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                       第一果がつき始めたハラペーニョ 京丹波町にて 2015.6.9 撮影 

今のところ大きな気象変化もなく、一時的な渇水はあったものの、梅雨入りの影響もあり、降水があるた

め、農作物は日一日と生育してきております。 

これからの天候次第ということもありますが、今年こそはと空を見上げる今日この頃です。 

唐辛子類は早いもので、ほんのわずかですが、収穫出来るものも出始めてきております。 

                                                               事務局 

 

 

 

京都・京丹波町・和知産ハラペーニョの特産化に向け、13 名の生産者により、日本唯一のハラペーニョに

よる地域おこしを実現いたします。 

当初は、和知・長瀬地域の 5 名の生産者に生産して頂いておりましたが、需要が大幅に伸びたことで、和

知地域に拡大して、生産者有志の方のご協力で今年はハラペーニョ生産協議会を立ち上げて 13 名の生産者

で 3,000 株の生産を行って頂くことになりました。 

 予定通り進めば 15～20 トンの収量となり、地域興しのペースが出来ますので、何としてでも予定以上の

収量が実現するよう願っております。 

 

特にフレッシュ（青果）は品質がよく安定していると

いうことで、東京方面からの需要が急増しておりますの

で、大田市場や築地市場からの要望も増えてきておりま

す。 

 

更に、9 月からになりますが、加工して食感が良く美

味しいピクルスも同時に販売開始いたしますので、相当

の広がりが期待できるものと思っております。 
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わが家のちょい辛メニュー 

～カツオのピリ辛レモンサラダ～ 

 

 

 

 

 

 

旬のカツオをが美味しいですね！ 

カツオはタタキも美味しいですが、タタキでしか食べないという方に特にお勧めしたいのが、わが家のとって

おきのレシピです！ 

簡単、美味しい、栄養満点、そしてビールのお供にも最高ですのでぜひお試し下さい！ 

 

（カツオのピリ辛レモンサラダ） 

 材料 

 カツオ ひと柵、大根 １/3～１/２本程度、レモン 1 個、大葉 ２～3 枚、塩、コショウ、醤油、篠ソ

ース 

  

 作り方 

 ① カツオはさっと水洗いするか、、熱湯で表面を霜降りにするかして、臭みをとります 

 ② ①のカツオを一口大に切り、軽く塩コショウして、たっぷりのレモン汁をしぼりかけておきます  

 ③ 大根は千切りにして軽く塩をしてしんなりするまでおき、水けを絞って②に加えて混ぜま                                             

す。  

 ④ 器に盛り、最後に千切りの大葉をのせ、醤油少々と篠ソースを回しかけて出来上がりです 

 

☆ポイント 

浸るくらいのたっぷりのレモン汁を使うこと 

 

カツオは美味しいだけでなく、血液サラサラ効果や脳の働きを活性化する EPA や DHA が豊富なうえ、コ

レステロールを下げる働きもあったり、ビタミン・ミネラルもバランスよく含まれる、素晴らしい食材です！ 

レモンと一緒に頂くことで、鉄分の吸収もよくなるそうですから、ぜひぜひこの季節、カツオをたくさん食

べましょう(^^)/ 

 

 

ｂｙ Mariko Nakamura  

 

 

中村まりこさん寄稿 



6 月号 

 

 

 

こんにちは～梅雨になりましたがお元

気ですか？メキシコは梅雨はないのです

が雨季と乾季にわかれていて雨季の時期

になると毎日のように夕方雨が降ります。 

 

激しく降るので街中が洪水になること

もしばしば。 

そんな梅雨の時期にファイナル戦を迎え

るのがメキシコサッカーのナショナルリ

ーグメキシコはサッカー大国。 

 

 

 

まちがいなく国民の中で一番人気のスポーツはフットボールです。 

リーグ戦開催期間は 1 月～5 月の春季と 8 月～12 月の秋期。ほとんど休みなく 1 年中！ 

1 部リーグは 18 チーム中でも４大チームが人気を集め、一番人気は“アメリカ”シティに拠点を置くクラ

ブチーム スポンサーが大手で日本野球界で言う巨人的なチームです。 

 

