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☆ 新情報や季節の

話題イロイロ。 

☆ 新投稿者登場！ 

☆ メール会員募集

中。 

ハバネロ友の会会員様 

春が来ているのやら、まだ冬の余韻が残っている今日この頃です

が、ここ亀岡の桜も10日ほど遅れてはいるものの、陽だまりでは、ちら

ほらと花が咲き出しましたので、一気に満開と言う展開になるのでしょ

うね。きっと。 

今月も有志の方々のご協力のお陰をもちまして、ハバネロ友の会会

報誌4月号を配信させていただくことが出来ました。 

今月号も新しい仲間が増え、内容も充実して来ております。 

これもひとえに、寄稿者様はじめ、会員の方々のご支援の賜物と感

謝いたしております。 
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ハバネロ友の会事務局 

低温期が長かったせいもあり、全般に発芽から成長までの段階で、

遅れておりますが、これからの気温上昇と共に、生育してくれるものと

思っております。 

                          篠ファームハバネロ担当 

ハバネロ栽培報告 

 国内ではじめて長年はバネロを栽培し、さまざまな加工食品を世の中

に出してきましたが、経験やスキルを屈指して、国内産(京都産)はバネ

ロに限定し、化学調味料や合成添加物など一切使用せず、パスタやピ

ザだけでなく殆どのものに使用できる、とても美味しい『篠ソース』を開

発いたしました。 

 その上、価格も海外から輸入される激辛ソース『タバスコなど』とml単

位は同じ価格で設定していますので、御手頃感があります。 

 4/8(日)に国際交流会館前の広場でイベント「京都ゆめマルシェ」が

AM10:00～PM4:00まで開催され、世界に向けた取組みとしてのふさわ

しいロケーションで篠ソースのお披露目を開き、大人気で喜んでおりま

す。 

                                篠ファーム 

究極の万能ハバネロソース『篠ソース』新発売！ 
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究極の万能ハバネロソース『篠ソース』新発売！ 
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「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 

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 

 

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 

「ハバネロメルマガ会員」ご参加お勧めください。 



４月号 PAGE 4 

                                信州大学大学院農学研究科 松島憲一 

ピーマンとししとうの違い 
 

まずは、告知。エヌ・ティー・エスから書籍『おいしさの科学Vol.3トウガラシの戦略』が2012年4月13

日に発売される（http://www.0143kagaku.com/ホーム/vol-3-トウガラシの戦略/）。この中で、私も

「辛いか甘いかトウガラシ」、「世界トウガラシ紀行」と題した文章を寄稿しており、その他のいくつか

の記事でも協力をさせて頂いているので、是非、ご一読いただきたい。 

さて、この記事の中でも紹介しているが、トウガラシの仲間に

は辛いトウガラシと甘いトウガラシがある。甘いトウガラシとは、

いわゆるピーマンやパプリカの仲間で野菜用のトウガラシ品種

である。これらの品種は辛味成分カプサイシノイド（カプサイシン

とそれに類似する物質の総称）を生成する能力を完全に欠いて

おり、その果実にはカプサイシノイドが全く含まれていない。このカプサイシノイドの化学構造は亀の

甲型の「フェノール物質」に、ギザギザと長い「脂肪酸」がくっついた形になっていて、トウガラシ果実

中の胎座や隔壁の部分の細胞内でこの「フェノール類」と「脂肪酸」が別々に作られていき、 後にこ

の二つを接続して辛味成分を完成させる仕組みになっている。全く辛く無いピーマンやパプリカなど

は、この二物質を 後の 後にくっつける働きが失われているのでカプサイシノイドが出来ないので

ある。一方で、同じ野菜用の品種であっても、‘ししとう’や‘万願寺唐辛子’や‘伏見甘長’などの品

種はカプサイシノイドを生成する能力自体は持っているため、栽培

時のストレスなど、どうかした拍子に辛い果実を着けてしまうことが

ある。逆に同じトウガラシでも、ピーマンやパプリカなどはどんなにい

じめてやっても辛くはならないのだ。 

また、よくピーマンや ‘ししとう’に‘鷹の爪’などの辛いトウガラシ

の花粉が着くと、その代であっても辛い実がなると言われるが、前述

の通りピーマンは全く辛味を作れない品種なので、‘鷹の爪’の花粉

が着こうが、‘ハバネロ’の花粉が着こうが、どんなに辛い品種の花

粉であろうと、その受粉により着いた果実自体が辛くなることはな

い。一方、これまた前述の通り‘ししとう’は辛味成分合成能力自体

を持っているので、栽培時のストレスなどで果実が辛くなることもあ

るが、辛い品種の花粉が着くことが理由で、着いた果実が辛くなると

いうことはなさそうだ。花粉親の性質が受粉当代の果実に現れる現

象は「メタキセニア」と呼ばれるが、我々の実験によってもトウガラシ

の辛味でメタキセニアは起こらないことが明らかになっている

（Minamiら1998）。もちろん、この交配によって得られた種子をその

次の年に播種して育てれば、辛い果実のなる雑種トウガラシが生ま

れることにはなるので、お間違いの無いように。 

 

