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トピックス 

 

☆ 新情報や季節

の話題イロイロ。 

☆ 海外の話題も掲

載中。 

☆ メール会員募集

中。 

ハバネロ友の会会員様 

ハバネロ友の会会員様 

 いつもハバネロ友の会会報誌を購読して頂きありがとうございま

す。 

今月もハバネロ有志のご協力により、無事会報誌を配信させていた

だくことが出来ました。 

 

 ここのところの急な冷え

込みによりハバネロ果実

も青色から赤くなり難い状

況になっています。 

そろそろ霜の便りも聞こえ

そうですので、今月半ば

には終了するのではない

かと予想しております。 

 

 今年だけは生産者からの話をしますと奥様が嫁いで40年になられ

るようですが初めての体験と言われるくらい今年の異常気象は大変

な出来事で、収穫予定の半分もいかないと言うことでした。 

 

 また、最近の衝撃な話題としてTPP(環太平洋戦略的経済連携協

定)ですが、関税フリーは日本の国にとって経済面では常に勝ち組み

にならなければならないので枠組みの中に入る必要がありますが、

反面、農業サイドでは海外から安い農産物がドンドン入ってくると危

惧されていますが、資源の乏しい日本人は今まで知恵で行き抜いて

ここまでやってこられたので、協定が組まれたとしても私にもいくつか

のアイデアがありますが、日本のクォリティブランドがあることや知恵

を出して、常にプラス思考でポジティブな考え方でやって行けば切り

開いていけると思っています。 
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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。 

申込みは簡単です。 

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 

 

会報誌の郵送ご希望の方は1年間分の郵送料と印刷代（モノクロ）・封筒代2,000円を申し

受けますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。 

送金は郵便振替(払込取扱票)」にてお願いいたします。 

 

＊口座は 00900-7-122727 ハバネロ友の会です。 

(振込み手数料はご負担ください。) 

                                       ハバネロ友の会事務局 

「ハバネロなんでも質問コーナー」開設中 

事務局（ info@kyoto-habanero.com ）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」とお伝えください。 

 

                                       ハバネロ友の会事務局 

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したら 

どんどん投稿してください。行政関係の方も投稿お待ちしています。 

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@kyoto-habanero.com ）宛にお願いいたします。 

                                       ハバネロ友の会事務局 
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 2010.10.27(水)に京都全日空ホテルで京都異業種交流協議会主催で開催されました。 

京都でものづくりをしているメーカーや大学などが出展して京都最大の異業種交流会です。 

弊社も「京都ハバネロの里」シリーズの展示をさせて頂き多くの引合を頂いた次第です。 

 

                                            篠ファーム  

■第22回異業種きょうとまつりに出展 

１０月のご報告 

■京都デザイン賞2010 入選 

 京都デザイン協会主催の「京都デザイン賞2010」で100余点の中から弊社の「スティツ

クテイスト」が昨年の「世界の唐辛子」に引き続き見事入選いたしました。 

 関係者の話しによりますと、もう一歩で大賞も夢でなかったときいておりますので少し残

念な気がしていますが、農業分野としてデザインが認められたことについては快挙ではな

いかと思っております。 

 奈良理事長の総評の中で農業はこれからとても有望な分野であるか、篠ファームのよう

に新しい農業として捉えた展開は大変興味があり、今後とも検討して頂きたいと言う言葉

を頂けたのが印象的でした。 

 また、一般公開中の京都府庁旧庁舎で開催されこともあり、霊験新たかな雰囲気で受

賞を迎えることが出来ました。 

                                            篠ファーム  
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 亀岡青年会議所主催の20周年記念として市内南郷公園で盛大にイベントが開催され

ました。 

当日は天気にも恵まれ、多くの市民のかたかだかこられ盛大な催しで大成功ではなかっ

たかと思います。 

 このイベントの成功には主催者のスタッフのかたかだの段取りや気配りなど、ご苦労が

にじみ出ているように感じられました。 

 また、亀岡特産として100名限定でハバネロの無料配布もして頂きましたので、少しは

知名度アップに繋がったのではないかと思っております。 

                                            篠ファーム  

亀岡商工会議所青年部主催でかめおかガレリアで開催されました。 

弊社も及ばずながら亀岡特産ハバネロとして「京都ハバネロの里」として出店させて頂き

ました。 

 若干、人出は少ないように感じましたが亀岡商工会議所青年部としては今までにない盛

り沢山のイベント内容でしたので、これを基点に益々のご活躍をお祈りいたします。 

 

 また、中小基盤機構近畿支部の三棹(みさお)様の講演があり、地域特産農商工連携の

亀岡唯一の事例として亀岡特産のハバネロの話をして頂きましたので、農商工連携に関

心のある農家さんや企業の方々の認知度も高まったのではないかと思っております。参

加人数が少なかったのが少し残念でした。 

                                  京都ハバネロの里 

■亀岡にぎわい産業フェスタ 開催 

■ かめおかワクワク探検隊 開催 
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  中小企業基盤機構(中機構)近畿支部主催の【テンクウ