2 番手は“チーバス”グアダラハラのチーム、純血主義を通し外国人選手はいません、そこが人気の秘密の

ようです。 

3 番目は“クルスアズール”青い十字と言う意味のチームこちらもメキシコシティ、若者に人気のイメージ

です。 

そして 4 番目は“プーマス UNAM”このチームは大学が所有するクラブチームです。学生を中心に人気、

私も大学に通ったことがありひいきにしていました。弱いけど憎めない・・・阪神タイガース的なチームでし

ょうか。 

 

個性の強いチームの試合を見るのはとても興味深いです！ 

そして何と言っても広いサッカー場での臨場感！晴れた休日の午後のサッカー観戦はとても気持ちよいので、

メキシコ旅行の際にはスタジアムに足を運ぶのもよいかと思います。 

 

そうそうメキシコの男性の話題のトップは間違いなくサッカーの話。知らない間もサッカーの話で盛り上が

ります。 

大きな試合の次の日は新聞がよく売れるそうです。 

世代を問わず熱狂できるスポーツがあるのはとても楽しいことですね 

 

 

 

 

 

 

 

LAS SEIS  

奈佐有子さんのメキシコのお話 
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  おかえりなさい!!  竹内 僚さん 

 

 

2015 年のジョロキア加工を終え日本に帰国しました。 

 

今年は、前半は 35 度前後の涼しい？日が多かったのですが、後半から 40 度越えの猛暑となり

ました。 

粉砕時には、上下カッパを着て作業するため、3 日で 50 リットルの大量の汗をかきました。 

飲んでも飲んでも汗で排出されキリがありません。 

しかし、飲まなければ眩暈がするので仕方なく飲み続けます。 

  

今年でジョロキア加工 7 年目。 

事業を始めた当時は 20 代後半、今では 30 代半ば。 

今年は最も体力の衰えを感じ、そろそろ加工方法を変える時期に来たかと感じました。 

 

日本の自宅に戻り、体重計に乗ってみると 3kg 減でした（昨年は 5kg 減でした）。 

 

 RYO TAKEUCHI 

 

バングラディッシュからの便り 
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今月は、ぼやき節を読んでください。 

【ぼやき１】 

  繁華街の通り、地下街の真ん中や改札口出たあたりで数人集まって話し込むのは、止めてくれ！ 

通行の妨げになっとるで！壁際に寄るとか、柱の近くに行くとかしてください。 

 

【ぼやき２】 

  傘を持ってる手を振らないで！折りたたんでても、バトン持ちして振ったらあかん！ 

後ろの人に刺さるがな！階段は特に危ないで！私も数回当たったことあります。 

 

【ぼやき３】 

  歩きタバコを止めて！とは言いませんが、ポイ捨ては未だに減っていないように思います。 

 朝の通勤時でも、かなりの人が、側溝に捨ててます。また、大体同じ所に、同じ銘柄の 

 フィルターの吸い殻があります。大体同じ所で吸い終わるのでしょう。 

 携帯用吸い殻入れを持ってください。せめてものマナーですよ。 

 

【ぼやき４】 

  電車の扉付近で動かない人が増えてるような気がします。 

 当然、出入り口なので、乗り降りに邪魔なだけです。 

 停車した時チョット、外へ出ればスムーズに乗り降りできるようになるのに。 

 譲り合う気持ちが大切でしょ！ 

 

【ぼやき５】 

  通勤・帰宅時間の電車の入り口付近に、人がギッシリ居るので乗れない感じになっている。 

自分の降りたい駅で降りれなくなる心配か？出口付近に居座ろうとしている。 

吊革もってスマホ見たまま、周りが見えてないので、詰めようとしない。 

だから特に反対側の扉付近は隙すきです。 

 だって、私はいつもその壁を割って、奥に入っていけるし、そこは居心地が良いくらいの 

 スペースが確保できますから。 

押されていやな顔するなら、押される前に詰めなはれ！ 

 

【ぼやき６】 

  最近はやりのリュック型ビジネスバッグ。及び学生さんのリュックサック。 

 電車の中では、背中に当たってきたり、移動する空間を塞いでいたり。椅子の端に座ってたら 

 頭をコツコツされたり。見えていないので、結構邪魔になっているのですよ。 

実は、リュック背負った状態は、人ふたり分のスペース取っているんですよ。 

 電車に乗ったら、降ろして足の間に置くか、抱っこ風に担ぎ直すかしてくんなまし！ 

 