筆者サイト「喰いしごき調査委員会」（http://saitamaya.net/carlos/） 

「喰いしごき調査委員会mixi版」（http://mixi.jp/view_community.pl?id=656317） 

twitter （http://twitter.com/#!/CarlosThePepper） 

信州からの唐辛子便り ～ピーマンとししとうの違い～ 
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バングラデシュからの便り  ４月号 

 

バングラデシュってどういう国？という質問を多々受ける。どういう国って言われても、一つ

の国を一言で表現するのはとても難しい。そこで、本にすることにしました。 

 

④チッタゴン酒事情 

バングラデシュ第二の都市チッタゴンでの酒の入手は困難を極める。首都ダッカに比べて

イスラム色が強く外国人も少ないこの地には、外国人向けのバーや政府公認の酒屋というも

のは存在しない。チッタゴン駅近くにある二階のバーは、警察に賄賂を払って営業をしてい

る裏酒場だ。入口には怖い顔をしたセキュリティーが睨みをきかせており、そこを通り抜け、

真っ暗な階段を登ると、ロウソクの明かりがぼんやりとしたバーがある。暗闇の中、人の目を

盗んでちびちび酒を飲んでいるバングラデシュ人の視線を浴び、酒を注文すると、冷たい

ビールにありつける。350ml缶、約500円。かなり高い。ダッカから闇ルートで流れてきたもの

だ。 

 

薄暗い店内でバングラ人の視線を浴びながら飲む酒はうまくない。別の日、チッタゴンの

海岸にある闇市場にビールを買いに行く。左手に海を見て堤防沿いに進むと、いくつか

ジュースやスナック菓子を売っている店がある。その内の一店の怪しいおじさんにビールを

注文する。｢ちょっと待ってろ｣と、どこかに早歩きで行ってしまう。待つこと5分、ニヤニヤした

おじさんが茶色い紙袋に入れたビールを持ってきた。どうやらここは警察の取り締まりを避け

るため、どこかの海岸にビールを埋めて隠しているようだ。それを掘り起こす時間が必要な

ため、5分も待たされる。350mlのハイネケンで400円。缶には土が付いており、擦れて汚い。

しかも大きな確率で賞味期限が切れている。 

 

一応周囲の目を気にしながら、汚い缶の口をふき取り、ぬるいビールを堤防の上で飲むの

は 高、、、な訳がない。やっぱりビールには鮮度と冷たさが必要だ。 

 

＊このようなネタを100つ集め、バングラを知る100章として本を出版する計画。発刊時に

は、皆様にお知らせします。ご期待ください。  

  

                                             Ryo Takeuchi 
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先日、ペルー北部の港町パイタでは町の誕生記念ということでサウンド・アート

コンテストや、食フェスタが開かれました。 サウンド・アートコンテストは賞金も出

るということで私も友人と張り切って参加しました。が、炎天下の中を砂浜で作業す

るのはもうこれっきりにしたいです。暑い。しかし、完成したサウンド・アートは予想

外に素敵。インカをテーマにしたアートや、亀やアザラシが苦しんでいる姿を彫っ

て環境汚染をテーマにしたメッセージ性の高いものまで力作ぞろい。惜しくも入選

は逃してしまいましたが、珍しく真剣に働くペルー人のアート魂（もしくは賞金

魂！？）を見て満足。「なんだ、やればできるじゃん」なんて心の中でつぶやいてし

まう。 

さて、食フェスタですが、食材のテーマは「アンチョビと巨大イカ」どちらもパイタ

で大量にとれ、日本にも輸出されています。しかし、普段パイタで食卓に並ぶこと

はほとんどなく、レストランのメニューにもないという不思議な食材。なぜか、という

謎は食べるとすぐ解けました。味が、う～ん、いまいち。チョコレートの中にアンチョ

ビを入れた工夫作や、ペルーの王道料理セビッチェや揚げ物まで多様でしたが味

が雑。どうりで普段みんな食べないわけだ。 

パイタは新鮮な魚であふれています。イカにたこ、鯖や鯵もセビッチェというレモ

ン締めで生で食べられてしまいます。 

しかし、なんといってもおいしいのはメロ。ペルーではメロこそは上品でおいしい魚

で、タイは中級魚だと言われ、まさかと思っていました。が、確かにメロうまい。 

鯛ほど味が濃くないんです。なので 初は何か物足りないなぁなんて思っている

と、弾力のある分厚い身はかみ締めるほど魚の甘みが口の中に広がっていきま

す。後味も癖なくさっぱり。 今ではレストランに行けば「メロのセビッチェ！ポル

ファボール！」です。 

MUTTSUNN通信 

mutsumi 
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こんにちはメキシココラム第２回目です。  