マルシェカップ2010】で食材メーカーが78社ノミネートさ

れ、弊社の提供食材として「ハバネロペースト」を出してい

ましたところ、見事、第一次審査を通過し、開発サイドの

飲食店さんが参加された「ミーツチャレンジキッチン」の最

終選考が中座くいだおれビル内で行われました。 

http://www.smrj.go.jp/kikou/press/kinki/055792.html 

 

5部門(麺・カレー・寿司・餃子・デザート)のうち、2部門

(カレー・餃子)で優秀賞を受賞し、快挙となりました。 

 優秀メニューはミーツに掲載されるほか、神戸ルミナリエで試験販

売をすることになっているようです。 

 また、マスコミなどでも取り上げられることも予想できますので、

「亀岡特産ハバネロ」は全国的に知名度が上がっていくものと期待し

ております。 

http://www.tenqoomarche.smrj.go.jp/  

                            篠ファーム 

■ テンクウマルシェカップ2010開催 

見事優秀賞に輝いた 

「黒豚チーズカレースティック」  

  会場となった中座くいだおれビル   

ミーツチャレンジキッチン受付  
食材展示コーナー  

あの有名な・・・ビルです。  

審査風景   
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今年は日本企業のバングラ進出

ラッシュと以前紹介しましたが、今

月、ロート製薬がインドとバングラデ

シュにおいて全額出資の販売子会社

を設立しました。 

まずは「メンソレータム」ブランドで

リップクリームを、ベトナムの自社工

場で生産し、日本とほぼ同等の240

円から380円の価格で販売します。ベ

トナムで生産された商品を輸入して

販売するため、関税や送料などが掛

かりとても高くなりますが、高級感を

打ち出し、美に関心を持つ中間層や

富裕層の女性をターゲットにすること

で売上を見込んでいるようです。 

 

 多くの日本企業が、自国の内需だけでは利益を見込めず、海外での需要を掘り起こそうと

しています。同じバングラデシュへの投資でも、ユニクロなどのように低賃金を求めて中国

から生産をシフトする会社がある一方、富裕層の消費に期待する企業もあり、バングラデ

シュ経済はますます活発化していきます。 

  

                                            Ryo Takeuchi 

 

                                               

 
 
   

               

                                            

バングラデシュからの便り １１月号  
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ハバネロ専門店 ハバネロ館です。 

これからも、滋賀発信としてがんばります。応援よろしく！！ 

 

 ＮＥＷＳ 

今回、エフエム滋賀 ｅ－ラジオ コラボ企画の「滋賀まるごとカレー」にハバネロ館が 

参加することになりました。 レークサイドモーニングの大角香里さんと、木谷美帆さんが 

それぞれ食材と香辛料を担当。 前回以上のこだわりカレーを企画！ 

今度の「滋賀まるごとカレー」は・・・・・・ 

 

★繁殖一貫生産 近江牛（近江八幡市・後藤牧場） 

★滋賀県産 玉ねぎ（長浜市・柏本農園） 

★滋賀県産 かぼちゃ（東近江地方・ＪＡグリーン近江農協） 

★滋賀県産 ぶるーベリー（愛荘町・九右衛門農園） 

★滋賀県産 ハバネロ、ジョロキア（栗東市・ハバネロ館） 

 

※１１月中旬以降 発売予定！！ 

※滋賀県内全域 ☆滋賀限定商品☆ 

平和堂・セブンイレブン・ハバネロ館（栗東本店）で販売させ

ていただきます。 

滋賀にお越しの際は、是非、お買い求め下さいませ。 
 

 

  メディアＮＥＷＳ 

 

● ２０１０年１１月３日（水） エフエム滋賀 ｅ－ラジオ  

     『レークサイドモーニング』に生出演しました！ 

パーソナリティ 木谷美帆さんと滋賀まるごとカレーの話題！ 

 

●びわこ放送 『みんなのアク

ト』に出演！ 

１１/９（火）撮影！  １１月下旬

放送予定！ 

 

これからもハバネロ館を宜しくお願い致します。 
 

 

 

 

 

 

これからもハバネロ館を宜しくお願い致します。 

 

ハバネロ館ＮＥＷＳ   

  TEL 077-551-5078  FAX 077-551-5080 

  e-mail：info@habanero-shiga.com 

  ＨＰ   http://www.habanero-shiga.com/ 



１１月号 PAGE 8 

メキシコレポート 

今回は、エンチラダスという食べ物を紹介します。 

メキシコでの私の主食になっている、このエンチラダス

ですが、私の家族も家庭料理の中では一番好きだそう

です。この味と食感は日本にいらっしゃる皆様もきっと

好きになること間違いなしです。 

では、エンチラダスがどのような食べ物かを写真をつ

けて紹介したいと思います。 

トルティージャ（トウモロコシの粉を練って、薄く延ばし

て焼いたものです。メキシコの主食です。）でチーズや

豚肉、鶏肉などをまいて、たっぷりとソースをかけてパ

ンなどと一緒に食べます。こちらではソースに唐辛子をたっぷりと入れた、辛いものが主流

ですが、このエンチラダスには大きくわけて種類が３つあります。では、辛いものから順番に

紹介していきたいと思います。見た目とはうらはらに、

とても辛いです。 

 