 いろいろぼやきました。 

  おっさんのストレス解消と思って、温かい目で読んでいただきありがとうございました。  

 

篠らー1 号 武村さんのお便り 
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ハバネロ通信６月号(Office Com Junto：児嶋きよみ) 

201年5月Global Session Report   

                  

期日： 5月23日(土） 10:30~12:00 

場所：ガレリア3階 会議室 

タイトル：Learning a Foreign Language(外国語の学習について) 

ゲストスピーカー：Jacobs Birosさん(精華町国際交流員） 

Coordinator：佃 れい子さん(向日市在住） 

参加者：15名  

自己紹介 

佃さん：子どもが英語を学ぶための指導をしていました。ウオーミングアップとして、英語で自分を紹介して

ください。 

TTさん：レディファーストで女性の方からどうぞ。 

YKさん：今朝、下で児嶋さんに会って参加しています。Stillwaterには10年前に行ってOSU のELIに留学

していました。その前に父がOSU-Kで仕事をしていて、英語をもっと勉強したいと思ったのです。今は歯に

関する会社で仕事をしていて、取引先としては、ドイツ、韓国、英国などがあります。けれども、英語はあま

りひんぱんには使わないので、忘れないようにしたいと思います。今日はその良い機会と思って参加しました

。 

kk： 夕可里さんは、Stillwaterに行く前に、高校生のころからGlobal Sessionに参加していましたね。 

SKさん：京田辺市在住で、一休寺も近くにあり、日本庭園が美しいので、外国の方も来てほしいと思ってい

ます。 

KK：Jakeさんは、精華町なので近くですね。一休寺を知っていますか？ 

Jake：知らなかったです。 

SFさん：今日の自己紹介で英語で話すことを調べて書いてきました。I can not speak   English.(英語で

話していますよ：皆から）Jakeさんは、よくゲストハウス藤原邸に来て泊まったりするので、話を聞きたいと

思って来ました。 

TKさん：亀岡の日コンの前に住んでいます。水彩画が趣味で、スケッチ旅行や展覧会などで最近はとても忙

しいです。 

SMさん：保津町の猿語（エンゴ）を話す、チンパンジーやオランウータンなどの猿族のボス猿です。セカン

ドライフを楽しんでいて、猿語を話しながら枝から枝へ飛び交う猿です。一年に2.3回外国人が我が家に来ら

れるので、猿語で話しています。 

Jake：村上さんの家を訪問したことがありますが、私は猿語を話しません。田島さんは、 

英語を話しますか？ 

TT さん：37 年前アメリカに仕事で赴任し、1 年間いました。エンジニアでしたが、当時 

アメリカ人の方々には、とても親切にしてもらいました。これからは、お返しをしなければならないと思って

います。私はビジネスでは英語を使っていましたが、その他ではランチタイムに話していたくらいです。その

児嶋きよみさん寄稿 
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後、帰国してからもあまり、機会がなく、GS を何年か前に紹介してもらってのですが、あまり話せないと思

っていました。今回は Jake さんのテキストを見て、この外国語学習のための３つのポイントを見て、とても

良いと思い、参加しました。日本の学校の先生も外国語教育をする人はこれを学んだ方がいいと思います。最

近どのように英語教育がされているかを詳しくは知らないのですが。 

 ビジネス界や政治の世界でもそれぞれがちがう英語を使っていて、この Jake の考えは基礎になると思いま

す。現在のグローバル社会ではなおいっそう、いろいろな英語が使われていくと思います。Jake さんとこの

テキストで話し合いができてうれしいです。 

KI さん：京都で銀行に勤めていました。リタイア後、ここに来ています。Native Kameokan です。旅行用

の英語を少し話します。 

MO さん：湯ノ花温泉の近くに住んでいます。8 年前に郵便局の仕事をリタイアしてから、 

自治会の役などもしていましたが、昨年終わり、ここのまた来れるようになりました。退職後、英語の学習を

始めましたが、今日のテキストに書いてある、「流暢な英語」をねらわなくてもいいという考え方はとても重

要だと思います。京都へ行くと最近は、円安もあり、たくさんの外国人に会うので、スターバックスなどに行

った時には英語で話しかけています。 

KA さん：学校で英語の指導をしています。 

サニアさん：南丹市の ALT（英語指導助手）をしています。昨年 7 月にジャマイカから来て、10 ヶ月が過ぎ

ました。ここに来るまでは、高校の英語教師をしていました。 

 ジャマイカでは、公用語は英語ですが、方言はたくさんあります。レゲエ Music などが有名です・ 

TK さん：園部町在住で南丹市の国際交流協会に所属し、園部で日本語教育をしています。 

今日は、サニアさんもジャマイカ出身なので、英語の学び方などもセッションに出るかと思い、多分サニアさ

んも興味があるろだろうと思って誘ってお連れしました。 

Jake：友達という紹介もいいですよね。 

 