 

今回は前回もお話したチレを使ったメキシコ料理に欠かせない物！ 

サルサ(チリソース)のお話です。 

 

メキシコには何種類のサルサが存在するのか・・・多すぎてまったくわかりませんが 

行った先々でそのお店や家庭のオリジナルの味が楽しめます。 

サルサの基本形はあるのですが、個々アレンジされていることが多くまた辛さも違うので他の所で辛

くないサルサロホ(赤いトマトベースのソース)が 

別で食べると飛び上がるほど辛かったり・・・食べてから何度も口から火を吹きました。 

タコス屋さんなのにサルサの種類や味を売りにしているお店もあるし 

大衆居酒屋ではサルサとコーンチップスをおつまみに飲むこともよくあります。 

それほどサルサの味って個性がでるし、それが癖になるっていうか・・・重要なんですね。 

 

今回は日本で手に入る食材を使って作るサルサをご紹介したいと思います。 

手軽に出来るので多く作って保存して置くのもいいかもしれません。 

 

 

アーモンドとトマトのサルサ (SALSA  ALMENDRADA) 

 
☆材料 

 

 ホールトマト缶  1缶  

        （完熟トマトがあれば生で作るのが美味しいです！） 

 トマト小      1個 （風味付けのため） 

 アーモンド    １０個～１８個位 (お好みで) 

 乾燥赤唐辛子  ４本～６本(お好みで調節してください、 

            ４本でもピリ辛です) 

 ニンニク      １片 

 オリーブ油    ６０cc (お好みのオイルで) 

 バルサミコ    ４０cc～60cc  

 砂糖        ひとつまみ 

 塩コショウ     少々 

 

 

奈佐有子さんのメキシコのお話 
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① トマト、ニンニク、アーモンドは 

焦げ目がつくようローストし、トマトは皮を剝きます 

 

 

② 唐辛子を多めの油でいためます 

 

 

③ トマト、アーモンド、ニンニク、唐辛子、砂糖をミキサーに入れます 

上からバルサミコ酢、オリーブオイルを注ぎます 

 

 

 

④ 後に塩コショウをお好みで振り入れてミキ

サーにかけます。 

完全に混ざったら出来上がり 

 

 

 

これだけで！濃厚なアーモンドのサルサが出来

上がり。 

（ポイントは①番ですので必ずローストを出来上

がりの香りと深みが違います。） 

 

もちろんメキシコ料理に合いますが、魚料理やアジア料理とも相性バッチリ 

私はなぜかお好み焼きにかけるのが大好きです～。 

いろいろと試してみてください。 

 

 

 

それではまた次回お目にかかりましょう！次回はメキシコ小旅

行のお話でも・・。 
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「亀岡産ハバネロのブランドマネジメント」 

「亀岡産ハバネロのブランドマネジメント」 

 

