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煮込み料理はおまかせ！鍋カバー続々入荷
FROM インド ・ カルカッタより
毎日のように活躍する鍋カバー。
出かける前に仕込んでおけば、帰った時には煮ものができて
出かける前に仕込んでおけば、
帰った時には煮ものができて
いる保温調理用の優れものです。 光熱費の節約も嬉しい。 カ
ルカッタ在住の豆料理クラブ会員からフェアトレードで何か作りた
いのだけれど相談され、会員有志と作った楽天堂のオリジナル
いのだけれど相談され、
会員有志と作った楽天堂のオリジナル
商品。 リサイクルのサリーを活用した美しい裂き織りです。 赤
系、 黄色系、 オレンジ系、 エンジ系、 ワインカラー系、 グリー
ン系などおおよその色をご指定下さい。裏は生成でリバーシブ
ン系などおおよその色をご指定下さい。
裏は生成でリバーシブ
ル、 小さく収納できます。 プレゼントにも喜ばれます。 2940
2940円
円

文字さんから寄せられた感想
先日はゆっくり、 ゆっくり、 鍋カバーを選ばせて頂いて有
り難うございました。
とても、 デザインも良く、 機能的でニコニコしながら、 使
わせていただいています。筑前煮を作ったのですが、
わせていただいています。
筑前煮を作ったのですが、本当
本当
に、 じっくり味がしみこんでいきました。
お料理の腕前に自信がない人でも、失敗知らずになるで
お料理の腕前に自信がない人でも、
失敗知らずになるで
しょう！私も大助かりです。
丁寧に作られた商品で、どの鍋カバーも本当に綺麗で目
丁寧に作られた商品で、
どの鍋カバーも本当に綺麗で目
移りしてしまいました。 私は、 赤と緑が入ったものと赤と
ベージュをの組み合わせを２点頂いたのですが、 自宅に

豆ランチパーティー
1/24 （日） 〈スリランカ 人と料理〉 ゲスト ： ミレさん＆正
木さん夫妻 時間 ： 11 〜 15 時 会場 ： 共同作業所サリュ
（楽天堂歩１０分） 会費 ： 豆料理クラブ会員＆一般
豆料理クラブ会員＆一般1500
1500円
円
一品持ちより歓迎！ 前々日までにご予約下さい。
2/11 （木 ・ 祝） 〈フェアトレードって何？──生活の豊かさ
を犠牲にしない経済〉 （仮） 豆ランチパーティー at 鳥取市
ゲスト ・ 日下部伸行さん （ウインドファーム） 時間 ・ 場所
等は未定です。 主催者の水越屋 ・ 和田敏宏さん （豆料理
クラブ会員 TEL0857-22-3548
TEL0857-22-3548））までお問い合せ下さい。
舞ワークショップ 講師 ： 室野井洋子さん
1/31 （日） ○、 3/2 （火） ●、 3/30 （火） ●、 5/30 （日）
●、 6/28 （月） ○、 7/27 （火） ○
○印＝時間 10-14:30 ●印＝時間 15-19:30 会費 ： 4000
円 （初めての方 2500 円） 要予約 一品持ちより歓迎！
年末年始の営業のご案内
年内は 12/26 （土） まで、 新年は 1/7 （木） より営業
「いつもおいしいお豆さんをありがとう
ございます。 黒豆や五目豆等甘いお
豆が苦手な娘がインターネットで探した
楽天堂さん！お陰様でお豆料理のレ
パートリーが広がりました。お豆さんと
パートリーが広がりました。
お豆さんと
野菜をほとほとと煮るだけでこんなにお
いしいおかずが出来るなんて！なんて
すてきな事でしょう。 しみじみとおいし
いお豆さん達、 おいしいおいしいと家
族で味わっています。 感謝です。」
（木幡さまから頂いたお葉書より）
『らくてん通信』 のバックナンバーはホームページに掲載

らくてん通信
exchange@rakutendo.com 編集長 ・ 高島千晶

豆ランチパーティー
持って帰って、 置いてみるとやっぱり、 両方良かったで
す。
多分、どの色を選んでも、
多分、
どの色を選んでも、しっくりきたな！と感じました。
しっくりきたな！と感じました。
沢山の色が入っているからでしょうか？とても、温かみの
沢山の色が入っているからでしょうか？とても、
温かみの
ある、 心のこもった商品ですね。
早速、 頂いた鍋カバーの取り扱い説明書にのっていた
白いんげん豆のりんご煮を作りました。 とても、 美味しく
て簡単でびっくりしました。冬の定番、
て簡単でびっくりしました。
冬の定番、デザートにします。
デザートにします。
週末、 お友達が遊びにきてくれるので、 よく、 お豆の
入ったスープを作るのですが、 みんな一応に、 美味し
い！といってくれます。 そして、 豆を戻して、 料理する手
間に驚いてくれます。
私も最初は、 お豆を戻して ・ ・ というのが、 本当に大変
そうに思っていたのですが、 やってみると、 とても、 簡単
で、 美味しい！ お料理好きに拍車がかかりました。
皆様、 今なら、 鍋カバー沢山あって、 選べます。 遠方
の方も、好みの色をお願いすると素敵なものが届くと思い
の方も、
好みの色をお願いすると素敵なものが届くと思い
ます。 毎日使うのが、 嬉しい道具に出逢えました。 あり
がとうございます。