ここからセッションが始まりました。 

Jake：私は、とても有名というわけではないので、自己紹介します。オクラホマ州出身で 

亀岡市と姉妹都市である Stillwater 出身です。精華町で国際交流員をしています。精華町は、同じオクラホマ

州の Norman 市と姉妹都市です。人口は 9 万人くらいで、Stillwater の 2 倍くらいの街です。亀岡は留学生

であった頃から来ていて、第 2 のふるさとです。 

佃（C）：わたしよりゴマすりが上手ですね。ところで、"A well -rounded person"の意味を説明してくだ

さい。 

Jake：博識とか物知りとか 

MO：グーグルで「ロシア語を見ると」と書いてありますが、その意味は？ 

Jake：「ロシア語」という項目を見ると、いろいろありすぎて何もこれだという方法が決められないというよ

うな意味です。 

 

第 2 章を読む(Jake） 

C：外国語を学ぶ時の３つの方法を示していますね。最初に「流暢に」という語を忘れよと 書いていますね。 

Jake：何か質問はありませんか？ 

KA：私は、この方法に賛成です。 

C：外国語学習では、思い切って率直に話すことが大切ですね。 

Jake：完全性を望まない方がいいと思います。今、私も日本語で「ジョーセイ」と言ったら、児嶋さんが、「ジ

ョセイ：女性」と直してくれたでしょう？ 

S：多くの日本人は、完璧を目指そうとするから、あまり話さないようですね。私は、ミスしてもいいと思っ
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ていて、笑われることもよくあります。 

T：”Their”と”There"を英語ネイティブでもまちがえるというのは本当ですか？ 

Jake-：・そうです。 

S：高校の教師でもまちがいますよ。 

Jake：発音は同じですから。 

KK：ポルトガル語などは、日本語と発音が似ていて、母音がくっきりしているので、発音とスペルがそんな

にちがわないです。英語はいろいろな古い言語がミックスしてできているので、発音とスペルがちがうことも

多くあるのだと思いますよ。 

TT：第 2 のポイントで、Make Mistakes と言っていますね。「まちがいをしなさいよ」と言っているので

すね。言い方がやさしいねえ。 

Jake：子どもがことばを学習する過程を考えてみてください。まねをして話し出し、だんだん理解してくるで

しょう？はじめから正しくはなくても。私は、関西弁も真似をして覚えました。 

SK：どうして Make Mistakes というのかなと思っていますが。まちがうことを気にするなだったらわかる

のですが。 

Jake：これはまちがいをしてくださいという意味で、まちがいを気にしないでというのは、Don't worry 

about to make mistakes です。 

S：外国語を話すことは完全でなくともいいのです。最初に話す時には、まちがいをしていいという方が、fair

だと思います。 

Jake：日本人には、「まちがいをした方がいい」というよりは、「まちがいをしなさい」と強くはっきりと言

った方がいいと思います。 

KK：この 3 つのポイントは、日本人だから必要という意味ですか？それともアメリカでも 

外国語を学んでいる人達にも言うのですか？ 

Jake：言います。 

 