私ども君塚ゼミで「亀岡のブランドマネジメント」をテーマに活動してきた半年間。 

亀岡の地域ブランドを上げるために、一体何を“亀岡ブランド”として定着させていくかという

のが 初の議題でした。そんな時、私たちは篠ファームさんのハバネロに出会いました。調

べたところ篠ファームさんではハバネロを全国で唯一国内大量生産しているとのことで、こ

のことをぜひ全国に知ってほしいと思いハバネロを亀岡ブランドであるというイメージで宣伝

しようと決めました。 

 “地域ブランド・イメージを上げる”とは、その土地のイメージや特産品がすぐに思い浮かぶ

かどうかだと思います。例えば、亀岡と言えば“京野菜”“自然豊か”というイメージがあって、

ハバネロが大量生産されているということは私の中で“意外”で“ポップ”なイメージでした。

そしてハバネロは若い人の方が受けがよいのではと思いターゲットは大学生に絞りました。

大学生に向けた宣伝というのは狭い範囲のように見えますが、大学には地方出身者も多く

通っていて、留学生もたくさんいます。そんな彼らに宣伝をして気に入ってもらえたら、それ

ぞれの地元や国に帰った時に「亀岡はハバネロがおいしいよ」と周りに宣伝してくれるかもし

れません。そのためにも普通の宣伝ではなく、記憶に残るような新しい宣伝をしようと思い、

今注目のtwitterを使ってハバネロ雑学やハバネロを絡めた恋愛ストーリーを展開して見てく

れる人すべてを巻き込む参加型の宣伝にしました。 

 これまで私たちの活動は順調に進んできたわけではありません。篠ファームの高田氏と

出会い、プロのビジネス現場を体験し、ターゲットを意識して宣伝しなければならないという

ことを学びました。その体験は私たちの中で「大きな挫折」でもあったし「新しい発見」でもあ

りました。私たちはこのプロジェクトを「ハバネロ大作戦」と呼んでいます。ハバネロで地域活

性化を図る大作戦…なんだかわくわくするような響きだと思いませんか。 終的に「亀岡の

特産品と言えば…？」というアンケート回収をして6割の人が「ハバネロ」と回答するのを目標

にしています。会報誌をご覧のみなさんもぜひ、twitterを見て私たちのプロジェクト「ハバネ

ロ大作戦」にご参加していただけたらと思います。 

 

京都学園大学人間文化学部メディア社会学科 

切通
きりどおし

 亜由美
あゆみ

 

 

 

 

 

 

 

＊TwitterでこちらのIDを検索してください。 

・ハバネロ恋愛ストーリー →Twitter ID:＠habaneroDSS1 「みき」 

・ハバネロ雑学 →Twitter ID:＠habaneroDSS2 「ハバネロ大使」 

 

※twitterの企画詳細はＨＰをご覧ください。 

HP「ハバネロ大作戦」：http://habanero-dss.jimdo.com/ 
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               2012年ハバネロ通信4月号 児嶋きよみ(Office Com Junto主宰) 

      2012年3月24日 Stillwater Tour 報告会 

             at ゲストハウス藤原邸  1:30～3:00 

 

3月7日から12日までの日程で亀岡からのメンバー7名はオクラホマ州の姉妹都市Stillwater

市を訪ねて来ました。メンバーは、オクラホマ州立大学の海外研修プログラムで造園建築学

科の学生(Paul Hsu先生と)が毎年亀岡を中心に来ていますが、その受け入れをサポートし

ていた方がほとんどです。藤原翠子さん(ゲストハウス藤原邸オーナー)・小中千代子さん(ホス

トファミリー)・村上洋子さん（ホストファミリー）・東村陽子さん（ホストファミリー）・中澤直子さん

（globalsessionメンバー・高校卒業したばかり）・亀田博さん（ツアーガイド）・児嶋(Office Com 

Junto主宰)の7名です。共通しているのは、もう一点あります。 

英語を学んでコミュニケーションをし、文化のちがいなどを知りたいという意欲のある方達で

す。この参加者のためにStillwater市とオクラホマ州立大学(OSU)は共催で事前にmeetingを重

ねながら、さまざまな計画を立てて準備をしていただきました。 

滞在に関わる経費はほとんどこの両者から負担をしていただきました。 

 

OSUもStillwater市も少しずつ変化してきています。日本人学生が減ってきている代わりに、他

のアジアの国々の学生が増えてきています。内向き思考の日本人学生という話はよく聞きま

すが、それよりも英語をはじめ、学力が不足しているからとの指摘もあります。特に大学は英語

力さえあれば比較的入りやすいのですが、大学院生が少なく、その理由は、自分の意見をディ

スカッションで表現しながら、作り上げていく力が日本人学生が足りないからだと。 

OSUはStudennt Unionという学生のための施設が大改造中でした。ここへ来れば全部できるよ

うにと食堂や勉強室やコミュニケーションルームなど充実してきています。 

短い期間でしたが充実した行程表を造園建築学科のPaul 

Hsu先生を中心に立てていただき、Meetingを重ねてそれを

実行していただきました。その詳しい内容をご覧下さい。ま

た、行ってみたいと思われた方は、児嶋までご連絡下さい。 

 

3月7日（水） 

 

伊丹空港発２：５０p.m.発～成田空港４：１０着   

     （NH2178） 

成田発５：４５p.m.発～ロサンジェルス空港着 

  １０：２５a.m.着 （UA890)） 

ロサンジェルス発12:51a.m.～オクラホマシティ空港着  

５：３４p.m.着（現地時間）      （UA6231）  

オクラホマシティ空港着５：３４p.m.着（現地時間） 

 