■今回は、 「ねんど物語」 と 「商売の楽しみ」 の２つの連
載をお休みしました。 ３月発行予定の次号には掲載しま
す。
■日が暮れるのが早く６時には真っ暗。外から帰ってきた
■日が暮れるのが早く６時には真っ暗。
外から帰ってきた
息子に 「もうできるよ」 と声をかけ、 夕飯の最後のしあげ
をします。
いただきますをすると、 息子はふがふがと鼻音をならし
て、 息つく間もなく食べます。 途中、 カリフラワーとかぶ
のお味噌汁も食べるように言うと、 「後で食べる。 １００％
食べるから。 今はこれ食べさせて」 と言って、 オムライス
に集中します。 この勢いだと、 １人前では足りないと思い
様子を見ていると、 やっぱり
やっぱり「もうちょっと食べたい。」
「もうちょっと食べたい。」 わ
たしのお皿をさしだすと、「いいの？お母さんも食べたらえ
たしのお皿をさしだすと、
「いいの？お母さんも食べたらえ
えのに」 と言いながらも、 すぐにまたすごい勢いで食べ、
そうして食べ終わったら、 気がついた時にはもうストーブ
の前で寝ていました。
皿洗いをしながら、 ふがふがと鼻を鳴らして食べていた
息子の姿が思いだされて笑ってしまう。おっぱいにむしゃ
息子の姿が思いだされて笑ってしまう。
おっぱいにむしゃ
ぶりつく赤ん坊を見たときと同じように、充実して感じられ
ぶりつく赤ん坊を見たときと同じように、
充実して感じられ
る一時です。
今年もあと少し。新物のお豆が次々と届いています。
今年もあと少し。
新物のお豆が次々と届いています。皆
皆
さんの台所仕事がより楽しくなるように、おいしいお豆と通
さんの台所仕事がより楽しくなるように、
おいしいお豆と通
信を来年も届けていきたいと思います。今年一年おかげさ
信を来年も届けていきたいと思います。
今年一年おかげさ
まで無事過ごせました。ありがとうございました。
まで無事過ごせました。
ありがとうございました。皆さま、
皆さま、
どうぞよいお年をお迎え下さい。 （千晶）
■ベトナム解放、 ベルリンの壁崩壊に続いて、 生きてい
る間はありえないだろうと思っていた三つめの事が今年起
こりました。 政権交代です。 次は朝鮮の統一？ （無々々）
http://www.rakutendo.com
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地域に開かれた場をつくる （９ / ２６）
ゲスト・・ 向井 千尋さん （NPO
ゲスト
NPO法人風和代表）
法人風和代表）
道免 洋子
私は今年の３月まで京都市内の小さな共同作業所で働い
ていたので、 同業者としてサリュさん （注） は気になる存
在でした。 今回、 豆ランチパーティーでようやく共同作業
所サリュに行けて、 風和の活動の話が聞けて、 豆料理を
はじめとする美味しいごはんが食べられて、一気に色んな
はじめとする美味しいごはんが食べられて、
一気に色んな
願いが叶って得した気分になりました。
風和は 「誰もが表現できる場を」 を柱に始められたデイ
サービス事業所であり、フリースペースをあわせ持つ、
サービス事業所であり、
フリースペースをあわせ持つ、子
子
供からお年寄りまで気軽に来られる、テーマの通りまさに
供からお年寄りまで気軽に来られる、
テーマの通りまさに
「地域に開かれた場」 のようでした。
日々の活動内容をスライドを交えて、 向井さんがわかり
やすく説明してくださったのですが、 ギャラリーを開設した
り、 『殯の森』 の上映会を開いたり、 コンサートをしたり、
園芸のワークショップをしたりと実にバラエティーにとんだ内
容で魅力的でした。
ギャラリーは絵本作家のスズキコージさんの作品展や、
地域のおじいちゃんおばあちゃんの宝物展、 ３６５日絵日
記を付けている方の絵日記展など「見たい！」
記を付けている方の絵日記展など
「見たい！」と思う企画
と思う企画
ばかりでした。 スズキコージさん本人を呼んでお面作りの
ワークショップをして、さらにそれを被って地域を６０人程で
ワークショップをして、
さらにそれを被って地域を６０人程で
ねり歩いたという話や、 冷房設備のない体育館での夏の
上映会に、 予想以上に人が集まり 「熱中症になる人が出
るのでは？」 とあせっていたら、 氷柱を何本も用意してく
ださる方がいたり、行政が団扇を貸してくれたりして、
ださる方がいたり、
行政が団扇を貸してくれたりして、あと
あと
は冷たいお茶を用意して乗り切ったという裏話に笑いがこ
ぼれていました。
向井さんご本人に話を聞くまでは、NPO
向井さんご本人に話を聞くまでは、
NPOを個人で立ち上
を個人で立ち上
げてユニークな事業をしている、 いかにも 「実業家」 のよ
うな方が来られるのかなと勝手に想像していましたが、参
うな方が来られるのかなと勝手に想像していましたが、
参
加者に囲まれて風和のことを語る向井さんはとても親しみ
やすい雰囲気でした。 風和のありかたや活動を聞いてい
ると、 私などからすると 「こんな夢のようなことが現実に起
こっているデイサービスがあるなんて！」 と驚きと感動で
いっぱいになりましたが、 向井さんは 「自分がやりたいと
思うことをやっているだけ」 「イベントで人が集まらなくても
自分が楽しかったらそれでいい」「いろんな人に助けてもら
自分が楽しかったらそれでいい」
「いろんな人に助けてもら
いながらやっている」という姿勢で、
いながらやっている」
という姿勢で、たんたんと語っていま
たんたんと語っていま
した。
向井さんのような働き方、 生き方は素敵だなと心がら思
えました。 だからといって 「向井さんだからできるんだ」 と
諦めのような引け目を感じることなく、もちろん向井さんだ
諦めのような引け目を感じることなく、
もちろん向井さんだ
からできたことは多分にあると思いますが、もしかしたら夢
からできたことは多分にあると思いますが、
もしかしたら夢
というものはこういうふうにして実現していくのかもと希望の
ようなものを感じることができました。
風和の話を聞いて、 たくさんのおいしい料理を頂きなが
ら、 豆料理クラブのことを全く知らなかったけど豆ランチ
パーティーを存分に楽しんでいるサリュのメンバーとも話が
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〒 602-8354 京都市上京区下立売通七本松西入
西東町３６４−１４ （アスニー ・ 中央図書館北）

TEL ：(075)811-4890 FAX ： 020-4665-6740
営業日 ： 木金土曜 （祝日休） 時間 10-19 時

メーリングリスト 〈１００年計画〉 より

（どうめん ようこ）

できて、人から料理か
できて、人から料理か
ら場から、 じーんと温
かい気持ちをたくさん
もらいました。
その日の夜、 豆ラン
チパーティーに誘った
けれど子供の運動会で参加できなかった友人に、 風和の
パンフレットと通信を渡し、豆ランチパーティーの話をしまし
パンフレットと通信を渡し、
豆ランチパーティーの話をしまし
た。 友人は最近シングルマザーになって、 実家に帰るた
め近々京都を離れるのですが、 「私がこれからやりたいこ
とはこういうことなのだ」と思いを語りながら食い入るように
とはこういうことなのだ」
と思いを語りながら食い入るように
パンフレットを見ていました。
二人で風和の写真を見ながら、 気持ちがあればきっとこ
うやって夢が形になっていくのではないかと、自分たちはま
うやって夢が形になっていくのではないかと、
自分たちはま
だまだこれからだけど風和をヒントに根拠のない自信でもっ
て励ましあいました。 そして、 一緒に風和に行ってみよう
と約束しました。
向井さん、体調不良にも関わらず楽しい夢のある話をあ
向井さん、
体調不良にも関わらず楽しい夢のある話をあ
りがとうございました。きっとまだまだ語りきれなかったこと
りがとうございました。
きっとまだまだ語りきれなかったこと
はあるんだろうなと思いながら、風和に行ったら、
はあるんだろうなと思いながら、
風和に行ったら、もっと体
もっと体
全体で風和の良さを感じられるのではないかと思いました。
土曜は神戸に帰らず、また別の友人宅に泊まったのです
土曜は神戸に帰らず、
また別の友人宅に泊まったのです
が、 たまたま 「丹波篠山まちな
みアートフェスティバル」 という
パンフレットをめくっていたら、
向井さんとパートナーの大月さ
んの写真を発見。 朝から晩ま
で 「風和」 な一日でした。
（注） サリュ
サリュ：：様々な原因で心を
病み生活がしづらくなっている
女性のための共同作業所。 楽
天堂で販売している豆料理キッ
トのラベル貼りなどの内職もして
もらってます。

大阪 ・ 在日 ・ コミュニティー （12/ ６）
り
かずな り
ゲスト ・ 李 一成さん （そら施術院院長）
高島 千晶

（たかしま ちあき）

昨日の夜、 李さんの豆ランチパーティーのレポートがお
布団の中で浮かんできたので、それをそのまま書きます。
布団の中で浮かんできたので、それをそのまま書きます。
（以下、 カッコ内の 「コメント」 は李さんからいただいた補
足です）