3 つめのポイント：Don’t skip the Culture part について 

C：文化の知識も無しに、外国語を話せるようにはなりませんね。 

Jake：その国の文化を知ることは大切です。テレビや本でも。 

KK：四月にイタリアに旅行に行った時に、テレビを見ているとはっきりとはイタリア語を 

理解できなくても、ポルトガル語で類推しながらでも何が起こったかわかりましたね。それと、テレビの番組

をいろいろ見ていると、今、どのようなものが受けているかなどいろいろ見えて来ますね。 

Jake：自分の好きなアメリカの MUSIC のバンドなどについて、それが好きな人と話せばつながりができます

ね。歴史についても言えますね。そのためにも文化の学習は必要と思います。 

C：シンガポールからお客さんが我が家に来た時、英語と中国語ができる人で、中国語を勉強している夫には

中国語で、英語を話す私には英語でと使い分けしていらっしゃいました。よく頭が混乱しないなと思っていま

した。 

KA：いつ頃からこの 3 個のポイントを勧めたらいいと思いますか？ 

Jake：ごく最初の初級の時は難しいかもしれませんね。それより少し上に行くとビデオなどでもできますね。 

C：“False immersion”（ｐ２）とは、どのようなことを言うのか説明してください。False とはニセモノ

という意味ですよね。 

Jake：現在の私のように日本にいて、日本語に浸っているのは、”Real immersion”ですね。 

KK：この Global Session のように日本にいながら、英語でセッションをしているような状況が”False 

immersion”ですね。 

C：友人で日本語を学ぶアメリカ人がいますが、カリフォルニアにいて、周りに日本語を話す相手があまりい
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なかったので、飼い猫に日本語で話しかけていたそうです。でも、日本人の女性に習っていたので、「これを

飲んでね」とか、「いいわね」とか、女性のことばか、男性のことばか区別がつかなかったと振り返って言っ

ていました。 

TT：英語では、男女の区別があまり無いからね。 

SK：False とは、「タテマエ」という意味もありますが、それに対して“Real”とは？ 

Jake：日本にいて日本語を学び、その中に浸ることが Real だと思いますが、アメリカにいて日本語を学ぶ時

には、Real のような雰囲気を作ることが必要と思います。 

KK：昔、ブラジルに 3 年間住んでいたころ、ポルトガル語も先生について学んでいたのですが、実際にその

国にいるのに、「あなたは、Real ではなく、Half のポルトガル語環境にいるといえますね。」と言われたこ

とを思い出しました。Half とは、半分という意味ですが、それは、家に帰れば家族と日本語でばんばん話す環

境があるので、全部ポルトガル語で考えなくてもいいから半分の環境だという意味です。 

Jake：私も日本にいても英語で話ができますね。テレビでも英語でニュースも見られるし。 

KK：YK さんは、Stillwater にひとりで行っていましたが、その時は、Real の英語環境でしたか？ 

YK：ELI(英語集中課程)に居たときは、日本人の友人も多くいて、アメリカ人と話さなければならない環境は

あまりなかったです。 

Jake：ぼくも関西外大に留学していましたが、皆英語で話していました。 

TT：その時に話していた英語ってどんな英語でしたか？昔、学校で英語を習い始めた時は、英国の英語が一番

とか言われていたと思いますが、その後、アメリカ英語に変化してきたと思いますが。 

Jake：今は Mixture ですね。 

KA：英語も地域によって話すことばがちがうようですね。ヨーロッパなどでも母語ではないのに英語を皆、

それぞれの英語で話していますね。 

MO：オーストラリアでもそれぞれの方言があるはずですが、最近はみんなにわかる英語を話すようですね。 

Jake：国際交流員にもスコットランド出身者やオーストラリア出身者などさまざまです。英語はそれぞれが多

少のちがいはあるはずですが、みんながわかる英語を使い、使い分けていると思います。 

TT：“国際英語”（Global English）というのは存在していると思いますか？昔作られたエスペラント語の

ような。 

Jake：自分でそれを話してみようとはしていません。 

KK：Globish という英語を提唱するグループもあります。英語が母語の人の数は、非英語ネイティブとして

英語を話す人の割合からみるととても少ないのです。ですから、英語ネイティブは「もし、自分の話す英語が

理解できなければ、あなたの責任」という考え方は通用しなくなったと気がついた方がいいでしょうと言って

います。ネイティブもわかりやすくするために難解な単語などを使わずによく知られている単語や言い方に直

してコミュニケーションをする必要があるという考え方です。 

KA：英語も変化しているなと思います。インターネット上の Face Book などの英語を見ても。 

MO：BBC 放送では、King’s English でもなく、スタンダードな英語を使っていると思います。 

Jake：かなりミックスされてきていますね。 

S：Globalization が進んでくると、より、お互いに影響を与える相互作用（Interaction）が起こります。私

の場合、英国(ウエールズ)から来た高校教師は、Tea にこだわりがとてもあったのですが、ジャマイカでは、

お茶もコーヒーも全部ひっくるめて、コーヒー飲もうと言うジャマイカの英語の使い方に驚いていました。 

 

