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                       定植されたハバネロ 京丹波町にて 2014.6.2 撮影 

長かった大型連休も終わり、朝夕涼しくしのぎ易く、日中ともなると気温がぐんぐん上がり唐辛子の生育

にはとてもよい環境になってきました。 

台風 6 号は大型と聞いておりますので、今後の進路について定植時期を迎えていますので、心配されます

が圃場に水分補給されるため、良い雨になってほしいと思います。 

                                                               事務局 

 

 

 

今年も唐辛子などの野菜の苗が苗生産をお願いしている生産者より大量に入荷いたしました。契約栽培して

頂く生産者に配布していきます。今年は 25,000 株の契約数となります。 

苗作り半作と言われているように、農産物のポイントは土づくりと苗作りで決まると言われておりますので、

25 年以上育苗専門に経験のある方に生産をお願しておりますので、見応え充分です。 

  
特に今年は、メキシコ唐辛子ハラペーニョの生産に力を入れており、京丹波町和知地区の特産として、50a

程度の生産で 15 トンを見込んでおります。 
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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/ 

4 月は、はじめは、新人、新入生などが、偵察がてらに、あと歓迎会などでバタバタしたのですが、あとは、

疲れ、もしくは、ゴールデンウイークの為なのか、結構、静かな感じでした。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Chinesekinchan 

※フェイスブツクをしておりますので是非、のぞいてみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

京都・伏見稲荷 きんちゃんからの寄稿 

冷やし中華はじめま

した。カラシ、マヨネ

ーズ、以外かもしれな

いですが、篠ソース、

やめられません 

ニラ麻婆飯です。ニラ

と麻婆豆腐、絶妙です、

篠ソース、かけないと

失礼かなぁ。 

 

サンラータンチャンポ

ンです。太麺でもサン

ラータンにイケるので

す、辛さの調節とあと

一つのエッセンスにお

篠ちゃんをお願いしま

す(*^^*) 

 

蒸し鶏の照り焼き風丼で

す、残りモノの蒸し鶏をミ

リンと豆板醤で中華鍋で

ジックリ焼き、それのベ

ースのタレがかかってま

す。 

 

豚ロースの生姜焼き

風炒めです、生姜焼

きを中華風にアレン

ジ、ごはん食べ過ぎ

注意です。 

 

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。 

カレー風味の焼きそ

ば、目玉焼きのせで

す。カレーと焼きそ

ば、篠ソース。合わ

ないはずがないで

す。 
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わが家のちょい辛メニュー 

～タラのうめとうがらしマヨネーズソース焼き～ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月も篠ソースで作った簡単うめとうがらしみそ＊を利用したレシピです 

さっぱりした梅味にマヨネーズのコクを合わせるソースで、淡白なタラを美味しく焼き上げます！ 

篠ソースの辛みが食欲をそそる一品です 

冷めても美味しいのでお弁当のおかずにもお勧めです 

  

作り方 

① うめとうがらしみそと適量のマヨネーズを混ぜてうめとうがらしマヨネーズソースを作ります 

② 軽く塩コショウしたタラに①のソースをぬり、ホイルに載せてオーブントースターで１０分ほど、焼き

色が付くまで焼きます 

③ お好みで粉チーズをふってお召し上がりください 

  

＊うめとうがらしみそは下記材料を混ぜ合わせて作ります 

 すりつぶした梅干しの果肉（２個分）・篠ソース（適量）・青しそみじん切（お好みで１～２枚）・みり

ん（大１）・ゴマ少々 

 

 

 

 

 

中村まりこさん寄稿 
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今年もジョロキアの季節がやってきました。

5 月に入ってから連日 40 度の暑さが続いて

います。夜になっても気温は下がらず、気温

30 度湿度 90%の寝苦しい夜となっています。 

 

村では、私が来るのを長く待っている子供た

ちがたくさんおり、工場に着くなり花や手作り

の飾り物をたくさんくれました。 

  

 

 

事業を始めた頃に赤子だった子は学校に通っています。小学生だった子は生意気な中学生になり、中学生だ

った子は結婚して子供を持つ者までいます。去年までメイドとして雇っていた女の子は（15 歳）、今年結婚

して巣立ちました。 

 バングラデシュに来てから 9 年、ジョロキア加工を始めて 7 年が経ちましたが、これからも事故なく、皆

と共に大事な時間を過ごしていけたらと思っています。 

 