← Edmon Low Library 
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  ＊ロサンジェルス空港では荷物を一旦国際線から国内線に乗り継ぐ場合でも出さなけれ 

   ばなりません。出てきた荷物の中で、一人分のタグがなぜか外れていました。荷物を 

   国内線のところに入れようとしたときに発見され、こんどは外部から乗る時の案内所まで 

   ごろごろと曳きながら半分走りました。途中、長蛇 の列を。「時間がないのです」と言い 

   ながら人をかき分けて係員が連れ出してく れたり。ようやく預けて飛行機に乗ったら、 

   その飛行機が小さくて、左右2人づ つの4人が一列で真ん中に通路が一本あるだけで 

   した。大きな人が通路を歩くと もう誰も通れません。オクラホマまでは、3時間の旅で 

   2時間の時差があります。 
 
  空港には、姉妹都市委員長のLarry Jonesさんが10人乗りVanで迎えに来てくれました。   

  このVanもOSU国際部長のTim Huffさんのアレンジでずっと無料で提供していただき 

  ました。途中、カフェテリア方式のレストランで温野菜たっぷりの夕食を食べて昼食抜きの 

  おなかが満腹になりました。Stillwater市内のAtherton Hotelへ   

   (stillwater～Oklahoma Cityは1.5時間ほど)このホテルは、stillwaterの観光案内の 

  インターネットなどには載っていないのですが、OSU構内にあり、以前は大学当局の 

  経営だったと思うのですが、民間委託され、いまは、とても食事がおいしくなり、なにより 

  ビクトリア調の室内の調度品がすばらしいのです。ツアーコーディネーターの亀田さんは 

  3泊し、とても気に入っていました。Atherton HotelもTim Huffさんのアレンジで格安の 

  ５０＄程度の料金で宿泊できました。 

 
Atherton Hotel 

住所：H103 Student Union Stillwater, OK  

74078 

tel: (405)744- 6835 

 
  Tim Huffさん：1990年～2年間OSU-K助教授として赴任・ 

  奥さんのCrystalさんは、OSU-Kの秘書でした。 

  現在は、Timさんは、OSUの国際部で留学生の担当部長 

  奥さんもOSUの職員。 

  Larry Jonesさん：元OSU教授・ 

               Stillwater姉妹都市委員会委員長 

  2011年日本の文部省より表彰を受ける 
 
3月8日（木）（午前中:見学）(午後：歓迎会)(夕食：持ち寄りパーティ) 
 
8:00 朝食 Ranchers Club （Atherton Hotel）  

      ここの朝食は、以前の大学内ホテルの時より数段上等になり、ビュッフェ形式で 

      おいし いフルーツやパン・飲み物がいっぱいでした。びっくり！ 

8:50 Stephanie さんが児嶋を迎えに来てTeam Radioへ 

9:00 ラジオインタビュー Steve Danielsさんとのトークショーです。 
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Steveさんは、明るい男性で音楽をかける合間に、我々とジョークをとばしてばかりでした。stillwater

市コミュニティセンターマネージャーのStephanie（ステファニー）さんとJonesさんと児嶋と3人でラジ

オに出演（ステファニーさんが我々のツアーを紹介し、Jonesさんが姉妹都市関係を紹介。わたし

は、質問に答えます。 

JonesさんもStephanieさんも「緊張でいっぱい」というので、「じゃあ、わたしは、どうしたらいいの？」 

と言って笑っていました。Stephanieさんはとても上手で、難なくこなし、笑いながらあっという間に終

わってしまいました。 

当日は、生放送でしたが、次の日には、もう一度再放送されたようです。 

 