らくてん通信 第４８号

らくてん通信 第４８号

黄金の味＋ふろふき大根

李さんにはおばあさんがいました。李さんを連れて野の草
李さんにはおばあさんがいました。
李さんを連れて野の草
を摘みに出かけることがよくありました。 おばあさんは、 食
べられる草を見つけると素早く摘みました。 その時代の人
は皆、 貧しかったからそうだったのでしょう。 草を見つけて
顔を輝かすおばあさんは、今の時代のわたしたちにはない
顔を輝かすおばあさんは、
今の時代のわたしたちにはない
生きている実感のあった世代だろうと思います。
李さんのおばあさんはチェジュ島 （斉州島） の出身でし
た。島の話を李さんにすることはなかった。
た。
島の話を李さんにすることはなかった。（（僕のなかで韓
国に触れることができたのは、済州島で生まれ育った祖母
国に触れることができたのは、
済州島で生まれ育った祖母
（ハルモニ） と接する事だけ。 祖母とふるさと （故国） につ
いて一度も聞いた事がない。）） おばあさんはなくなる１週間
いて一度も聞いた事がない。
前に、 「もう歩かれへんからおぶって」 と李さんに言いまし
た。 李さんは背中におぶったその重みを忘れません。 （僕
が祖母を背負った時の感覚、祖母が死をむかえ流した一す
が祖母を背負った時の感覚、
祖母が死をむかえ流した一す
じの涙、 僕の体に刻みこまれている。
僕の体に刻みこまれている。））
李さんのお父さんは李さんが小学校３年生の時、 兄弟３
人を呼びつけて話をしました。（（兄弟は姉と兄と弟です。
人を呼びつけて話をしました。
兄弟は姉と兄と弟です。弟
弟
は六つ下でまだ小さかったので呼ばれなかった。）） 「おまえ
は六つ下でまだ小さかったので呼ばれなかった。
らは朝鮮人や。 これから先、 差別される。 しっかり勉強す
るように。 勉強すれば差別されない。」 李さんは差別という
のが何のことかわからなかった。 「差別って何？」 「今にわ
かる」 とお父さん。
李さんはスパルタ学習塾で一生懸命勉強して、有名な私
李さんはスパルタ学習塾で一生懸命勉強して、
有名な私
立中学に合格しました。 李さんの家では、 中学校に入った
ら、 通名ではなく本名を名乗るという不文律がありました。
もし、 今まで通ってきた公立小学校の仲間が通う公立の
中学校に行って、 それまでの 「民野」 をやめて 「李」 と名
乗るとしたら、多少の抵抗はあったでしょう。
乗るとしたら、
多少の抵抗はあったでしょう。（（名乗ることを
かくしたかった。）） でも、 あたらしい環境で 「李」 と名乗る
かくしたかった。
ことはたやすかった。 （たやすくなかった。 自分自身なじま
なかったが、最初から俺は朝鮮人だ、
なかったが、
最初から俺は朝鮮人だ、だから何みたいな態
だから何みたいな態
度。）） 「李です」 と新しい仲間に名乗って、 李さんは差別さ
度。
れることはありませんでした。 皆、 あたたかく迎え入れてく
れた。
李さんは差別されたことがあったろうかと考えたとき、例え
李さんは差別されたことがあったろうかと考えたとき、
例え
ばこういうことがあったのを思いだしました。 女の子とつき
あっていて、 女の子のおうちに電話して、 お父さんが出て
きた。 「李です」 と言うと、 「李？お前、 だれやねん？」 と
いわれました。 でも、 それは差別だったんだろうか。 知ら
ない男から電話がかかってきたら、 誰にたいしても、 お前
だれやねん？と父親は聞くかもしれない。
差別されないために必死で勉強してきた李さんは、 中学
校で本名を名乗りあたたかく迎え入れられたことで、拍子抜
校で本名を名乗りあたたかく迎え入れられたことで、
拍子抜
けしました。 勉強せえへんでもいいやんかと思いました。
（スパルタ教育の反動？差別されない事実？元々あほ。
スパルタ教育の反動？差別されない事実？元々あほ。授
授
業についていけなくなりました。））通学途中にある難波の町
業についていけなくなりました。
をほっつき歩くようになりました。町を歩くと、
をほっつき歩くようになりました。
町を歩くと、その年頃の男
その年頃の男
の子は皆そうらしいのですが、 言いがかりをつけられまし
た。ただ目があっただけで、
た。
ただ目があっただけで、「めんち切った」
「めんち切った」と言われます。
と言われます。
李さんは身構えることを覚えました。
中学時代は成績が悪くなっていったので、好きなサッカー
中学時代は成績が悪くなっていったので、
好きなサッカー
をやらせてもらえなかった。 高校に入って、 李さんはサッ
カーに夢中になり、 強くなっていきました。 頭を五厘刈りに
して、目立つ存在になりました。
して、
目立つ存在になりました。（（勉学に厳しい学校は部活

する事を僕に禁じます。 高校に入ると、 中学で部活を禁
じられた僕は、 サッカーに夢中になり、 そのうち他の学校
の先生に名前と顔を覚えられ、 体育会系の教師達に
『李』 と呼んでもらえる事がうれしかった。
と呼んでもらえる事がうれしかった。）） その頃の李さ
んは、 肩で風を切って歩いていたかもしれない。
李さんは高校を卒業すると、 手に職をつけようと思い、
針灸学校に行きました。 その針灸学校を卒業して病院で
働くようになると、 先生と呼ばれました。 しばらくは先生と
呼ばれて気分良く働いたものの、 先生と言われないただ
の自分を味わいたくて、病院を辞めてアルバイト生活に入
の自分を味わいたくて、
病院を辞めてアルバイト生活に入
りました。
李さんは力仕事が好きです。李さんは職場の仲間とトラ
李さんは力仕事が好きです。
李さんは職場の仲間とトラ
イアスロンもやるようになりました。 何キロか泳いで、 １８
０キロ自転車を走らせて、それからフルマラソンをするとい
０キロ自転車を走らせて、
それからフルマラソンをするとい
う競技。 練習で走っていたとき、 自分がいくらでも走れる
ことに気がつきました。 気分がよかった。
でも、 トライアスロンが流行るようにあると、 人を押しの
けて （反則して） でもいい成績をとりたがる人が増えてき
て、楽しめなくなりやめました。
て、
楽しめなくなりやめました。（（気分良くはないが李先生
という事に安住していた自分、仕事において膝が痛いって
という事に安住していた自分、
仕事において膝が痛いって
いう人が次の日に亡くなる現実、生きるって何と自分につ
いう人が次の日に亡くなる現実、
生きるって何と自分につ
きつけ肩書きのない世界・・裸の自分で何ができる？トライ
きつけ肩書きのない世界
アスロン （鉄人レース） にその答を見出そうとしました。 し
かし、 その世界において、 順位やタイム客観的なものに
こだわる一部の選手、自分においてもそうなりつつある事
こだわる一部の選手、
自分においてもそうなりつつある事
に気づき離れていくのである。 実際トライアスロンのゴー
ル前で名前を呼ばれた時、そしてたくさんの見知らぬ人が
ル前で名前を呼ばれた時、
そしてたくさんの見知らぬ人が
あたたかく拍手してくれた時は泣きました。））
あたたかく拍手してくれた時は泣きました。
力仕事の他には、 バーでも働きました。 バーにはたくさ
んの外国人が飲みにやってきました。イラン人が固まって
んの外国人が飲みにやってきました。
イラン人が固まって
やってくると、李さんは思わず身構えました。
やってくると、
李さんは思わず身構えました。人間はわか
人間はわか
らない存在にたいして、身構えてしまうものかもしれない。
らない存在にたいして、
身構えてしまうものかもしれない。
自分も外国人に差別しているかもしれない。わからない集
自分も外国人に差別しているかもしれない。
わからない集
団をひとくくりにして、 おびえているかもしれない。 そんな
ことを感じました。
３０を過ぎて、李さんは自分の住む地域に在日の人が集
３０を過ぎて、
李さんは自分の住む地域に在日の人が集
まれる場がつくりたくて、 ショットバーをはじめました。 お
酒を飲むと、 なかなか普段は言えないようなことを話して
いってくれる。李さんは聞き役になりました。
いってくれる。
李さんは聞き役になりました。李さんは、
李さんは、途
途
中で整体の稽古に打ち込むようになり、 お酒をやめまし
た。お酒を飲まないでも、
た。
お酒を飲まないでも、バーで酒飲みの話し相手をしま
バーで酒飲みの話し相手をしま
した。 （僕のなかでくすぶってる問題。 実際、 生の在日と
触れあう機会があまりなかった事 （弟は民族学校出身）。
梅田で民族学校の出身者がBAR
梅田で民族学校の出身者が
BARをしていてそこに集まる
をしていてそこに集まる
在日の姿を見、地元にもあれば僕自身が触れあう機会を
在日の姿を見、
地元にもあれば僕自身が触れあう機会を
もてる、 酒の場は普段言えない本音の部分で語りあいた
い。 弟と二人で
弟と二人でBAR
BARをはじめました。
をはじめました。
そこで呼ばれるヒョンニ （兄さん） オッ
パ （兄さん） 心地良かった。 在日の
なかでもいろんな考えがあり、 在日と
しての答えをみつけられなかった。整
しての答えをみつけられなかった。
整
体の稽古をしていくうちに俺は外に対
してどう思われるかとか人がどう見る
かばっかり気にして生きてきた自分に