 RYO TAKEUCHI 

 

バングラディッシュからの便り 
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ハバネロ通信 5 月号(Office Com Junto 主宰 児嶋きよみ） 

Global Session Report in April     (273times) 

期日：2015 年 4 月 4 日(土）10:30~12:00 

場所：ガレリア 3 階 第４会議室 

ゲストスピーカー：Ashley Plus さん(京田辺市 ALT:英語指導助手：アメリカ出身） 

Coordinator：大石 昌弘さん（Masahiro Oishi） 

参加者：１２名 

 

今回も大石昌弘さんの Coordinator で、自己紹介から始まりました。 

大石：母語以外の言語を学ぶ利点としては、コミュニケーションがとれ、違う文化の人と 

  話をし、いろいろなちがいを知ることができることであろうと思います。中でも英語を学ぶと、現在では

世界中の人と話すことができるという点があります。 

  また、最近一つ以上の言葉を話すことは、アルツハイマー病の予防につながる、その進行を行を遅らすと

か、バイリンガルの人は同時に複数の作業をするのが得意な人が 多いとか聞きました。教育を受けた人

は、どこでも尊敬されるというのは、Ashley のお母さんの信念だったと思います。私は英語がすきです。 

SM(女性）：私が英語と関わるようになったのは、１７歳でアメリカのカリフォルニアにホームステイしたと

きからです。その後、ボストンに１年間留学し、その後もカナダのバンクーバーにワーキングホリデービザで

６ヶ月滞在したこともあります。また、私の趣味はタップダンスで次の土曜日に発表会があります。小学生の

娘も参加します。もし、良ければおいでください。 

(KK：娘さんは生まれる前から知っていますね。） 

SM：保津町に住んでいて、趣味はいろいろな野菜をつくることで、食べきれないので親戚などに配っていま

す。片足を墓に突っ込んでいるような状態ですが、最近７６歳の後期高齢者の誕生日を迎え、家族からは口だ

け達者と言われています。（大石：この方は、高校の物理の教員だったのですよ） 

KA：小学校で ALT さんなどと英語を教えています。３日前にセブ島から帰国したばかりです。フィリピンも

スペインや米国の植民地の時代があり、ことばの変遷があったようで、Ashley さんのもうひとつの、家庭で

話すのではない言語の学習の歴史という今日のテーマに興味を持ちました。 

MS：先日、シンガポールから友人が来ました。彼女は、２５年前中国系シンガポール人と結婚し、子どもを

２人持ちましたが、以前会った時には、二人の子どもさんは 

 英語が公用語なので、学校では英語で学習し、家では日本語で話していたのですがことばに自信がないよう

に見えました。ところが、現在２１歳の男の子はシンガポール国立大学の学生になり、姉は中学校の先生にな

っていました。今は、それぞれがこととばに自信を持つようになったようです。このようなことがあり、今日

のテーマで是非参加したいと思いました。 

KH：ひまわり教室に行っていますが、GS は 2 月の濱田講座につづき、2 回目です。 

  （KK：看護師さんでした。） 

MF：NPO 京都映画クラブで仕事をしていて、ショービジネスの世界にいます。並河に住んでいます。（KK：

1999 年の GS の最初からのメンバーですよ。 GS は、今回で 273 回目） 

YT：GS は今回が初めてで、英語クラスのメンバーである四方さんから誘われて参加しました。夫はアメリカ

人で以前、園部で ALT をしていました。これから子どもが生まれたら子どもの言語環境をどうするのがいい

児嶋きよみさん寄稿 
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のかわからなくて、今回このテーマに興味を持って参加しました。二つの言語で育てるのがいいのか、あるい

は、英語だけがいいのかなど、同じようにアメリカ人の夫を持つ友人の子育てをみているとなかなか難しいも

のだと思っています。 

SF：このような英語環境に参加することで、ひとつでも単語を覚えたいと思っています。 

MO：ひまわり教室に時々参加しています。自分のデザインオフィスを持ち、デザインを仕事にしています。

（ひまわり教室の案内用のちらしも彼の作品です） 

 今日は、日本と外国の教育のちがいを知りたいと思い、参加しました。 

 （KK：アメリカの大学でデザインも学びましたね） 

 