①エンチラダス・ヴェルディ 

中に入っているものはお店によって異なりますが、鶏

肉一番ポピュラーです。 

はじめのうちは口の中がヒリヒリするぐらい辛いのです

が、セットでついてくる玉ねぎのみじん切りをたっぷり

とかけていただくと、少しだけまろやかになり食べやす

くなります。（ただ、自らすすんで食べようとは思いま

せん。） 

 

②エンチラダス・モレ 

 ソースにチョコレートを入れて煮込んだもの。はじめ

はかなり抵抗がある味ですが、私は今、この味が一番

好きです。くせになります。上にのっているのはたっぷ

りのチーズです。中身が見えなくなるぐらいたくさん

ソースがかかっています。 

 

③エンチラダス・スイサ（写真を撮り忘れました…。） 

見た目には一番からそうですが、辛みはほとんどあ

りません。チーズをのせて、トマトベースのソースをか

けていただきます。この味が日本人には一番 

あっているのではないかと思います。パンにソースをかけていただきます。 

 

タコスについても言えることですが、メキシコの料理は辛さを抑えれば、どの料理も日本人

好みの味だと最近思い始めました。辛さに慣れることはもちろん必要ですが、慣れると間違

いなくやみつきになると思います。ぜひ皆様もお試しください。では今回はこのあたりで失礼

いたします。                   Hasta luego!                
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こんにちは。 

 

九州は今月初めから山が色づき始めてやっと秋になったのだと実感できるこ

の頃です。私は来年の３月で６年も通った大学をやっと卒業するのですが、季節

の移り代わりを感じながらも卒業後の進路に日々思いをめぐらせています。そん

な進路を考える際に思い浮かべるのは身近な友人の近況です。 

 

メキシコで知り合った友人の中には、日本やドイツ、韓国から来て住み慣れた

土地を離れ、メキシコで暮らす選択をする人もいました。特に韓国では韓国人を

海外へ移住させる移民政策が盛んだそうで、メキシコには彼らの経営する韓国料

理店が軒を連ねた道があるほどで、私も本場のおいしい韓国料理を求めて、よく

足を運びました。それに比べるとメキシコに移住する日本人は少数ですが、だか

らこそ彼らの選択は興味深いところです。  

 

                                       次回へつづく。 

チレ・メキシコ 
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乙女のささやき 

こんにちは。今回は屋久島の旅の続きをお伝えします。 

 

その前に、ちょっと年末も近づいてきたので、何かとお金が必要な時期になりますので、金

運アップの手揉みを再びお伝えしたいと思います。 

ブログでアップするとものすごい勢いでアクセスが増えました。 

お金の必要な時期はみなさん同じなんですね。 

手を柔らかくして、来年は今年以上に運気をアップさせてください！ 

 

金アップ手揉み揉み！！ 

 

では、行ってみましょう！ 

久々の手揉み揉み。 

 

女子は、右手を揉み揉み。 

男子は、左手を揉み揉み。 

 

お金がどんどん入ってきますように！！

（10回） 

 

神様私の願いを叶えてください！（10回） 

 

（２）下の部分を親指の爪で押し込みます（リズムよく10回） 

 

最後に下の図のように、金運の腺が長くなるように、横爪で筋

をつけるように揉みあげます。 

 

どんどんお金が入ってくるよう

に！ 

 

そう呪文を唱えながら、 

手揉みを楽しんでください！！ 
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屋久島の旅 その２ 

張り切って！と思いながらもなんか、足の指が痛い。。。靴下を脱ぐと！！指が腫れてい

る。。。捻挫っぽい痛み。 

まっ、明日になったら治るやろうと眠ることに。 

明日は早いと言ってもなかなか眠れない。1時間ごとに目が覚めていた。。。 

 

4時起床。 

私は、中学時代のジャージを来て、準備。当時高かったジャージは、長持ちしております。 

 

友人は、形から入るねんといって、登山用の服を購入してました。 

が！窓に友人が近づくとバケツをひっくり返したような雨がーーーーー！！ 

とりあえず、ロビーにおりて朝ごはんとお昼のお弁当を受け取る。 

気の毒そうな顔をされていたが。。。 

もう一組はもう既に出発されました。 

車に飛び込み、走り出す。 

雨がーーーー！ひどーーい。 

無言の車中で私は、もう一泊増やそうかと考えておりました。 

仕事をずらす段取りまで頭の中でしていました。 

駐車場まで進むにつれて、雨が小雨に変わる。 

 

登山口につくと、雨は降っていない。 

そこで朝ごはんを食べる。美味しかったぁ～。 

 

そして、6時20分出発。まだ少し暗い感じでしたが。 

ガイド付きに方々は、ストレッチが始まった。 

とりあえず、足だけストレッチして、のんびりスタート。 

 

せっせと歩く。 

最初は地元の風景と変

わらず、あそこに似てると

か、まだまだだなと言っ

てました。 

 

まだまだ私の口も止まり

ません！ 

トロッコが走るレールの

枕木と歩幅が合わない

からここは歩くのが大変。 

 

高所恐怖症の私達が一番怖いのはここ！  
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 出会う人に挨拶をしていました。「こんにちは！」 