な〜と思いました。
＜ごろごろだいこんカレー＞
ストーブを焚き始めると上がもったいなくて常に鍋をかけ
ておきたい私です。 そろそろお豆や大根の出番ですね。
大根が手に入るとできるだけすぐに一本丸ごと切って、と
大根が手に入るとできるだけすぐに一本丸ごと切って、
と
にかくストーブへ。 （へたに残して結局干からびさせてし
まったことがあります、 ごめんなさい。）
その時の気分で昆布を入れたりいしるを入れてみたりし
ますが、 おでんに進化したり、 キムチ鍋になったり、 時
には飽きられたり ・ ・ ・ 。
今回は、 夜出かけることになり、 子どもたちにレバーカ
レーを作り置こうと思っていたのですが、 ストーブには大
根が！面倒くささともったいなさが相まって、いっそこの鍋
根が！面倒くささともったいなさが相まって、
いっそこの鍋
にすべてをと、 大根を半分取りよけて、 刻んだ玉葱、 レ
バー、 香辛料、 ケチャッ
プすべて入れ、とろみが
プすべて入れ、
とろみが
足りないところはジャガイ
モを摺り下ろして混ぜ、
一 気 に ス ト ー ブ上 で カ
レーのできあがり。
あとは保温カバーを重
ねて夕飯までじっくりしみ
こんでもらいました。 取
りよけた大根もネギみそ
や、 こがねのたれ （後で
出てきます！）でぺろりと平らげられており、
出てきます！）
でぺろりと平らげられており、残りのカレー
残りのカレー
も翌朝には完売でした。 やっぱりふろふき大根は千両役
者だな〜と感心するのでした。
＜こがねの味＞
（番外編 「これは便利」） 実は残り物救済！
筆が遅くて、 原稿完成までいつもご迷惑をおかけしてし
まうのですが、 ネタがなかったら 「これは便利」 なんての
もいいよとの高島さんよりの優しいお心遣いにお答えし
て・ ・ ・。
先日のおっとさんのお誕生日、お祝いは焼き肉に！炭を
先日のおっとさんのお誕生日、
お祝いは焼き肉に！炭を
おこして居間に切り出しコンロを設置、 煙が出ないように
陶板で焼きます。娘の唱える市販のタレの名前に悔しさを
陶板で焼きます。
娘の唱える市販のタレの名前に悔しさを
おぼえ、 「お母さんが作ります！」 と宣言。
ちょうど、 野菜室にひっそりと居た、 酸っぱくて堅くて
放って置かれ、ちょっと傷みかけた梨を発見、
放って置かれ、
ちょっと傷みかけた梨を発見、玉葱と摺り
玉葱と摺り
下ろしていろいろ混ぜて即席のタレ完成！ 「○○の味」
なんかよりよっぽどおいしいと大好評で、これは使える！
なんかよりよっぽどおいしいと大好評で、
これは使える！
と思ってた。
なのに、その後庭のどんぐりの木の下に梨を発見
なのに、
その後庭のどんぐりの木の下に梨を発見（おっ
（おっ
とさんが秘かに土に返そうとしていた！）「こんな宝物を。」
とさんが秘かに土に返そうとしていた！）
「こんな宝物を。」
とヒヨドリに見つかる前に大事に拾ってかえってさっそくたっ
ぷり作ることに。
梨１個と、たまねぎ１個を摺り下ろします。
梨１個と、
たまねぎ１個を摺り下ろします。口当たりを考
口当たりを考
えると薬味おろしのような細かい目のほうが良いです。玉
えると薬味おろしのような細かい目のほうが良いです。
玉
葱をおろすのはなかなか至難の業ですが、 ぼろぼろ涙を
流しながらも、「上を向いて歩こう」
流しながらも、
「上を向いて歩こう」なんかを口ずさみなが
なんかを口ずさみなが
ら楽しくおろすのがコツ？です。（目をつぶっていても料理
ら楽しくおろすのがコツ？です。
（目をつぶっていても料理
できるおろし金、 すり鉢って大好き！ははは！）
そこに、 甜麺醤、 豆板醤、 酒、 醤油 （うちはいつもの

にんにく醤油です）を大さじ１
にんにく醤油です）を大さじ１
杯ずつ入れます。 （でも、 じ
つは豆板醤がもうおしまい
で、 瓶にへばりついたのを
取るために、 お酒を入れて瓶をシェイクしたからどちらも
ちょっと多めです。）ショウガ、
ちょっと多めです。）
ショウガ、ニンニクを好みで摺り入れて
ニンニクを好みで摺り入れて
（うちは醤油漬けのニンニクを３片ほど）、塩で味を調節した
（うちは醤油漬けのニンニクを３片ほど）、
塩で味を調節した
らアルコールを飛ばし、なじむように一煮立ちさせて完成で
らアルコールを飛ばし、
なじむように一煮立ちさせて完成で
す。 さながら 「こがねの味」 とネーミング。 なんだか分量
が書いてあって 「レシピ」 みたい！初めてかも！！ （いつ
もアバウトな私。実は小紺さんのようなちゃんとしたレシピに
もアバウトな私。
実は小紺さんのようなちゃんとしたレシピに
憧れていたんです。）
瓶に入れて冷蔵庫に入れておけばずっと持ちそうな感じで
す。 これもニンニク醤油のように、 つぎたしつぎたししてい
けるかな？梨が終わればりんごに代えられますね。あえて
けるかな？梨が終わればりんごに代えられますね。
あえて
酢と油は入れず、 その時々でゆずを絞り入れたり、 オリー
ブ油やごま油と変えられるのもよいかもしれません。今では
ブ油やごま油と変えられるのもよいかもしれません。
今では
大活躍です。
写真は、 例のふろふき大根にかけてみたのと、 きゃべつ
のおふくろさん（ジッパーつきのポリ袋に入れて即席漬けす
のおふくろさん
（ジッパーつきのポリ袋に入れて即席漬けす
るからこの名前。 この袋はやっぱり便利、 キムチの残り汁
に蕪を漬け 「朱い千枚漬け」 もすぐにできました。） あまり
にも便利すぎる物や、手早いけれど雑な作業はしたくないと
にも便利すぎる物や、
手早いけれど雑な作業はしたくないと
思いますが、 ちょっとだけ
あたまをひねって、便利な
あたまをひねって、
便利な
物を優しく作って暮らしに
活かしていけたらな〜と思
います。 ケガの功名から
生まれることもスパイスか
な〜？
キャベツのおふくろさん

祝島報告会 （10/24
10/24））
― 『DAYS JAPAN』
JAPAN』 編集長 ・ 広河隆一さんをお招きして
楽天堂が仕入れているひじきの生産者 ・ 山口県祝島の人たち
は、対岸に建設されようとしている上関原発に二十数年にわたっ
は、対岸に建設されようとしている上関原発に二十数年にわたっ
て反対運動を続けてきました。 ところがこの１０月、 建設予定地
の海上で、中国電力がだまし討ち的に埋め立て工事用のブイ設
の海上で、
中国電力がだまし討ち的に埋め立て工事用のブイ設
置を強行しました。楽天堂では急きょ、
置を強行しました。
楽天堂では急きょ、この時の様子を取材され
この時の様子を取材され
た広河隆一さんを招いて報告会を持ちました。当日は８０人の参
た広河隆一さんを招いて報告会を持ちました。
当日は８０人の参
加者があり、 会場は満席になりました。 豆料理クラブ会員有志
がボランティアで運営に協力してくれました。
私は広河さんの力の大きさを思いました。中学生の娘に届く言
私は広河さんの力の大きさを思いました。
中学生の娘に届く言
葉と写真でした。「お母さん、
葉と写真でした。
「お母さん、どう思うん？知ってたん？ひどいな
どう思うん？知ってたん？ひどいな
あ。（チェルノブイリの被害者が）
あ。
（チェルノブイリの被害者が）薬ももらわれへんなんてなあ！
薬ももらわれへんなんてなあ！
（放射能のことなど）何でもっと言わへんの？何でもっと何かしい
（放射能のことなど）
何でもっと言わへんの？何でもっと何かしい
へんの？もっともっとしなあかんことあるやん！」 こういう言葉を
聞くと、 知らせる機会を作るのって大事だなあと思いますね。
『デイズ ・ ジャパン』 では継続的に上関 ・ 祝島の報道をしてい
くそうです。 また経営安定のために定期購読者を募っています。
詳しくはホームページ http://www.daysjapan.net/ を。 （千晶）
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野菜のお焼き
生地に甘酒を混ぜ込んで風味と香ばしさをプラス。
［材料］ （直径約 15 センチ２枚分）
好みの茹で野菜 （かぼちゃ、 ブロッコリー、 芋類、 豆類、
人参など） 100g
100g、
、 米粉 60g
60g、
、 野菜の茹で汁 50cc
50cc、
、 甘酒
50g、
50g
、 塩 小さじ１ /4
/4、
、 菜種油 適宜
［作り方］
１） 米粉、 野菜の茹で汁、 甘酒、 塩を良く混ぜ合わせてか
ら細かく刻んだ茹で野菜を加え、 混ぜ合わせる。
２） フライパンを熱して菜種油を薄く引いて
フライパンを熱して菜種油を薄く引いて①
①を半量ずつ薄
く広げて両面を香ばしく焼く。