セッションが大石さんのコーディネートで始まりました。大石さんは、いつもしっかり準備され、かなりの資

料を持って参加されています。 

 

大石（C）： まず、今回が３回目であり、１回目、２回目のセッションのポイントを紹介しました。１回目

は、「子ども達に別の語学を学ばせるには、困難さがある。特に移民社会のアメリカでは、父や母が別の国か

ら来たりして、家庭では英語以外の言語で話しているケースが多い。アメリカの総人口が 3 億 2 千万人くら

いとすると、6 千万にほどは英語以外のことばを話すと言われているが、それは、20%以下を意味する。世界

中に人々は移住したりして動きがあるとすると、どこにでもこのような割合の外国人がいるので、問題はアメ

リカだけにはとどまらない。」 

2 回目は、他の言語を学ぶということの長所は、言語と共に存在する文化について知りたいと思うようにな

る場合もある。また、短所は、語学学習というものは、限度がないので、常に「これができない。どうしたも

のか？」というフラストレーションが無くなることがない点がある。 

これらの話し合いの上で、今日の第 3 回があります。 

MF：この写真に注目しているのですが、これは何年生の時ですか？ 

Ashley：2 年生のころで、最上段の左から 3 人目です。この中には、ネイティブアメリカンの子どもや、ア

ラビア語を話す子どももいましたが、多くはスペイン語を話していました。 

C：日本とは学年の制度がちがいますね。州によってもちがいがあると思いますが、 

    Pre-school（幼稚園年少）→ Pre-K（幼稚園年中）→  Kindergarten（幼稚園年長）→ 

    Elementary school（小学校）→  Middle school（中学校）→  High school （高校） 

    《 1st grade－6 歳    2nd grade－7 歳    3rd grade－8 歳    4th grade－9 歳 

    5th grade－10 歳    6th grade－11 歳 》 elementary school 

 《 7th grade－12 歳    8th grade－13 歳 》  middle school 

 《9th grade (Freshman)－14 歳  10th grade (Sophomore)－15 歳   

  11th grade (Junior)－16 歳   12th grade (Senior)－17 歳 》high school 

Ashley：私は、4 歳から Pre-school に行きました。そこでは、ふたりの先生がいて、ひとりは英語を話す先

生で、もう一人は、英語とスペイン語を話すバイリンガルの先生でした。 

住んで居た地域には大きなラテン系のコミュニティがあり、多くは英語とスペイン語を話していましたが、ス

ペイン語だけの人もいました。ふたりの先生がいる長所は、英語を話さない保護者はバイリンガルの先生と話

せば、子どもの成長がわかることと、子どももふたりの先生が見ることで注意を向けてもらうことがひとりの

先生よりは多くなると言う点です。子ども達は両方の言語をおおっぴらに教室内で使っていたのですが、英語

が第 1 番として扱われていたと思います。私の場合を言えば、80%が英語で、20%はスペイン語だったでし

ょう。 

C: ニュージャージー州というのは、地理的に言うとどのあたりですか？ 

Ashley：ニューヨーク州の隣で大西洋に面していて、人口はそんなに多くはないです。 
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MS：ニューヨーク市のベッドタウンというようなものですか？ 