ってまだ8時やん。おはようございますか。。。 

とまだまだ余裕。 

休憩している方のところを通り過ぎていくたびに、 

「こんにちは～。」 

先を譲っていただいた方には「ありがとうございます。」 

当たり前のことを、当たり前にしているのに、なんか新鮮な

気分にもなっていました。 

だんだん屋久島に来た～という光景が！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挨拶だけは声が大きい私！ 

ここに来るまでは！！ 

半分をすぎて、おじさんが言っていた 

「ウィルソン株に行くまでの100mほどはきついよ～。」 

 

ここが入り口。 

ここから本当にきっついコースです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                       ↑まだまだ緩やかな方 

そんなこんな、で自分に「頑張れ！頑張れ！」と言いながら登っていきます。 
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 そして！！とうとうウィルソンの株に到着！ 

ちゃんとハートに撮れました！ 

 

ここは人気で、写真をとるにも順番です。 

しゃがみこんで、ハートに撮れるようにカメラを向け

る！ 

そして休憩。 

ここからまた辛い道のりが待っているのだが。。。。 

縄文杉への旅もあと少し！ 

もうこの時点で太ももはパンパン状態です。 

 

私、ほぼ毎日30分程度は歩いて通勤しているの

ですが、それでも運動不足を感じました。 

階段があるところ、まったくないところ、どちらに

しても、一歩が高い。 

こんなところを歩いていきます！ 

 

 

 

 

 

 

出会う人達もヘロヘロな感じです。 

飴ちゃんを食べると元気に進める私でした

～！！ 

 

 

そして！ 

剥製じゃないですよ！こんなに近づいても逃げな

いんですね。。。 

 

もう少しかな？と思うあたりから、戻ってこられる方

とすれ違うようになってきました。 

もう少しですか？ 

う～ん。も～ちょっっっっっっっっとですかね？ 

まだまだのようです。 

まだすれ違う。 

もう少しですか？ 

も～少し・・・ですかね？頑張ってください。 

あ～、まだ少しあるね。。。と感じる。 

もう少しですか？ 

もうちょっとです！ 
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 どれくらいなんだろう？？ 

きっとほんとに近いなら、「すごそこ」になるよね？と友達と言いながら、進む。 

もう少しですか？ 

この先の水場を越えたら、少しです！ 

距離感が分からない・・・ 

もう少しですか？ 

 

すぐそこです！！←出た～！！！ 

ようやく、そこの言葉をお聞きできました！！ 

 

人の声が近づいてきた！ 

あそこだぁ～！！ 

そして！到着！！ 

 

ようやく会えました！ 

縄文杉！ 

でも・・・ 

会えた感動より登りきった感動の方が私は大き

かった・・・ 

 

ここで、知り合った方と一緒にお弁当を食べ・・・・ 

ここからまた来た道を帰るわけです。 

17時過ぎのバスにのらねば・・・ 

 

 

足を滑らせて、ひざを捻ったので下りはきつかった。しかも、腫れた指の水ぶくれはかなり大

きさ。 

いつ割れるかと思いながら歩く。。。    

  

とにかく歩く・・・・  歩く・・・・    目的は帰る！ 

 

途中で話したおじさんに、「後は帰ってビール飲むだけ！」

と言われました。 

私はお酒飲めないので・・・・何を楽しみにするか・・・・ 

もう二人のスピードにはついていけず・・・ 

 

ここから2時間足の痛みと、足の腫れも重なって、靴の中

がぎこちない。 

ちゃんと歩くことができない・・・・ 
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まだ上の道は整理されているから、歩けるが・・・ 

 

最終のこれは一番辛い・・・ 

 

 

 

そして、とうとう！！ 

登山口に帰ってこられました！ 

 

ここでの出会いは、今でも奇跡に近いと思えます。 

 

それぞれ、違う土地からやってきて、そしてこの日・・・ 

縁というのは、本当に面白い。 

 

実はここに一緒に行った友人は中学時代の友人で、 

連絡をとれていない時期の方が長い付き合いでして。 

それも人とのつながりでまた再会したんです。 

 

これも奇跡。 

 

だから、まったくつながりがないところで知り合うことは、 

すごいと思うしかない！ 

 

バスを降りて知り合った方とお分かれ。 

最後は、握手。 

手相見る暇はなかったけど、手の厚みと温かさをチェック！！ 

 

とても柔らかく、温かい手をされていました。 

ハッピーな方だなと思って別れました。 

 

屋久島の旅は、無理やり時間を作って向かいました。 

 

屋久島であまりゆっくり出来なったのですが、これは本当に素晴らしい時間となりました。 

 

10時間歩くということも、普段では考えられないことですし、 

 

小さな達成感を胸に京都に戻りました。 
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 「誕生花366日カレンダ－」株式会社オリビア  