9:30  Stephanieさんが児嶋を連れてホテルへ 

9:45  チェックアウト 

10:00 国際学生会（ISS）とのmeeting（Tim Huff・Naho Timson） 

10:30～11:30 OSU見学                             

    ここで、Tim Huffさんが登場 あまり大きな声の人がいるなと振り返ったらそこにTimさんと 

    通訳のNaho Timsonさんがいました。Nahoさんは日本出身でOSUを卒業し、一旦日本に帰 

    国した後、再度渡米し、就職・結婚・出産を体験し、ひとりのぼうやのお母さんでもあります。 

   Student union（大学の学生会館のようなもので、ここですべての事務・ 

     食事・相談などができるように改築途中でした。）/  

   Boone Picken's Stadium  （アメリカンフットボールスタジアム） 

    OSUはアメリカンフットボールの強豪で大きな試合が毎年開催され、 

    多くの観衆が集まります。会場は改築され、風よけにスタジアムの 

    観客席が上に伸び、ガラス張りの席がとても増えていました。 

    Ｗｅｓｔ Ｗａｔｋｉｎ‘ｓ Ｃｅｎｔｅｒ 見学（フットボールのミュージーアム 

    やOSUの歴史博物館のようなところで、NAHOさんもはじめて来たと 

    言っていました） 

12:00～1:20 昼食(スープとサラダ）  West Watkin's Center内の部屋で立派なサ  

    ンドイッチランチが用意してあり、国際関係学部のあいさつがありました。「今後もStudy  

    Abroard Programを継続していきたい」とHenneberry部長からのお願いがありました。    

   (スポンサー：国際関係学部) Dr.Henneberry & Jim Shideler  

1:30～  市役所へ移動し、新市長と面会しました。なんと2日前に選挙があり、3人の立候補者の 

     中から選ばれた方です。まだ、お若い方ですが、学生ではありません。現市長は、OSU学 

     生で、また、学生に戻るそうです。 

市役所とコミュニティセンターのレセプション(歓迎会) 

ドラムコンサート（和太鼓に似ていますが、マレーシアの太鼓だそうです。ですが、Tシャツには

漢字がいっぱいで中国語のようでした。）10人くらいの男女のアメリカ人グループが市役所の階

段を使って演奏をしてくれました。 

姉妹都市委員会(Larry)＆コミュニティセンター（Stephanie Gudgel）主催 

 

3:00 Wondertorium見学(子ども博物館)(LarryとNancy Simpson) 

子どものためのいろいろな国の紹介や遊びがいっぱいです。日本のコーナーも 

あり、ざぶとんに座ってままごとなどが楽しめます。日本人会の学生達がよくボランティア

で活動に来てくれるのでとてもうれしいとNancyさんから聞きました。 
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5:00 ポトラック夕食会(持ち寄り)  コミュニティセンターで 
   姉妹都市委員会・コミュニティーセンター・日本人学生会・OSU造園建築学科主催   

       バンド演奏（Ray＆Friends) （Naho Timsonもメンバー） 

    Jonesさんの司会で始まりました。 

    現市長も元市長のミラーさんも参加（市役所からのプレゼントを贈呈） 

    ここにIOWA Tribeも招待されていて、日本からのツアーメンバーに一人ずつイーグルの羽が 

    プレゼントされました。（はじめてのことのようです。アメリカ人もびっくりしていました。） 

    後にツアーメンバーの自己紹介が始まりました。 

    英語も日本語も交えて、なかなか達者なので、始終笑い声が起こりました。 

      

    児嶋は、1990年ころからのOSU-K時代からの友人にお会いできた喜びを話しました。 

    Dr.Sare夫妻・Dr.Bertholf夫妻・TimとCrystalさんとお嬢さん・Dr.Jones夫妻・Dr. Pauline  

    Kopecky そしてホストファミリーで亀岡に来たことのある方々でStillwaterに在住している人 

    はほとんど全員がパーティーに来てくれていました。そして、今回は、Paul Hsu先生の海外 

    研修で以前に参加した学生も何人も参加していてよく話をしました。 

 

8:00 ホームステイへ   

   ホストファミリーお迎え  亀田さんは、ホテルへ 

初めてのホームステイです。一人でステイする 

3人は緊張感もあったはずですが、あっという 

間に消えました。児嶋・藤原・小中の3人は、 

旧知のPaul Hsuさん宅へ気軽におじゃまし 

ました。 

日本と同様に、玄関で靴を脱ぎ、スリッパに 

履き替え、リラックスできました。3部屋の 

ゲストルームがある家で、お茶を飲んで、 

自室にこもり、シャワーを浴びて、ベッドへ。 
   

3月9日(金) 
7:00 朝食 各ホストファミリーでHsuさん宅の3人は、小中さんが 

    初に起きて、Hsuさんは朝食を用意し、児嶋・藤原の寝 

    込んでいるのをお越しに来ました。寝過ぎてびっくり。 

10:00 ホストファミリーは、ゲストをコミュニティーセンターへ送る。 

スーパーや市内見学の予定を変更して、 

     IOWA Tribe of Oklahomaへ 

   昨晩帰り際に、Jonesさんたちから、「せっかく招待されたのだか 

  ら、IOWATribe へ行った方がいい」と言われ、その気になったの 

  です。「アメリカ 人でこの地に長く暮らしている人も呼ばれたことが 

  ないので、知らないからこの機会を逃すのはもったいない」と多く 

  の人たちから行くように勧められたのです。中澤直子さんも 

  Latashaさんが仕事に行ったので、同行し、村上洋子さんも一緒 

  です。勧められた通り、とてもめずらしいイーグルの保護区で、病 

  気のイーグルのリハビリテーションでもありました。 
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 別れ際に、プレゼントがあるので、ギャラリーへ一緒にと言われ、車でついていくと、なんとネイ