C：ニュージャーシー州の集計を見て見ると、人種構成は、白人 60%・ヒスパニック 20%・アフリカ系 15%

と出ています。また、言語は、英語話者が 70%・15%がスペイン語オンリーの人々とも出ています。 

SM（ｗ）：Ashley さんが受けたようなバイリンガルの Pre-school は、普通にあるのですか？ 

Ashley：その地域によるのですが、ここではラテン系が多かったのでバイリンガルの先生がいたのでしょう。 

MS：この Ashley さんの 2 年生の時の写真を見ると顔は多様性に富んでいますね。ほとんどが英語・スペイ

ン語のバイリンガルですか？ 

Ashley：生まれは米国でもアラビア系やラテン系で、ほとんどが家庭の言語と英語のバイリンガルだったと思

います。Pre-school が終わるとキンダーガーデンに行くのですが、その時も、私は、普通のクラスよりバイ

リンガルクラスを選びました。英語が苦手な子どもにはガイダンスがあり、もし、保護者がスペイン語しか話

せなければバイリンガルの先生と相談ができました。キンダーガーデンが終わると小学校は、英語での授業ば

かりになるのですが、World Language という教科があり、その中ではスペイン語だけで教えられたり、あ

るいは、75%がスペイン語で、25%を英語でというのもありました。 

MS：Ashley さんは自分を表現するときにはどの言語を使ったのですか？ 

Ashley：いろいろです。子どもの性格にもよりますが、シャイか自信があるかなどのちがいなどの。 

C：アメリカだからといって英語だけを強制するのは良くないという結果が出て来ていますね。 

YT：Ashley さんは、家ではスペイン語で話し、学校では子ども達とは英語で話していたのですか？ 

Ashley：小学校からはそうですね。 

SM（ｗ）：バンクーバーに居たときにカナダも移民国ですが、外国人のお母さん（オランダ人）が学校に来

られ、英語が話せない場合は、サポートクラスもあったようです。 

C:カナダも移民国として進んでいますが、オーストラリアも今は移民国として先端を端っていますね。これは

日本とちがいますね。児嶋さんは今亀岡でこのような子どもさんの支援教室をされていると思いますがどうで

すか？ 

KK：小さい学年の時から 1 対 1 などのていねいな指導をすると外国につながる母親の子どもさんでも遅れは

ないし、遅れても取り戻せるでしょうね。 

KA：子どもさんが先に親よりその国の言語を話せるようになり、通訳するということも聞いたことがありま

すが。 

KK：それはありますが、話しことばと学習言語は、ちがうようです。授業で聞かれる問題の内容が、話せる

からといってどの子もわかるわけではなく、成績に結びつかないケースが多いというデータがあります。 

C:日本語の場合でも学習言語と話し言葉の大きなちがいがありますね。字も漢字・ひらがな・カタカナもあり

ますしね。日本語は語彙数も多く文章の行動も他の言葉と根本的に異なりますので、第二外国語として学習す

ることが大変難しい言葉です。親の再婚や出稼ぎで来日する子供たちは、来日前に日本語を学習する機会は、

まずないと言われています。 

 各自治体ではこのような子供たちに初期指導を行っていますが、指導時間が少ない上、指導者が専門家では

なく一般の教員が対応して、その質、量とも十分でないと聞きます。日常会話は、1～2 年で身につくと言わ

れています。一方、アカデミックな言語は、5～7 年かかると言われていますが、初期教育指導は、短すぎる

と言われています。 

Ashley さんはどれが一番難しいですか？ 

Ashley：漢字です。 

MF：日本語で考える力も必要ですね。このあいだ見たのですが、神戸大学の学生がテーブルを囲み、ビジネ

スに使おうと英語で外国人と話す会をしていました。でも内容から見ると日本語力を伸ばす必要を感じました。 

KK：ある程度の英語力がついても、日本語で抽象的に思考する力がないとそれ以上には伸びないと言い、子

ども達の日本語でのセッションに力を入れている人もいますよ。 
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第 2 弾を読む 