「リフォーム料理でひとやま当てて！」
なんていわれても その１４
秋も深まり、 北陸は冬に一歩踏み入れたり、戻ったりとい
秋も深まり、北陸は冬に一歩踏み入れたり、
戻ったりとい
う気候でしたが、 比較的お天気の日も多く、 そうそう、 お
月様がとても美しく見られる日が多かった気がします。
月を愛でると ・ ・ ・ やっぱり 「芋煮」 が恋しくなりますよ
ね！おっとさんが伝授されたところによると、 締めは、 残っ
たお汁にうどんとカレー粉を入れ、 カレーうどんにして一滴
残らずいただくのだとか！なぜか芋煮の日に限って出かける
ことが多い私、 忙しく仕込んで出かけ、 戻ると、 本当に一
滴残らず、 私の分もなくなってたことが度々でした。 よい月
は食欲を増進させるのですね！納得です。
＜憧れのサウザンドアイランドソース＞
柔らかくおいしいキャベツが出回り、 ついつい 「思いっき
り千切りキャベツが食べたい！」 と調子に乗って皿一杯に
刻んでしまいます。 しかし、 そんなに一度にたくさん食べら
れるものでもなく、 当然残ってしまいました。
当然残ってしまいました。夕飯に形を変
夕飯に形を変
えて ・ ・ ・ と思い見つけたのが調理台の片隅で寂しそうに
肩を寄せ合ってる熟しきれないミニトマトたち！彩りにもフ
レッシュな味にもちょっと欠けちゃうし、温かいソースにすれ
レッシュな味にもちょっと欠けちゃうし、
温かいソースにすれ
ばキャベツもくたっとなるはず。
そこで、ずっと作ってみた
そこで、
ずっと作ってみた
かった 「サウザンドアイラ
ンドソースホットバージョン」
にすることにしました。ただ
にすることにしました。
ただ
のマヨネーズではつまらな
いから、 絹ごし豆腐をなめ
らかにつぶし、 オリーブオ
イル、 ゆずの絞り汁、 塩こ
しょうで即席マメネーズを作
り、 そこに刻んだミニトマ
ト、 冷蔵庫で干からびかけていた野沢菜漬けをさらに刻ん
で混ぜ、 ネギのみじん切りも入れて火にかけて熱々ソース
をかけてみました。
うっすらサーモンピンクのソースがキャベツに絡んでおいし
かったです。調子に乗っていろんな野菜にかけてみました。
かったです。
調子に乗っていろんな野菜にかけてみました。
写真は蒸し野菜にかけたものです。 ホットサラダは冬の入
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（注）
＊甘酒が入っている生地は焦げやすいので、弱火でじっ
＊甘酒が入っている生地は焦げやすいので、
弱火でじっ
くりと焼く。
＊生焼けを防ぐために野菜はあらかじめ火を通しておき、
薄く焼くのがポイント。
＊野菜は水気の少ないものがおすすめ。 茹で汁はよく
切っておく。

根石 佐恵子

（ねいし さえこ）

り口の心と身体を温めてくれました。
＜タラタラミニピザ （真子編） と仲良し煮 （白子編） ＞
冬と言えば鱈。洋風にも和風にもいろいろ使えて子ども
冬と言えば鱈。
洋風にも和風にもいろいろ使えて子ども
達も大好きですが、今回は子に注目！真子はこちらでは
達も大好きですが、
今回は子に注目！真子はこちらでは
昆布で巻いたり炊き合わせにしてあります。もっぱらスケ
昆布で巻いたり炊き合わせにしてあります。
もっぱらスケ
ソウダラの小ぶりの真子だけの煮付けを食べて育った私
は、 他にバリエーションを知りませんでした。
そこで、ちょっと堅くしまってきたものを刻んでみると、
そこで、
ちょっと堅くしまってきたものを刻んでみると、ま
ま
るでソーセージのようにかわいらしい丸い形に。さっそく刻
るでソーセージのようにかわいらしい丸い形に。
さっそく刻
んだきゅうりや小松菜と和えてみると、 ピンクが映えて彩
りも良く、 旨みも加わっておいしい一品になりました。 た
だころんとした煮付けが、 大変身でうれしくなり、 形から
ソーセージの代替品として活用されることに！
ソーセージといえばピザ？？ちょうど残っていたシュウマ
イの皮を二枚、 間に
チャンジャキムチ （これ
も鱈だ！残ってて良かっ
た！）を塗って重ねベー
た！）
を塗って重ねベー
スにします。 ピザソース
の代わりにチャンジャを
塗り、 刻んだ真子を並
べ、 チーズの代わりに
これまた片隅にのこって
いた自然薯のしっぽを摺
り下ろしてかけオーブントースターで焼くこと２分。 おつま
みにもおやつにもいける一品ができました。 わ〜い！
残った煮付けの汁は、せっかくだから白子と豆腐のふる
残った煮付けの汁は、
せっかくだから白子と豆腐のふる
ふる同士で煮てみまし
た。 真子のつぶつぶが
控えめに主張して、真子
控えめに主張して、
真子
と白子がなかよくお椀
に ・ ・ ・ で、 このネーミ
ングにしてみました。 あ
とで、 汁にとろみをつけ
ると真子も一粒残ら
ず？！絡んでよかったか

気づく。）
気づく。）
やがて、 ショットバーの経営を弟に譲り、 今はお兄さん
の内科医院の隣で、 マッサージの仕事をしています。 そ
ら施術院の院長です。
でも、どこかが痛いから治してほしいと言われても、
でも、
どこかが痛いから治してほしいと言われても、「痛
「痛
くてええやんか。 それを味わえば」 と言い放つ破天荒な
仕事ぶりです。 お客さんの数はそう多くはありません。
でも、話を聞いてほしくてやってくるおばさんがいること
でも、
話を聞いてほしくてやってくるおばさんがいること
を思うと、固定客に恵まれて仕事している様子です。
を思うと、
固定客に恵まれて仕事している様子です。（（兄
が開業するという事もあり、 再び人の体に触れる仕事に
戻るのです。 『痛くてええやんか、 それを味わえば』 と言
うのは破天荒かもしれませんが、 痛みを取りのぞきた
かったら病院で痛み止め飲めばいいと思うし、注射でもな
かったら病院で痛み止め飲めばいいと思うし、
注射でもな
んでもどうぞとすすめます。 痛みを自分のかかえている
問題とおきかえると、 僕の場合３０年ちかくかかってるの
ですが、 それを避けようとしたり無理に肩肘はって大丈
夫って言い聞かせても、他人の力で解決しようと思ってご
夫って言い聞かせても、
他人の力で解決しようと思ってご
まかせても結局何も変わらなかった。その事実を認める。
まかせても結局何も変わらなかった。
その事実を認める。
痛みが強くなるかもしれないし何にも変わらないかもしれ
ませんけれど、真面目に自分自身とむきあえば生きてる
ませんけれど、
真面目に自分自身とむきあえば生きてる
ことの実感 ・ ありがたいなぁというものにふれる。
ありがたいなぁというものにふれる。））
李さんは最後に、 差別されたということを 「ありがたい」
経験としてとらえているという話をしました。どこまでほん
経験としてとらえているという話をしました。
どこまでほん
とうにして聞いてよいのか分からなかったけれども、国家
とうにして聞いてよいのか分からなかったけれども、
国家
公務員になれないことも、 参政権がないことも、 そういう
制約があったから今の自分があると考えたら、 ありがた
いんだと言いました。
着物を着るときに帯を締めることで、逆に身体の実感を
着物を着るときに帯を締めることで、
逆に身体の実感を
感じるように、まったくの自由ではなく何か制約があるとこ
感じるように、
まったくの自由ではなく何か制約があるとこ
ろで、 人はよく生きられる。 だから、 自分を差別し苦しめ
てきたものがあるとしたら、 それにたいして感謝したい。
わたしは李さんの話を最初は楽しく聞きながらも（まじめ
わたしは李さんの話を最初は楽しく聞きながらも
（まじめ
な話の途中で笑わせるようなことを何度も言うのです、
「鼻毛が伸びていないかチェックしてから今日は来ました」
とか）、 途中安易な質問をして李さんを怒らせてしまった
のではないかと居心地が悪くなる場面がありました。
でも、 最後のところに来て、 安心して共感することがで
きました。わたしも自分に課せられてきた試練に感謝して
きました。
わたしも自分に課せられてきた試練に感謝して
いる。 その試練のうちのいくつかの場で、 わたしをかば
おうとしなかった無々々に感謝しています。 無々々が一
人で経済的困難を全て解決してくれていたら、わたしは豆
人で経済的困難を全て解決してくれていたら、
わたしは豆
料理クラブを思いつくことができなかったから。
豆ランチパーティーの後、我が家に場を移して二次会を
豆ランチパーティーの後、
我が家に場を移して二次会を
したのですが、その時は話し終えてほっとした李さんがと
したのですが、
その時は話し終えてほっとした李さんがと
ても身近に感じられて、 わたしは夢中で自分たち夫婦の
ことを話しました。 無々々も李さんも、 最後まで残ってく
れた富岡さんも、 みんな笑っていました。 とても楽しい夜
でした。