まだまだ続けたい雰囲気でしたが、時間がすでに過ぎてしまいました。 

どうしましょう。 

一度切って、ランチをいっしょに取る人達はごいっしょにどうぞ 

というわけで終了しました。再度 Jake さんに 7 月にお願いしました。 
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今後の予定 

6 月の Global セッション： 

6 月 13 日（土) 濱田雅子の服飾講座 
「服飾から見た生活文化」シリーズ６ 

 「小説『ルーツ』のなかのクンタ・キンテの服装をめぐって」 

  場所：京都府国際センター会議室(京都伊勢丹 9 階) 

  時間：1:30~3:00 

  ゲストスピーカー：濱田雅子さん 

（元武庫川女子大学教授・アメリカ服飾社会史研究会会長） 

  コーディネーター：児嶋きよみ（Office Com Junto 主宰) 

 

アメリカの独立革命期の服飾文化を日本人研究者が解明する 

 5 月の GS で話題になっていた「文化をスキップしないで」という外国語学習方法を思い出してください。

このような研究者のいらっしゃいます。濱田さんの服飾講座は、GS で 6 回目 

です。今度は、是非、京都駅ビル 9 階の会議室でお目にかかりましょう！！ 

 

「アメリカ黒人作家アレックス・ヘイリー作、安岡章太郎、松田銑共訳の『ルーツ』 

（社会思想社、1977 年）にある。ヘイリー氏がアフリカのジュフレの村をたずね、 

みずからの先祖を探しあて、7 代 200 年を描いた小説『ルーツ』は、世界的なベス 

トセラーとなり、ピューリッツァー賞を受賞した。この作品はテレビドラマ化され、 

話題作として脚光を浴びた。」 

 

7 月の Global Session 

7 月 18 日(土)Guest Speaker：Jacobs Biros さん（5 月にひきつづき） 

         Coordinator:募集中 
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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/ 

 

五月、ゴールデンウイーク、お稲荷さんフィーバーか、史上最も、お客さんが、来はったかも、でも、終了後

は、その分を調整するような感じでした。梅雨入り、ちょっと気が重いです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

トリムネ肉でザージ

ャーメン風ソバです。

中華の甘味噌、甜麺醤

でトリムネ肉とタマ

ネギ、ピーマンを炒め

たあんが、冷たい麺に

かかってます。これに

も、ごはんと篠ソース

があってしまいます。 
新玉ねぎで中華風親子

丼です。シンプルな味

付けですが、新玉ねぎ

の甘みが深みを増しま

す、もちろん、篠ソー

ス、かけないはずがな

いですよね〜(*^^*) 

薄切り豚ロースとザー

サイ炒めです、オイス

ターソースを基本で、

途中から、篠ソースで

アクセントを、ごはん

が止まりません。 

 

冷やし担々麺です、思

ったよりは、サッパリ

しています。辛さの調

節は、ラー油、篠ソー

ス、それは、あなた次

第です。 

 

カレー風味の皿うどんです、言わずと知れた

カレー味には、篠ソース。 

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。 
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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。   

※インターネットで「全肥商連」を検索して頂けますと、ホームページの一面に申込み用紙つきチラシを

見ることができます。            http://www.zenpi.jp/ 

 

■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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人全国肥料商協会より 



6 月号 

 

 

 

篠ファームは地域創生に繋がる活動をしております。 

 ■ふるさと野菜のおすそわけ 

  限界集落の高齢者を中心に自家用野菜を定期的に都会の参加者にお手紙付きでお送りし、心と心を通わ

せる交流の場を提供 

 

 

 

 

 

 

■農産物の契約栽培 

 限界集落や中山間地域で、国内にない品種の契約栽培で「全量買い取り」「事前価格設定」で生産者の収

益向上と安心して取り組める活動 

   

 

 

 

 

 

■特産化に向けたマーチャンダイジングサポート 

 限界集落などの疲弊している地域と一緒にコラボして特産化の実現を目指す。 

   

 

 

 

 

 

■農業高校のブランディング 

 農業は将来は明るいと言われている反面、就農しても食べていけない状況をマーチャンダイジング手法を

身につけることで、自信を持って農業活動が出来る知恵を持たせる 

 

 

    

 

 

 

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。 

篠ファームからの報告 Part 2 


