人も多く来られますね。 

 そうでなくても、外国語を学ぶことは大切で、共に理解しあうための手段でもあります ね。 

Ashley：いろいろな人が英語を学ぼうと思ってくれたらうれしいです。 

時間超過で、終了ですが、まだまだ話し合いをしたく、4 月も Ashley さんにお願いしました。 

 

 

 

今年もバングラデシュでのジョロキア加工が始まります。 

2008 年から事業を始め、早いもので今年で 8 年目になりました。事業を始めた時は、誰もジョロキアの存

在を知らず、せっかく生産しても全く売れない日々が続いていました。  

それから 7 年、多くの方のご協力を得て、今ではジョロキアはハバネロに次ぐ最も有名な唐辛子になり、販

売も伸びてきております。 

 

これからも会社の理念を全うしていきます。 

 

唐辛子を通じて、バングラデシュの産業・社会に貢献する 

唐辛子を通じて、日本とバングラデシュの架け橋となる 

唐辛子を通じて、日本の食卓文化に新たな刺激をもたらす 

 

    七海交易 RYO TAKEUCHI 

CI ロゴは、七つの海（世界中の海）を渡る海鳥をモチーフにデザインしてあります。 

 

 

バングラディッシュからの便り 



4 月号 

 

 

 

今回は、お遊びメニューを載せます。『ハバネロ篠いちごジャム』です。 

         普通にイチゴジャムを作っていくのですが。 

 

《レシピ》 

◎ イチゴ       ２パック（約５００ｇ） 

◎ 砂糖        ２００ｇ（今回は、普通より少なめ） 

◎ レモン果汁     少々 

◎ ハバネロうま辛醤油 2.5ｇ 

◎ 篠ソース      2.5ｇ 

 

１、イチゴを洗ってヘタをとり       ２、強火にかけると泡立ちます。         

水気を切って 砂糖をまぶし        同時に、あくをとります。 

一晩寝かせます       

 

 

 

 

 

 

 

３、中火にして、好みのトロミに      ４、ハバネロうま醤油を 

なるまで煮詰めます。           ２．５ｇ入れ混ぜます。 

 

 

 

 

 

 

 

  ５、篠ソースを２．５ｇ入れ      ６、冷まして出来上がり！ 

      混ぜます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

篠らー1 号 武村さんのお便り 



4 月号 

武村様からの情報案内です。 
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わが家のちょい辛メニュー 

～鶏肉の梅唐辛子ソース巻～ 

 

先月ご紹介しました梅唐辛子ソースはもうお

試し頂きましたでしょうか？ 

 

今月は梅唐辛子ソースを使った美味しい一品

をご紹介します 

晩御飯にも、お弁当のおかずにも重宝します 

 

（梅唐辛子ソースの作り方） お忘れになった方のために、念のため・・ 

梅干し果肉 2 個分（すりつぶし）、 みりん 大１、 篠ソース 適宜（少し多めがおいしいです） 

しその葉 1～2 枚（粗みじん切り）、ゴマ 少々 

上記材料を混ぜ合わせます 

 

（鶏肉の梅唐辛子ソース巻） 

材料 鶏肉（人数分のムネ肉またはササミ）、しその葉、梅唐辛子ソース 

 

 作り方 

 

① 鶏肉は薄く開くように切ります 

② 開いた鶏肉に梅唐辛子ソースをぬり、しその葉をのせてくるくる巻きます 

③ ②の鶏肉に軽く塩コショウして、フライパンに油を少々ひき、中まで火が通り、全体に焼き色が 

付くまで焼きます（巻いた端を最初に下側にして焼くと上手くいきます） 

梅唐辛子味にお箸が進むヘルシーメニューです！ 

豚肉でもお勧めです！ぜひお試しを！！ 

 

by Mariko Nakamura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中村まりこさん寄稿 
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農業者から加工業者、行政（農業）、大学、流通などで農業関連で活躍されておられる方の必携書です。 

書店では販売しておりませんので、直接（一社）全国肥料商協会にお申し込み下さい。 

   

一般社団法人全国肥料商協会より 
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2015.4.5(日)に「第四回 おしのちゃん BQQ 大会」を開催いたしました。 

当日は、雨空に拘らず飛び入りも含めて 80 名近くの方々にご参加頂き、バーベキューはじめ、鍋など 7

ヶ所のブースを設けて、盛大なイベントを開催させていただきました。 

日頃、接点のない方々にお集まりいただきましたので、とても新鮮で活発な交流ができたと喜んでいただ

けました。 

※次回は 7 月に開催させて頂く予定です。 

  

  

  

篠ファームの報告 Part 2 



4 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。 

 

 

 

 

 

            ハバネロファンド募集中！！ 

お陰さまで「京はばねろ篠ソース」が広がってきましたので、篠ソース 100 万本プロジェクトも実現出来

る環境が整ってきました。 

また、1 年に限られた期間(9-10 月)しかハバネロは収穫できませんので、生産者から全量買いつけて保管

する資金を、クラウドファンディングを専門に取り扱われている「ミュージックセキュリティーズ株式会社」

にお世話になり資金集めをしております。 

※不特定クラウドファンディングとは、多数の人が通常インターネット経由で他の人々や組織に財源の提供や協力などを行う

ことを指す、群衆（crowd）と資金調達（funding）を組み合わせた造語である(ウィキペディアより引用) 

 

2015.4.8 に京都新聞に取り上げて頂きました。 

※下記は記事と取材風景 

 

【京はばねろ 篠ソースファンドの詳細はこちら】 

http://www.musicsecurities.com/communityfund/details.php?st=a&fid=587 
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