お花好きの方への 

プレゼントにも最適 

「誕生花366日カレンダ－」 
 

女性の美を独自のスキンケア理

論で応援する、オリビア化粧品

です。 

おかげさまで基礎化粧品の「マド

ンニ－ナシリ－ズ」を発売して、

10周年を迎えることができまし

た。これもひとえに創業以来多く

の方の、ご支援の賜物だと感謝

しております。 

今回は、化粧品とは直接関係

ないですが、花写真に花言葉を

添えたカレンダ－「誕生花366日カレンダ－」を紹介させていただきます。 

篠ファ－ムさんのお客様は、生きた草花を取り扱っておられるので、写真では花の魅力を

実感してもらえないかもわかりませんが、ご自身やご家族の誕生日の花を見つけて花言葉

を楽しんでもらえれば嬉しい限りです。 

カレンダ－に掲載されている花の写真と花言葉は、兵庫県2000淡路花博で話題の誕生

花366日ポスターに採用されたものです。 

「誕生花366日カレンダ－」2011年度版は大幅改訂しています。花の写真を新しく60点入

れ替えお花の和名（別名）表記も加えました。 

お花好きの方へのプレゼントにも最適です。 

今回、篠ファ－ムのお客様に「誕生日366日カレンダ－」を優待販売させて頂きます。 

 

＜カレンダーの構成＞ 

●オールカラー2ッ折14枚組 

●サイズ／表紙（H297×W420mm） 本紙（H590×W420mm）2ッ折りリング綴じ 

●内 容／表紙・ 扉シート（作家メッセージと作品紹介）・ 本紙（1～12月） 

●ケース／カレンダー1冊入り個箱 

通常価格 2100円税込 ⇒ ご優待価格1890円 税込 

◎（送料は別途390円）となります。 

◎商品発送は11月上旬頃の予定です 

 

お申し込みは、当社ホ－ムペ－ジまたはお電話でも受付けしています。 

  http://www.oribia.net/ 

   株式会社オリビア 

   電話 ０１２０－２３６－７５３   FAX ０１２０－３６３－６９５ 
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私は、京都・亀岡市に暮らす子育てをキーワードにつながったグループ「亀岡で子育て

Amigo!」の代表をしています。その私がパレスチナのことに関わるなんて、１年ほど前には

夢にも思っていませんでした。 

それが現在は、パレスチナのことを伝える冊子づくりを日々の合間を縫って、なかまたちと協

力し合いながら進めています。 

 

きっかけは、一枚の写真に出会ったことでし

た。若い母親と幼い子ども二人がくっついて眠っ

ているような写真です。私もよく、そのようにして

子どもたちと眠ります。しかし、写真の中の親子

は眠っているのではありませんでした。それは

2008年から2009年にかけてのガザ爆撃で殺害

された、1417人といわれている犠牲者のうちの3

人でした。私は爆撃から1年も経ってから彼女た

ちに初めて出会ったのでした。子どもたちの幼い

額や首筋は血で汚れていました。 

これを私は今まで他人事だと思っていたのだと

気付いて、震えるほどの衝撃を受けました。遠い

パレスチナ問題としてではなく、人として彼らとつ

ながった瞬間でした。どうしてこんなことが起きた

のか知りたい、と思い、ニュースではわからな

かった詳しい背景を知るために情報を集めまし

た。その中でも、マス・メディアでは決して報道さ

れない写真をたくさん見ることになりました。もう

二度ともとの暮らしには戻れない人たち。家族も

家も失った人たち。自分の命も失った人たち。私

たちと同じ人間です。なのにパレスチナを知るまでは、自分がいかに中東について偏見を

持っていたか気づかされました。 

距離も地域も宗教も何も関係ありません。どこに暮らしていても人の営みは同じ。そこにい

る人たちの暮らしを思うようになりました。あの攻撃からもうやがて2年が経とうとしています

が、爆撃が終わっても生活は破壊されたまま、栄養失調で命を落とす子もいます。赤ちゃん

が泣いても、おかあさんはおっぱいが出ません。病気になっても、治療さえできれば助かる

のに病院への道が占領者によって封鎖されているために死んでしまう人もいます。この状況

は出口が見えないままです。なのに、激しい爆撃が終わればもう顧みられることがないガザ

のまち。 

「あの爆撃のときの方がまだマシだった。あのときは世界がガザに注目してくれていた」 

ガザの人の言葉だそうです。 

 

 
 
冊子づくりのなかまとその子ども達 
平和ってなんだろう？幸せってなんだろう？ 
子どもたちと一緒に考えるために 
「あなたの大切なものは何ですか？」 
というテーマで絵を描き 
世界のお友達の絵と見比べてみました 
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私たちの無関心が、彼らにそんなつらいことを言わせたのかと思うといたたまれない

思いでした。 

自分にできることとして、まずはパレス

チナの人たちのことをみんなに伝えた

い！  

そう呼びかけてみると、身近な仲間たち

が応えてくれました。皆、忙しい人たちば

かりですので頻繁に集まることはできま

せんがメールや電話で連絡を取り合って

作業をしています。ほかの団体にも助言

や協力をいただきました。人としての共感

によって私たちが世界中の人たちともつ

ながっていることを感じました。 

広くを見渡して、また自分の日常を見つ

めると、私の子どもたちが生きる未来もこ

のつながりの中にあることがわかります。 

子育てや仕事に追われて毎日を過ごし

ている中で、遠い世界のことを知ったとこ

ろで何もできることなんてない、知っても

つらくなるだけ。行動を起こすまでは私は

そんなふうに思っていました。だけど・・・

関わってみて、そうではないことがよくわ

かりました。みんなつながっているのだから、私だけ、私がいる場所だけ関係ない、なん

てことはありません。 

世界に視野を広げ、厳しい現実を知ると、当たり前と思っていた生活の中でも、人生

の美しさを発見し感謝するようになりました。暴力を受けて苦しんでいる人たちにも穏や

かな日々が来ることを願い、小さな行動に平和への意思を表現することをこれからも続

けていきたいと思います。 

 

小さな命を慈しんで育てている子育て中の人や忙しい日々を送っている人にも届け

たい。パレスチナで起きていることを身近なこととして捉えられるよう、みんなで工夫し

ながら作り上げた冊子が間もなく完成します。 

この冊子が新たなつながりを生み出す第一歩となれば嬉しいです。 

 

亀岡で子育てAmigo! 