C: Ashley さんは、大学を卒業しているのですが、いっしょに学校へ行っていた子ども達はどうでしたか？ 

Ashley：大学を卒業したのは、私ひとりだったと思います。 

C: ところで、Ashley さんの場合、お母さんの支援がすごいですね。自分の子供の教育にささげる熱心さに

感心しました。先日会ったベトナム系アメリカ人の両親も同じでした。彼の両親はベトナム戦争の時アメリカ

に渡って、自分が生まれたと言っていました。自分の子供におなじ苦労体験をさせたくない、大学教育を受け

なければ良い仕事に就けないという信念から、子供に対して非常に教育熱心で大学を卒業させてくれました。

彼は、ミレニアム世代でしたが、母国のベトナム語は話せず英語のみでしたが。 

とにかく Ashley が今日あるのは、お母さんの支援が大きいですね。 

Ashley：母は、仕事に行かなくて専業主婦でしたが、それは、米国社会では古いのですが私はとても助けても

らいました。宿題をするときには母がいつも横にいて算数に手こずっているとふたりで解いていました。大き

な声で教科書を読むこともありました。それを母は理解できなくても聞いて居てくれました。 

C: アメリカでは貧富の差が大きいですね。貧しい家庭の子どもはまた貧しくなるように、繰り返されていま

すね。 

KK：日本でもその問題はもう出ていますね。外国につながる子どもの、教育につまずいた例があり、その子

達が行き場がなくて犯罪に走るというような。 

KA：私ももっと働きたい気持ちはあるのですが、子どものことを考えるとパートタイムでもう少しいようか

などと考えてしまいます。 

Ashley：キンダーガーデンを終え、小学校に行くと、ひとつのビルに 8 学年の子ども達がいて、どの学年で

も私は成績は良かったです。ほとんどの教科で 1 番を取りました。4 年生と 5 年生、8 年生では成績優秀学生

プログラムに参加し、小学校の卒業式では卒業生総代に選ばれました。成績優秀学生が入れる大学と同じカリ

キュラムの職業専門高校に行き、その後は全額支給奨学金を得て大学に進学し、首席を取り、学長のリストに

掲載されました。大学の最終学年に先輩（同じ大学で ALT に合格した）から日本での JET プログラムを紹介

され、この仕事を得て日本に来ました。 

MF：ご両親は喜ばれたでしょう。総代になったとき。 

C: 大学は奨学金を得て行っているしね。 

KK：アメリカの公立の大学は授業料は安いのですが、外国人も州外の学生も一律に、州内学生の 3 倍です。

私立大学の有名校は、1 年間に 300 万円も必要なところもあります。 

奨学金もありますが、返済義務のある奨学金が多く、仕事もフルタイムで取れないのに、奨学金の返済に追わ

れる若者がたくさん出ているようです。 

C: Ashley さんのこれからの夢は何ですか？ 

Ashley：漫画家になることです。 

C: 日本の学生達にいいたいことは何ですか？ 

Ashley：アメリカの大学では、学生はとても勉強します。しなければ卒業ができません。 

国際関係の仕事につくにはやはりもっと勉強する必要があります。 

SM（ｗ）:父は今、大学で非常勤教員として教えているのですが、教室の机の最前列に座るのは外国人学生ば

かりだと聞いています。 

 

第 3 段を読む 

C：言語でも多様性が生まれると、視野が広がりますね。 

Ashley：アメリカに移民してきた子ども達はいろいろな理由で奮闘しています。差別や、言語のバリアや学習

意欲が削がれたり。困難時には、乗り越えるまで辛抱強くあらねばならないと思います。ですが、私の見たと



5 月号 

ころでは、外国生まれの学生の方がよく勉強していると思います。あきらめるのは時間の無駄のような状況だ

からでしょう。 

大学を出ても、みんなが同じように仕事につけるわけでもありません。 

MS：もっと勉強しなければなりませんね。これからコリアン・ポルトガル語・イタリア語もやりたいです。 

Ashley：漢検なども受けてみようと思っています。日本語検定は 3 級を取りました。 

KK：マーガレットさんは、そのテストで 1 級を取りましたね。 

YT：私の夫も日本に来る前に 1 級に合格しましたが、それでも難しいと言っています。 

 

Ashley さんは、3 度も続けて GS に参加していただき、ありがとうございました。また、少し間をおいて、

Ashley さんの日本に住んで思うことなどを聞いてみたいと思っています。5 月はこんどは 

母語が英語の Jake Biros さんにどのようにして日本語を身に着けたのかその歴史を聞いてみたいと思いま

す。 

 

今後の予定： 

ひまわり教室：5 月 12 日・19 日・26 日（火） 午後６：００～７：３０ 馬路文化センターで 

 参観はいつでもどうぞ。 子どもたちが、一時間半もしっかりひとりひとりが学習している様子を見てく

ださい。塾ではありませんので自主的です。外国生まれのお母さん達も、それぞれが、今必要な日本語学習を

選んでしています。 

 

Global Session in May 

期日：5 月 23 日（土）１０：３０～１２：００ 

場所：ガレリア 3 階 会議室 資料代等参加費：６00 円 

ゲストスピーカー：Jacobs Biros さん（精華町 CIR：国際交流員） 

Coordinator：佃れい子さん(向日市在住） 
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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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京都向日市激辛商店街とコラボ 

 京都向日市激辛商店街が立ち上がり、今年で 5

年目になります。 

従来ですと、農産物を栽培してどのようにして

商品化して販路開拓ということですが、ここは販

路優先ので口戦略からスタートしたこともあり、

これからは激辛商店街にふさわしい激辛唐辛子の

生産を向日市内の精鋭生産者と一緒に組ませて頂

けることになりました。 

 