徳田 恵美子

（とくだ えみこ）

李さんは、 生い立ちにそって、様々な事柄を話されまし
李さんは、生い立ちにそって、
様々な事柄を話されまし
た。しかしずっとひとつの事についての話だったように感
た。
しかしずっとひとつの事についての話だったように感

じました。 それは 「在日」 という歴史を負う 「李一成さん個
人」 の話です。
私は、自分を日本人だと意識することがほとんどありませ
私は、
自分を日本人だと意識することがほとんどありませ
ん。 日本人がこの社会の多数派であるがゆえに、 多数派
であることを意識せずにすんでいるからだと思います。しか
であることを意識せずにすんでいるからだと思います。
しか
し在日韓国／朝鮮人という語を使うとき、あるいは外国人の
し在日韓国／朝鮮人という語を使うとき、
あるいは外国人の
なかに入ったとき、 自分の日本人を意識します。 まるで皮
膚に張り付いた服のよ
うです。 自分の内から
見ると、 この服は私の
ものだという気にはな
れず、 しかし外から見
れば、 この服は私自身
なのです。 この服の着
心地は私にとってあま
り良いものではありま
せん。 ぜいたくだなぁと
思いますが。
李さんが話し始めたとき、私は別の在日女性のことを考え
李さんが話し始めたとき、
私は別の在日女性のことを考え
ていました。 二人が着ている服が同じに思えたので、 その
女性の服について李さんの話を通して知ろうと思っていまし
た。 でも李さんの話はあくまで李さんのことです。 何度も、
自分の場合は、とことわりながら話されていました。
自分の場合は、
とことわりながら話されていました。それは
それは
そうですよね。 その人の身にあわせて服も変わってきたは
ず。 デザインが同じに見えても、 二つとして同じ服はない。
私に日本人の代弁ができないように、 李さんも 「在日」 を
代弁できないし、しようとされていない。
代弁できないし、
しようとされていない。（代弁せざるを得な
（代弁せざるを得な
い状況というのはあると思いますが。）人の体験や感情を十
い状況というのはあると思いますが。）
人の体験や感情を十
把一絡げはすまいと思っていたのに、恥ずかしく思います。
把一絡げはすまいと思っていたのに、
恥ずかしく思います。
李さんが、自身の話を一般化せずに話されたから気づけま
李さんが、
自身の話を一般化せずに話されたから気づけま
した。
お祖母さんをおんぶしたときの話が印象に残っています。
身体を通して受けた感覚、 在日という存在、 祖父母 ‐ 親 ‐
自分という連なりを意識すること（血肉によらないものも含め
自分という連なりを意識すること
（血肉によらないものも含め
て）。 李さんの根っこに、 この体験と感覚があるような気が
します。私は祖父母と離れた所に住んでいたこともあり、
します。
私は祖父母と離れた所に住んでいたこともあり、あ
あ
まり交流がありませんでした。だからその体験はちょっとうら
まり交流がありませんでした。
だからその体験はちょっとうら
やましい。
身体と心が一致する、という感覚についての話もとても興
身体と心が一致する、
という感覚についての話もとても興
味深いものでした。話された言葉を正確に思い出せないの
味深いものでした。
話された言葉を正確に思い出せないの
が残念です。 この話を聞いて、 内田樹の 「複素的身体性
論」 が頭に浮かびました。 （わかるような気がする、 という
程度の理解がせいぜいですが、舞のワークショップ
程度の理解がせいぜいですが、
舞のワークショップ（注）
（注）で
で
身体を動かしているとき、 このことかも、 と思える瞬間があ
ります。） 「主体 （自分） ‐ 敵 （相手）」 という枠組みで捉え
ることをやめて対峙した二人がひとつの運動態を形成し身体
運用の主体の座を「私」
運用の主体の座を
「私」から二人でひとつの
から二人でひとつの「複素的身体」
「複素的身体」
に移すという合気道の身体技法についての文章です。引用
に移すという合気道の身体技法についての文章です。
引用
します。
「『流れ』 を構成するのは、 出会った二人である。 二人は
この 『流れ』 のヘゲモニーを争奪し合うのだが、 それは相
手をフリーズさせたり、 運動不能にしたり、 絶息させること
をめざすのではない。 相手が硬直してしまったら複素的身
体は操作できなくなるからである。それはエンジンが停止し
体は操作できなくなるからである。
それはエンジンが停止し
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た自動車を人間は操作できないのと同じことだ。逆に、敵が
た自動車を人間は操作できないのと同じことだ。逆に、
敵が
滑らかで精度の高い動きをしているほどに複素的身体の操
作性は高まる。」
本を読み返してみて、 「主体―敵」 を 「身体―心」 に置き
換えれば、 身体と心が一致する感覚って、 これじゃないか
と、 あらためて思いました。 ほかにも李さんの話と重なると
ころがあり、 つまりは整体の考え方と重なるのかもしれませ
ん。 （とんでもない誤解かもしれませんが）
カラダが痛いから治してほしい＝痛みをなくしてほしい、と
カラダが痛いから治してほしい＝痛みをなくしてほしい、
と
いうごくあたりまえに思える要求に対しては、 「カラダを人生
という語に置き換えてみればいいんです」 と言われました。
人生に起こった不都合なことを取り去ることなんてできるの
か。 不都合 ・ 痛みを認めつつ、 それも込みで生きていくの
が人生に対する （つまり自分に対する） 誠実な付き合い方
なんじゃないか。 痛みを味わえばいいというのは、 「自然っ
て何やねん」 「治すって何やねん」 とつきつめて考える李さ
んの、 短絡的 ・ 即物的な治療を求めることに対する批判な
のだと受け止めました。
しかし、 です。 当日、 時々痛む肩と肘をさすりながら、 お
まけに小指のさかむけを気にしながら話を聞いていた私とし
ては、 ほんとだなぁと納得しつつも、 承知したくない気持ち
がありました。 することがない （集中していない） から痛い
のではないか、 というようなことを言われましたが、 確かに
そうなんです。 仕事中は気持ちが仕事に向くからか痛くな
い。 家に帰ると痛みだして、 就寝前が一番痛いのです。 一
時でも痛みがとれれば、 気分よく眠れるのに。 （会の後も、
痛みに対する治療ってなんだろうと考えていたのですが、