ティブアメリカンの民芸品の売り場でした。プレゼントもいただきながら、民芸品の買い物も楽しむこ

とができました。なにしろ、保護区なので、いっさい税がつかない値段なのです。フェルトのカウボー

イハットが10ドル・手作り鞄が10ドルなど。本物のトルコ石のペンダントなどが20ドルなど。それぞ

れがゆっくり買い物の時間もとれ、プレゼントにいただいたTシャツは、家に帰ってよく見ると背中に

も美しいイーグルの模様がありました。 

＊東村陽子さんは、middle schoolへ 

1:00 昼食 Hide-Awayでピザを Kite展示by Richard とMarti Dermer 

     おいしいピザ屋さんでまたまた姉妹都市委員会主催の昼食会です。 

     そこの経営者夫妻がアメリカ風凧の制作を店でしていて、凧作りワークショップが急遽ありまし 

     た。絵を写し取り、切り取ってセットしてあるビニールであっという間に小型の凧が完成し、 

     日本へのおみやげになりました。 

 

2:30 OSU植物園で  OSU：Kim Toscanoさん案内 

     Kimさんは、OSUの植物園での仕事もしていて、2年前にPaul Hsuさんの海外研修プログラ 

     ムにビデオ制作ディレクターとして参加していました。旧知の間柄です。ここでは、松の手  

     入れ方法を参加者の藤原さんから実地に習っていました。 

     そこに、こんどは、Pauline Kopeckyさんの自宅の日本ルーム訪問の時間が迫り、ホスト 

     ファミリーのNancyさんの車で3人（児嶋・藤原・小中）だけ行くことになりました。 

     そこでまたびっくり！5年ぶりにPaulineさんの腰が痛み出し、朝からめまいがして倒れそうな  

     のです。あわてて藤原さんの気を入れてもらうようベッドに横になりました。すぐに効果があ 

     らわれすやすやと寝息が漏れてきました。 

    そのまま、3人とNancyさんは、そっと皆が待つコミュニティーセンターへ。 

 

5:00 コミュニティセンターへ各ホストファミリーがお迎え 

   またまた、お別れです。 

 

6:30 ＊直子さんは、LatashaさんとTulsa市のコンサートへ・Tulsa市で一泊 

     次の日もホストといっしょに  帰りはみんなと美術館で合流し、いっしょにStillwaterへ戻る。 

  ＊村上さんと東村さんは、Nancyさん・Beckyさんと一緒にエスキモージョーのレストランへ。 

     その後ジャズコンサートへ(OSUキャンパス内) 
＊小中さん・藤原さん・児嶋はPaul Hsuさん宅でポトラック夕食会へ 

 

    帰宅するともうタイ人留学生が外でお待ちかね 

   です。 

   すぐに、皿の用意をはじめ、あっという間にパー 

   ティー会場に模様替え。 

   テーブルには布が掛けられ、台所の調理台には 

   順に皿がいくつもいくつも届きます。 

   日本人の私たちは、インスタントのおこわや混ぜ 

   ご飯をレンジにかけ、ちいさなおにぎりを作りまし 

   た。日本のお菓子もいろいろ皿に盛って、飲み物 

   はアイスボックスの中にいっぱいです。 
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   少し遅れて昨日のKim さんがもうひとりの海外研修教員であったマイケルさんと登場し、 

   着物を持って来て着せてと言います。青いスカーフを半襟にし、長い方のスカーフを半幅帯 

   の代わりにしてできあがりです。スレンダーな体型なのでよく似合っています。 

   着物は、ゲストハウスでそのときに開催していたリユースの会主催で、100円で出品していた 

   物です。 

   毎年学生達は、たくさんのお みやげをこのリユースの会から買って帰ります。洋服・着物・靴・ 

   バッグなどいろいろです。イベントがあるごとに、リユースの会も開催中です。 

 