代表 酒井 安紀子 

 
 
作成中の冊子の表紙 
難しそう、と敬遠されがちな問題に 
どうすれば関心を持ってもらえるか 
なかまたちと話し合いを重ね、工夫して作りました 
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ゲスト：Jean Sebastien（JS）精華大学で研究生 

コーディネーター：小早川しのぶさん 

 

是非、英語を かたまりでとらえる訓練を！ 
 

１０月のglobalsessionは、始まる前から少し緊張感がありました。 
なぜかというと、ボストン在住の高原浩之さん・幸子さんご夫妻が、スカイプを 
使って、アメリカのボストンから参加されたのです。 
パソコンにカメラを装着し、マイクで音を拾いながら、ほとんど時間差を感じないほど 
すぐに話が進められるのにみんなで驚きながら始まったのです。 
 
ゲストのジョン・セバスチャン（Jean Sebantien・JS）は、カナダ国籍の研究生ですが、 
この７月までは、京都の南の方の街の英語指導助手でした。専攻はグラフィックデザインで
すが、建築学からの転向ということで、建築家の高原さんと今後の交流が楽しみです。さ
て、"Design Approach by Kanji”というテキストでJSさんは述べています。 

 
欧米の文化圏とのちがいを発見し、日本へ来たいと思った理由は２つあります。一つ目は、
お父さんが日本に来てレクチャーをする機会があり、そのときのおみやげを見たときなのだ
そうです。また、その後、日本から博士号を取得後、研究生としてカナダに来ていた日本人
留学生とその家族に会った時、そのちいさな息子さんが精密に折り紙を折ることができるの
を見て感動したのです。 
 
 二つ目は、グラフィックデザインの雑誌を見ていて、”わび・さび”の 美を追究していく上で
の簡素さ、豊かさの限界までを追求していく”わびさび”という考え方に強く刺激を受けたとい
う体験です。 
 
その後も日本の美学を研究していたら、自分のデザインに知らない間に影響を受けているこ
とを発見しました。 
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「デザイン・アプローチ」という言葉に視点をあててみます。 
「デザイン」というのは、アウトラインを引き、スケッチをし、そのアート作品をつくる上でのプ
ランを立てて行く行為です。では、アプローチというのは、対象とする行為への方法です。漢
字とその成り立ちを知ることは、デザインのインスピレーションを得る上での可能性があると
考えます。 
 
日本に来たばかりの頃は、日本語は全く話せなかったのですが、漢字に興味を持つまでに
それほどの時間はかかりませんでした。子供用の漢字の辞書を手に入れると、その意味と
成り立ちが書いてありました。それを見ていたら、グラフィックデザインへの情熱がもりもりわ
き上がって来たのです。漢字は生き方やその生き方の 方法まで表しています。それらは、
絵のようであるのに、それぞれが意味があるのです。 
 
漢字のそれぞれの意味を探って行くとデザインのインスピレーションが湧いてきました。わた
しは、クリスマスプレゼントとして、お世話になった二人の方に漢字の意味を入れながら、名
刺作品を作って見ました。「谷口」さんという方には、谷のような絵を作り、 
名前の「谷口   」から名刺を作りました。 
 
将来は、できることなら、母国でグラフィックデザインを教えながら日本の文化をもっと伝え
たいと考えています。日本の書道を取り入れたり、わび・さびの美的感覚からヒントを得て、
「漢字でのデザインアプローチ」の方法を使いながらアートのプログラムを創造して行けたら
と思っているのです。 
あなたは、漢字からインスピレーションを得たことはありませんか？ 
あなたは、漢字は芸術作品のインスピレーションを引き起こすことができると考えたことはあ
りませんか？ 

 
 

なぜ、JSさんが日本の文化とりわけ、文字の漢字にそのように興味を持つように至ったかが
最初のみんなの疑問点でした。 
 
例えば、日本のお菓子を見たとき、JSさんは、その柔らかな色や甘すぎない味をいいなあと
思ったようですが、他の外国人の参加者に聞いて見ると、「ええっ」と拒否反応をする人と、２
つに分かれるのではないかと言っていました。 
日本以外のお菓子は、たいてい強い色で個性を出し、味も日本人には頭が痛くなるほどの
甘さが多いですね。それを、JSさんは、好んだわけです。 
わび・さびについては参加している日本人からも実際の生活の中にあると考える人と、茶道
などの特別な場合と思う人の二手に分かれます。 
 