豆料理ワークショップ ・ 報告

“まじない”なんじゃないかと思えてきました。民俗学の本
“まじない”なんじゃないかと思えてきました。
民俗学の本
には、 昔の医療はほとんど呪術であったと書いてありま
す。 現在でも昔ほどではないにしろ、 まじないが効力を
持つことがあると思います。ただ痛がっているだけではつ
持つことがあると思います。
ただ痛がっているだけではつ
らい。 痛みに対して何らかの働きかけが出来ていると思
えれば、 つらさもやわらぎそうです。 ある人は薬によっ
て、ある人は背骨のゆがみ矯正によって、
て、
ある人は背骨のゆがみ矯正によって、ある人は痛み
ある人は痛み
を味わうという方法を知ることによって、まじないを成立さ
を味わうという方法を知ることによって、
まじないを成立さ
せ、 痛みに敏感すぎないカラダになっていくのではない
か。 治療は回復を目指すものではなく、 痛みに主導権を
握らせない技術なのではないか。 そんな風に思いまし
た。）
思い返すと、正直で誠実でけっこう厳しい内容の話でし
思い返すと、
正直で誠実でけっこう厳しい内容の話でし
た。 でも堅苦しくなく、 とても楽しく聞くことができました。
千晶さんが 「サービス精神が旺盛」 と書かれていたのが
よくわかります。 韓流ブームについての 「（今まで無関心
だったのに急にもてはやす） それどうやねん」 という感覚
の例えとして、 「たとえば、 豆料理がブームになってね、
急にみんなが、 豆サイコー！！！とか言うてね、 そんな
んどう思います！？」 には大笑いしました。 座布団あげ
たいです。 （by 笑点）
豆ランチパーティーに参加できて嬉しく思います。李さ
豆ランチパーティーに参加できて嬉しく思います。
李さ
んと楽天堂さんと感想を話し合ったみなさん、ありがとうご
んと楽天堂さんと感想を話し合ったみなさん、
ありがとうご
ざいました。
（注） 舞ワークショップ ： 舞踏家 ・ 室野井洋子さんが講師
をつとめる楽天堂主催のワークショップ。１２ページ参照。
をつとめる楽天堂主催のワークショップ。
１２ページ参照。

豆料理クラブメーリングリスト 〈１００年計画〉 より

【豆料理ワークショップとは】
２００５年にスタートしたワークショップ。 お豆をゆでて、 ゆで
ただけの豆やゆで汁を味わうところからはじめます。 まずは、
一人一人が好みの味に調味料で味つけしていくことによって、
参加者の数だけのバリエーションの豆サラダができます。 決
まったレシピはありません。 そこから豆料理はどんどん発展し
ていき、 最終的にはゆでたお豆もゆで汁もすっかりなくなりま
す。 小さい子も大人も楽しみながら、 豆料理の世界の広がり
を体験できます。

京都市西京極児童館 （10/ 17）
高島 千晶

（たかしま ちあき）

今まで何度となくやってきた豆料理ワークショップですが、
今日 （京都市西京極児童館主催） が一番、 余裕を持って
やれました。 今日はひよこ豆と青えんどうの２種を使ったの
ですが、 実は朝準備中にうっかり、 青えんどうを焦がしてし
まったんです。 で、 最初にそのことを皆さんにお詫びして、
豆もゆで汁も少々焦げくさいとお話ししたのです。 最後に
は、わかこさんがその底の方の焦げくさい豆をお焼きにして
は、
わかこさんがその底の方の焦げくさい豆をお焼きにして

くれて、 それがとってもおいしくって、 みんな、 驚いてい
ました。
この失敗というハプニ
ングが、 ワークショップ
を楽しくしてくれた面が
ありました。
また、 豆料理クラブ
会員４人が好きな料理
を子どもたちに話す場
面もとてもよかった。ス
面もとてもよかった。
ス
リランカの話をミレさん
にしてもらいバラエティーが広がりました。

（ここん ゆか）

朝、 目が覚めると肩をすくめながらストーブに火を入れ
る。ツンとした灯油のにおいと共にストーブは赤々と燃え
る。
ツンとした灯油のにおいと共にストーブは赤々と燃え
出し、 冬の一日が始まる。 冷たくこわばった部屋の空気
がゆっくりと緩んで、 ストーブに乗せたやかんと鍋からゆ
らゆらと湯気が立ち出す頃には、いくぶん体もほぐれ、
らゆらと湯気が立ち出す頃には、
いくぶん体もほぐれ、寝
寝
ぼけ眼も冴えてくる。 暖かい部屋に温かい料理。 何と心
和むことか。 厳しい気候にあってこそ些細な事にも無上
の幸せを感じられる。白湯一杯にも感謝したくなる冬は一
の幸せを感じられる。
白湯一杯にも感謝したくなる冬は一
年で最も幸せ度の高い季節かも知れない。
ストーブの上での煮炊きは光熱費も時間も節約できるの
で冬の間は大活躍する。 特に煮込み料理に最適で、 材
料を鍋に仕込んでおけば他の家事をこなしている間にこっ
くりと煮上がっているから大助かりだ。しかもストーブのや
くりと煮上がっているから大助かりだ。
しかもストーブのや
わらかな火加減が、いつもの料理を５割増しで美味しくし
わらかな火加減が、
いつもの料理を５割増しで美味しくし
てくれるからとても得した気分になる。
今日は何を作ろうか？あれこれ考えても、 いつも恋しく
なるのは体を芯から暖めてくれる汁物だ。野菜の甘味が
なるのは体を芯から暖めてくれる汁物だ。
野菜の甘味が
しみ出た滋味溢れる汁をすすれば、美味しさがじんわりと
しみ出た滋味溢れる汁をすすれば、
美味しさがじんわりと
胃袋から伝わり、 身も心も緩やかに満たされてゆく。 「あ
〜〜おいしい。 あ〜おいしい。。。」 ひとくち食べる毎に、
ため息にも似た喜びが漏れてくる。 冬の間は毎日毎食、
おかずが汁物だって私はかまわない。
数種類の野菜を山盛り刻んで鍋に重ね入る。茹でたお
数種類の野菜を山盛り刻んで鍋に重ね入る。
茹でたお
豆もあれば言うことはない。あとは水を注いで煮込んでゆ
豆もあれば言うことはない。
あとは水を注いで煮込んでゆ
く。 味付けはその日の気分で和洋中韓、 自由自在。 お
鍋一つで世界旅行が楽しめる。
しかし、 一番しみじみ癒されるのは日本の味、 味噌に
酒粕だ。 子供の頃は苦手だった粕汁は今や大好物に
なっている。 煮崩れた野菜と味噌と酒粕が渾然一体と
なって醸し出される深い味わいにぞっこんなのだ。大鍋に
なって醸し出される深い味わいにぞっこんなのだ。
大鍋に
たっぷり仕込めば、 その日の夕食、 翌日の朝食と昼食、
時には勢い余ってもう一度夕食がまかなえる。
時間が経ち、 煮返すほどに野菜はとろとろになり、
煮返すほどに野菜はとろとろになり、味も
味も
馴染んで美味しさが増して来る。 煮込み料理にとって時
間は最高の調味料だとしみじみ思う。 次食べる時にどの
ように味が育っているかが楽しみだから、しつこいほどに
ように味が育っているかが楽しみだから、
しつこいほどに
食べても不思議と飽きることがない。
しかし、３食目、
しかし、
３食目、４食目ともなると煮汁も煮詰まり味も濃
４食目ともなると煮汁も煮詰まり味も濃
くなので、豆乳を継ぎ足して味の調整をする。
くなので、
豆乳を継ぎ足して味の調整をする。するとなん
するとなん
ともクリーミーなシチュウに変身するから驚きだ。さらにカ
ともクリーミーなシチュウに変身するから驚きだ。
さらにカ
レー粉を混ぜてみると全く別の料理になり、わずかに残っ
レー粉を混ぜてみると全く別の料理になり、
わずかに残っ
たごぼうとこんにゃくが辛うじてそれがかつて粕汁であった
ことを物語る。 「これは面白い。 味噌と酒粕を隠し味に
使ってはじめからシチュウを作ってみよう。」
そうして生まれたのが「長芋のホワイトシチュウ」
そうして生まれたのが
「長芋のホワイトシチュウ」だ。
だ。乳
乳
製品やルーなどは一切使わず、野菜だけでとろみをつけ
製品やルーなどは一切使わず、
野菜だけでとろみをつけ
たヘルシー＆ライトなご馳走が完成した。とろみの立役者
たヘルシー＆ライトなご馳走が完成した。
とろみの立役者
は長芋。 薄切りにした長芋を完全に煮溶かしてしまうの
だ。 そして我等が味噌に酒粕、 とどめに甘酒も加えて味
を調える。麹ファミリーの力を結集させてクリーミーなコク
を調える。
麹ファミリーの力を結集させてクリーミーなコク
を醸してもらうのだ。
ここで大事なのは麹ファミリーが出しゃばってはいけない
ということ。あくまでも隠し味に徹してもらうために入れる
ということ。
あくまでも隠し味に徹してもらうために入れる
量には注意が必要だ。 長芋に酒粕、 味噌、 甘酒と和の