    過去のOSU参加学生達も大勢参加しました。  ブラッドリー君は、だれとでも強くハグする 

     学生でしたが、今回も全く代わらず、そのままの彼でまたまたびっくり。Kimさんと同行して 

     いたカメラマンのケビンさんもお父さんや子どもさんや奥さんも連れてみんなで参加してい 

     ます。 

    タイからの交換留学生も  Hsuさんは、日本のあと、タイのチェンマイ大学で研修をしていま 

     すが、タイからのOSUへの留学生の短期留学生もよくめんどうを見ています。そのため、 

     タイ人学生はいつも料理上手の学生が何皿も持ち寄り多彩なポトラックになるそうです。 

    日本人学生会メンバーも  今回は日本人学生会がよくまとまっていて、東北大震災後のアメリカ 

     からの支援活動によく動いていました。今回も新しいデザインのTシャツを作成し、義援活 

     動をしています。 

     私たちも支援のTシャツを30枚予約しました。5月には、会長の水城悠君が帰国するので 

     実物が到着するはずです。 

     その折には、Tシャツを買って支援の輪に加わってくださいね。 

       1枚1900円です。アメリカ製のなかなかのデザインです。お楽しみに 

 
3月10日(土) 

7:00 ホストファミリーと共に朝食   

      朝起きて、味噌汁を作り掃除もしようと思っていたのに、今朝は3人とも寝過ぎてPaulさん   

      に起こされました。なんと言うことでしょう。 

      亀田さんも東村さんも村上さんもPaulさん宅へ集合してきました。 

8:00 Tulsa市の：Philbrook Art Museumと Gilcrease Museum of Western  

    and Native American Artへ 

   Tulsa市に二つの大きな美術館への小旅行です。Phibrookでは、ロダンやピカソの美術の 

     教科書に載っている本物にぎょっとするほどびっくりしました。特に、京都市芸大で何年も 

     単位修得で講義を取っている村上洋子さんは、感激の連続でした。Gilcreaseでは,  ネイ 

     ティブアメリカン芸術のすばらしいアートがいっぱいです。児嶋はTulsaに来るたびに訪れ 

     ていたので、今回は是非、みなさんをお連れしたかったのです。（Paul Hsuさんと 

     Beckyさんの２台の車で） 

     途中、直子さんと、Latashaさんは、両親宅にホームステイしているブラジル人留学生と 

     ともに２番目の美術館で合流 

     「日本語が聞こえてきてうれしい！」と言って直子さんが小中さんに美術館の一つの部屋で 

     抱きつきました。 
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４:00 TULSAを出てStillwaterへ。  途中、ウオールマートに立ち寄り、簡単なお菓子の 

     お土産を短い時間でまとめ買いを完了。すでにPaulさん宅でJonesさんがVanで 

     お待ちかねでした。 

6:00 Paulの家からオクラホマシティのホテル方面へ 
      Paulさんへのお礼もそこそこに全員で 

     オクラホマシティのホテルに向け出発 

    ルート６６（交流会館の新聞にJonesさんの 

    記事が掲載されています）を経由してポップ 

    モダンレストランに立ち寄り、アメリカの炭酸 

    水の瓶の山を見ながらカフェテリアで夕食を 

    取り、ホテルへ 

    Jonesさんは期間中ずっとVanの運転手でした。 

    OSUの名誉教授ですが。                                                

                                             Student Union 

Ramada Oklahoma City Airport North へ  

 次の日から夏時間になるので大混乱の予想あり。  

 

3月11日(日) 5:00a.m.（夏時間に合わせて） ホテルから送迎バスで空港へ 

  オクラホマシティ空港発7:11a.m.～サンフランシスコ着９：０７a.m.（時差オクラホマ

と２時間） サンフランシスコ発１１：３６a.m. ～ 

UnitedAirline同士の乗り換えは、出国は大変簡単で、かなり余裕がありました。 

残っていたドルでの買い物もできました。 

 

3月12日（月）   関西空港着３：４０p.m. 

       「はるか」に乗って京都へ 京都につく直前に電車が止まり、何事かと心配しましたが 

    少しだけ遅れてようやく到着し、うどんを食べて亀田さんと別れ、一路亀岡方面へと 

    帰路に着きました。 

 
 

 

 

 

  

  Office Com Junto  児嶋きよみ 
  tel：0771-23-6579 ０９０－５６７５－６５７２ 

  e-mail：kiyomi-kojima@gaia.eonet.ne.jp 
 〒京都府亀岡市古世町１－２－４１ 



〒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 

「ししから丼」 
 

 

材  料     しし肉  キャベツ   玉ねぎ  

         ハバネロ味噌   酒   味醂  

 
作 り 方     しし肉にハバネロ味噌を塗り暫くおく。 

        キャベツはざく切り、玉ねぎも太めの 

        スライス、 鍋に野菜を入れしし肉を 

        乗せて、酒、味醂を入れて蓋をして、 

        火をつけて、蒸し煮する。 

        丼にご飯を入れその上にしし肉、野菜をのせる。 

        好みでネギやしょうがを乗せる。 