私自身は、自分の家の庭に植える花は,静かな色のいわゆるお茶花が好みです。でも、花束
にして誰かにあげるときにはもう少し華やかな色を選ぶでしょう。 
お菓子は、羊羹などの渋い色が好みです。でも、毎日来ている洋服は、その日の気分なの
で、かなり鮮やかな色を着るときもあります。 
でも、以前、住んでいたブラジルから、これは着られると思ってもって帰ってきた深いグリー
ンの服などはついに着られず、処分しました。 
気候とまわりの色に、着る物の色はかなり左右されると思います。 
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JSさんは、自分の育ってきた文化とは正反対のような日本の美意識に衝撃を受け、日本に来た
いと決意し、まず、英語指導助手（ALT）として来日し、京都府の京田辺市で3年間勤務し、元々
のグラフィックデザインの分野に研究生として本格的に戻って来られました。 
漢字から受けるインスピレーションは、まず、意味を持つことが、アルファベットとのちがいとして
あげられます。彼は、”BOOK”と”本”をボードに書き、比べていきました。 
それを聞いていた日本人参加者も漢字の持つ深い意味を感じて、いろいろなことを言い出しまし
た。例えば、コーディネーターの小早川しのぶさんは、彼女の名前が”しのぶ”でひらがなです。
私の名前も、ひらがなで、”きよみ”です。彼女もわたしも、このひらがなの名前がきらいで、自分
で勝手に漢字の名前を小学生のときに作って使っていたということをお互いに始めて知りまし
た。意識しないで、日本人の漢字への思い入れはあるようです。アメリカ在住の高原さんも、よく
日本のわび・さびや漢字についての質問を受けるそうです。彼は、アメリカでの心の安定のため
に、書道(英語でCALLIGRAPHY)を 
たしなんでいると言っていました。 
外国の人が日本に来ると、よく自分の名前の音に漢字を当てはめて印鑑を作る人もいます。音
が意味を持つことが、めずらしい体験なのでしょう。 
JSさんによって、無意識であった漢字をはじめとする日本の固有の文化を、意識し始める時間に
なりました。 
JSさんには、漢字の成り立ちの簡単な辞書と、白川静著「漢字」岩波新書 と 
石川 九楊 著『書と文字は面白い』 新潮文庫をプレゼントしました。 
 
日本語が読める日が必ず来ますよ。  
 
 資料編 
  

 

      

 
 
 
 
 
JSさんも知っているそうです。 

 
立命館大学名誉教授。漢字研究者。福井県生まれ。 

 
順化尋常小学校を卒業後、弁護士広瀬徳蔵（のち立憲民政党代議士）の事
務所に住み込み勤務し、成器商業夜間部（現大阪学芸高等学校）に通う。こ
のころ、広瀬の蔵書を読み漁って漢籍に親しんでいく。 
1935年京阪商業卒業。立命館大学専門部国漢科（夜間）を1936年に卒業
し、立命館中学校教諭に。その後、立命館大学法文学部漢文学科に入学。
同大学予科教授となる。1954年からは立命館大学文学部教授を務めた。
1976年に66歳で定年退職。1981年には名誉教授の称号を受けている。 
 
字書三部作『字統』（1984年、各.平凡社）、  
『字訓』（1987年）、『字通』（1996年） 
 

  

 

  
  
  

  
  
  

  
  
       漢字を研究している人なら誰でも知っている 

          白川静さん（1910―2006）って 

            知っている？ 
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荒川静香・イチローが好きで、イナバウアーの真似をしたこともあったと娘が述懐している。
病床でもニンテンドーDSで囲碁・将棋を楽しみ、「なかなか定石を知っとる」と悦んでいたと
いう。 趣味は囲碁・登山。        

 
 1920年代に殷墟から発掘された大量の甲骨文字を、カリカリと薄紙にトレースし続けるこ
とによって、文字の一点一角にひそむアニマを身体化し続ける白川さんの姿。そうして漢字
の呪能性・巫祝性から中国古代の世界観を読み解き、2000年以上にわたり漢字解読のバイ
ブルとされてきた『説文解字』の解釈を大きく覆すにいたったラディカルな方法の精神。学界

からの非難や攻撃にも屈しなかった弧絶の闘い。 
 
 

  

          白川静ノート「図像Ⅱ」より昭和30年ころ 
      
 サイ (漢字学)   『ウィキペディア（Wikipedia）』より 
甲骨文におけるサイ(サイ)とは、白川静が提唱する漢字の構成要素であり、祝詞を収め
る箱の形をしめす。 
 
「口」は顔の口を示していると考えられていたが、白川静は、その後発掘された甲骨文
字、金文資料を吟味することにより、口(くち)と解釈するものではなく、「神に捧げる祝詞を
収める箱」と解釈することにより、口部を有する漢字の統一的な字義解釈を行うことがで

きるとし、(サイ)を提唱した。これは、古代中国が宗教的社会であったこ
とと漢字の成り立ちが密接に関係していることを明らかにしたものであ
る。 
説文解字の字源解釈は篆書を用いているが、それ以前の文字である甲
骨文字や金文が有していた字形を無くしている文字がある。このため、原
初の文字と本来の意味から離れた解釈をつけている例が少なからずあ
り、(サイ)を含む文字系列に対して訂正が必要としている。なお、サイとい
う発音は「才」「載」などの元字にという部分が含まれていることによる。 