現在弊社では 39 種類の唐辛子を栽培しており

ますが、向日市にふさわしい唐辛子を選定して栽

培していくことになり、楽しみにしております。 

 

     鳥取県の生産者とコラボ 

このたび、ご縁があり鳥取県の中山間地域の生産者の方々と弊社からいろいろと提案させていただき取組

んで頂けることになりました。 

 今年は 20a の圃場を試験的に栽培して、今後の展開に活かす方向で進めていくことになります。 
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              日本農業のスタイル提案 

地域農業の現状は疲弊の一途をたどっていますが、高齢化や後継者問題、耕作放棄地などを受けて、圃場の

集約化や機械化などを導入されておりますが、人的を除いた合理化が進めば進むほど、本来の長年に亘って築

き上げられた地域農業が崩壊して、より以上に農業者人口が減少する傾向にある本質を理解されている方は意

外と少ないと感じております。 

また、農家の平均年収が 200 万円と言われておりますが、生産するだけでなく、収穫後、厳しい基準の選

別や手間暇かかる小分け計量、ひとつづつ手作業の袋詰めなど時間をかけて、やっと販売できる商品が出来て

も、出荷した市場では需給のバランスや、運賃、手数料、梱包資材費などを加えると、逆ザヤになることしき

りで、収支が伴わず年金がもらえる高齢者でないと最低限の生活が出来ない状況にあります。 

また、TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）についても、日本の国土で農業生産する以上、コストパフォー

マンスに限界があり、アメリカなどの大規模農業と到底太刀打ちできるものではない（1/100）ことは周知の

事実であり、本質的に農業が疲弊している根底の原因を抽出して、農業者が安心して生活出来る環境を整える

ことが急務であると考えております。 

国内農業の一戸当たりの耕地面積は平均 1.5ha と言われていますが、うち大規模農家は従来の集約化にお

けるローコスト生産が主流となるが、殆どは小規模農家（50a 未満）であることの優位性を見出し、個性化出

来るオンリーワンの品目を栽培し、付加価値を高めたマーチャンダイジング戦術で、最終的にはブランディン

グに繋がる活動で、安定供給出来る体制づくりが必要である。 

 

弊社は長年、生産現場に近いところの農業関連で活動していることと、自らが農業生産に従事する立場で考

えた条件を設定して、それを履行していくことが、農業者にとって一番の選択肢であると確信を持っておりま

す。 

生産者に対する取引の前提として契約栽培により、獲れた農産物の「全量買い上げ」と反当り手取りベース

で 60 万円以上獲得出来る「事前買上げ価格の設定」が条件で買取り、仕入れた業者はそれに付加価値を付け

て、販売できるかがポイントになるが、現状では、業者はいかに安く仕入れて、いかに高く売るかの単純な機

能としての取組みが多いため、なかなか当該者は見つけにくい。 

例えで言うと、憧れのカーネギーホールでコンサートを開くために、舞台にふさわしい奏者を選び出し、全

体を同調させる指揮で素晴らしいコンサートにするため、コンダクターの力量が問われる。 

農業にはコンダクターのような、一流ですべてを熟知したプロデューサー的な人材が少なく、出口を考えな

いで生産する現場をよく目にする。 

 

先日も、関東のある市で特産化サポートの依頼があり、そこの首長からは、毎年のように新しい農産物を導

入して生産するが、殆どものにできず終わってしまっていると話をいただきましたが、よく聞くと同様に出口

がなく、ただ、新しい農産物を導入して生産するだけのケースに終始しているため、特産化どころか、時間と

資金の無駄になっているケースがある。 

 

その中で企画、生産、販売、販促、ご縁の人脈、一流のキーワードでマーチャンダイジングを組み立てた企

画書を提案させて頂いたところ、今までは生産機能だけで企画や販売、販促、ご縁の人脈、一流が完全に対応

されていなかったことが分かり、プロデュースさせて頂くことになりました。 

                                  農業プロデューサー 高田 成 

篠ファームの報告 Part 3 
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■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。 

 

 

 

最後までお読み頂きありがとうございます。 

次号もハバネロや農業関連で興味のある内容を充実させてお送りさせていただきます。 

        