PAGE 23 １１月号 

 
(サイ)を含む字形について、説文解字と白川静説いくつかの解釈例 
 
名  
説文解字 - 夕暮れは暗く、姿が見えないので、口で名を告げることから  
白川静説 - 子供が生まれた後、祖先に名前の使用許可を求める儀礼を行う際、祭祀用の      
肉(夕)とともに祝詞を収めた(サイ)を用いることから  
 
告  
説文解字- 文字の上部は牛の角であり、牛が人に告げるときはその角で人に触れることから  
白川静説 - 文字の上部は木の枝であり、祝詞を収めた(サイ)につけて神に告げ、祈ることか
ら  
 
「武」は、 
説文解字：「ほこ（武器）」と「止」の会意文字。武器を止める戦争抑止力であって、先制攻撃
を意味しない。 
白川静説：「武」の中の「止」は元来「とまる」ではなく、反対に「すすむ」という意味であ     
る。何よりの証拠は「歩」の上の「止」は「すすむ」のはずである。「武」はやっぱり武器を持って
進撃するのである。  
 
「休」は、 
説文解字：「人」が「木」に寄りて「やすむ」 
白川静説：「金文」の銘文によると、旁は「木」ではなく、「禾」（軍門）だという。すなわち「休」     
とは、野戦の陣営の休戦状態なのだ。  
 
 具体的に漢字一字一字の成り立ちを白川静独特の掘り下げ方で見ていくと、漢字の奥深
さに取り憑かれてしまうような気がします。 
 
 

 
 

  

  
 次回のglobal session予定 

 11月20日(土)10:30̃12:00 

 ゲスト：Margaret Mannさんほかアメリカ人数名 
 コーディネーター：亀田 博さん 
  
 11月6日(土)に”ドリームワールド多文化共生”で移民に視点をあててイベントを開催し
ます 
 それにちなんで、アメリカの移民についてディスカッションします。 
 1週間ほど前にゲストの用意するテキストを送ります。 
 どなたでもどうぞ。参加費：600円 
 交流会館バス：亀岡駅よろずやさん前バス停9:56・並河駅前10:07・千代川駅10:14 
  



ハバネロ探検隊  
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ハロウィンが近づいて、あちこちにハロウィンコーナーができている。 

(・－・)・・・ん?・・・・(‾ー『＋』)敵発見!! 

暴君ハバネロの新商品！！ 

暴君ハバネロ 「秋のハロウィン 仮装パーティ」 

「辛さひかえめ！魔界のチーズ味」 

やはり試しておかないと・・・・ 

 

袋を開けるとチーズの香りが濃厚・・・

ちょっと強すぎ・・・かも(ーー;) 

辛さは全く感じない。あとから少し・・・・

もしかしたら辛味がちょっとあるかもって

感じ。 

粉チーズの濃厚版のような香りが、ず～っと続くうっ。。。(‾x‾;) 

個人的にチーズ好きだがこれはちょっと苦手かも・・・・ 

ちょっと食べれば充分って感じだ。 

 

 

 

 おつまみコーナーで見つけた 

 沖縄発「ハバナッツ ポークしょうゆ味」 

 「沖縄県産島ハバネロ使用 サクッとピリ辛」 

なかなかの辛さだが、安心できるピーナツの豆菓子だ。 

ピーナツが香ばしくて、口当たりが良い！！ 

うーんでもやっぱり辛い！！ 

 

やっぱり、おつまみコーナーに置かれてるだけあるな。 

納得。 

 

 

 

 

 

 

「暴君ハバネロ」  

株式会社 東ハト http://tohato.jp 

東京都豊島区南池袋1-13-23 

 

「ハバナッツ 」 

（有）沖縄パイオニアフーズ 

沖縄県糸満市西崎町4-17-11 



〒621-0008  

京都府亀岡市馬路町狐瀬20-1 

 篠ファーム内 

info@kyoto-habanero.com  

 Fax 0771-24-7885 

■「ハバネロなんでも質問コーナー」開設中 

事務局（ info@kyoto-habanero.com ）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。 

 

■会員の皆様の宣伝コーナー開設いたします。 
  自分のところの会社やお店の宣伝など、案内したい内容がありまましたら是非、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然問題ありませんので、活用していただけたら幸いです。 

  原稿の締め切りは、毎月末までに頂きました原稿は、翌月の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@kyoto-habanero.com ）宛にお願いいたします。 
  

                            ハバネロ友の会事務局 

ハバネロ友の会 事務局 

ハバネロ料理コーナー 

    大根の葉のきんぴら 

 
材料 大根の葉１束  

    砂糖大さじ２～３塩小さじ１ 

    醤油 大匙３～４  

    胡麻油 大匙２  

    胡麻 

 

作り方 大根の葉を硬い方から湯がき 

    １センチに切り水をよく切っておく。 

 

    フライパンに胡麻油を入れ火をつけ 

    て熱くなってきたら大根の葉をいれ 

    炒める。 
砂糖塩を入れ味つけて最後に醤油を入れ

て味をつけける、最後に胡麻をふる。 