長芋のシチュウ

食材で洋風料理が出来上がる。この意外性が何とも楽しい
食材で洋風料理が出来上がる。この意外性が何とも楽しい
ではないか！
さらに目から鱗の裏技は、 レモンの皮をほんの少々、 ひ
とかきかふたかき入れること。 入れなくても十分美味しい
が、このわずかな香り付けが味をキュッと引き締めてクリー
が、
このわずかな香り付けが味をキュッと引き締めてクリー
ム感を高めてくれる。レモンの皮は決して入れ過ぎてはいけ
ム感を高めてくれる。
レモンの皮は決して入れ過ぎてはいけ
ない。 レモンの風味が勝るとクセが強くなり過ぎるから、 ほ
んのすこ〜〜し恥じらうほどに入れるのがポイントだ。
仕事が終わり、 夕暮れの冷たい風を頬に受けながら、 自
転車をこいで家路を急ぐ。今朝作っておいたシチュウがちょ
転車をこいで家路を急ぐ。
今朝作っておいたシチュウがちょ
うど良い具合に馴染んでいるだろう。家に着くと直ぐにストー
うど良い具合に馴染んでいるだろう。
家に着くと直ぐにストー
ブの上でシチュウを温め直しながら付け合わせに甘酒入りの
「野菜のお焼き」 を焼く。 甘酒と粉を混ぜて油で焼いた時に
漂うなんとも言えない香ばしさが食欲を刺激する。有り合わ
漂うなんとも言えない香ばしさが食欲を刺激する。
有り合わ
せの野菜を使って簡単に作れるこのお焼きは子供のおやつ
からお父さんのお酒のお供まで幅広く対応してくれる優れも
のだ。
熱々のシチュウとほんのり甘いお焼きは瞬く間に家族の胃
袋におさまった。 暖かい我が家と温かい食事、 そして麹の
恩恵に感謝しながら冬の夜は更けてゆく。
長芋のシチュウ
長芋の滋養溢れるシチュウ。
［材料］ （約４人分）
ニンニク ３片、 玉ねぎ 200g
200g、
、 しめじ 100g
100g、
、 長芋 250g
250g、
、
大根 130g
130g、
、 人参 60g
60g、
、 茹でた虎豆 150cc
150cc、
、 水 500cc
500cc、
、
菜種油 大さじ１、 味噌 20g
20g、
、 酒粕 20g
20g、
、 甘酒 大さじ 4、
塩 小さじ１〜 1.5
1.5、
、 胡椒 少々、 豆乳 250cc
250cc、
、 レモンの皮
ほんの少し
［作り方］
１） ニンニクはみじん切り、 タマネギは２センチの角切り、 し
めじはほぐし、 大根は３ミリ厚のいちょう切り、 長芋は２ミリ
厚の半月切り、 人参は３ミリ厚の半月切りにしておく。
２） 鍋に菜種油をひき、 ニンニクを入れて中火にかける。
ニンニクを入れて中火にかける。ニ
ニ
ンニクが香ってきたら、 タマネギを入れて炒める。
３） タマネギが透き通ってきたら、 しめじ、 虎豆、 大根、 長
芋、 人参の順に重ね入れ、 水を注ぐ。 酒粕、 味噌、 甘酒
をその上に重ね置き、 ふたをして弱火にかけて煮込む。
４） 野菜が十分柔らかくなったら全体をよく混ぜ合わせ、 長
芋を煮崩す。 豆乳、 レモンの皮を加え、 塩胡椒で味を整え
る。
（注）
＊レモンの皮は表面の黄色い部分だけを薄くすりおろして、
ひとかきかふたかき、 わずかに加える。
＊加えるお豆は虎豆の他に白いんげん豆でも美味しい。
＊長芋のかわりにジャガ芋でも美味しくできる。
＊余ったら翌日にカレー粉を加えて味を変えるのも楽しい。
＊水を減らせばグラタンのホワイトソースにもなる。
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インタグの森の中から

（４）

インタグでの会議風景 ： 大切なものを大切にするということ
ウインドファーム ・ 日下部 伸行 （くさかべ
AACRI （アークリ
（アークリ：： インタグコーヒー生産者協会） での、 設
立 10
10周年のお祝いの会が終了したのは、
周年のお祝いの会が終了したのは、 日が傾き始めた
頃でした。 参加者が帰途に着き、 辺りに涼しい風が吹きわ
たるようになった頃に、 ウインドファームのスタッフと
ウインドファームのスタッフとAACRI
AACRI
のスタッフとの会議は始まりました。
少しの休憩の後に始まった会議は屋内で行われるのかと
思いきや、 焙煎工場の
中庭に円を描くように椅
子が並べら れていま
す。 どうやら青空の下
で会議が行われるよう
です。
会議の内容は、 ここ数
年の AACRI の取り組み
の報告や、生産者や地
の報告や、
生産者や地
域を取り巻く状況の共
有から始まりました。道
有から始まりました。
道
屋外で会議中
作りや森林農法の奨
励、 他の団体との連携による森林保護の推進や、 新たに
計画されている、 大規模な水力発電事業への反対運動な
ど。 大規模な水力発電の為に、 山にトンネルを掘ったり森
林を伐採したりする計画があるそうです。 それよりも、 小規
模の水力発電施設を少しずつ作って、自然に負担をかけな
模の水力発電施設を少しずつ作って、
自然に負担をかけな
い方法を探そう、 というのが AACRI の立場です。
他にも今後のコーヒー生産量の予測を聞いたり、こちらか
他にも今後のコーヒー生産量の予測を聞いたり、
こちらか
らは日本でのインタグコーヒーの販売状況などを伝えたり、
といった情報交換もしました。 このインタグ訪問の 3ヶ月前
に日本に来た、インタグの環境活動家カルロス
に日本に来た、
インタグの環境活動家カルロス・・ソリージャ
さんの日本での活動等についてもお伝えしました。
そういったこと以外にも、 コーヒーの取引に関するお金の
話なども、もちろんありました。
話なども、
もちろんありました。何故
何故AACRI
AACRIがウインドファー
がウインドファー
ムに対して取引価格の値上げを要求しなければならなくなっ
たのか。 一度撤退に追い込んだとはいえ、 鉱山開発を進
めようとしている勢力は、 様々な形で切り崩しを図り、 それ
に対応する必要もあります。 また長期にわたる天候不順
で、 様々な被害が出たこともあります。 また、 隣国コロンビ
アでのコーヒー不作の影響で、エクアドルに多くの買い付け
アでのコーヒー不作の影響で、
エクアドルに多くの買い付け
人が入って来て、エクアドル国内でコーヒーを始めとした物
人が入って来て、
エクアドル国内でコーヒーを始めとした物
価が騰がっている事もあるのだとか。
様々な話し合いをするうちに、周りも少しずつ暗くなり、
様々な話し合いをするうちに、
周りも少しずつ暗くなり、更
更
には雨まで降りだす始末です。 これを機に室内に移動する
のかと思いきや、 中庭に併設されているビニールハウスへ
移動。 生豆を乾燥させる為の施設で、 電気などの設備は
ありません。
昼間は暖かく、半袖のメンバーもいる中で、
昼間は暖かく、
半袖のメンバーもいる中で、雨も次第に強
雨も次第に強
くなり気温も急激に下がってきます。 すっかり日も暮れて、
相手の顔も判別できない位になり、少しずつ椅子の輪は小
相手の顔も判別できない位になり、
少しずつ椅子の輪は小
さくなって行きます。最後にはみんなで身を寄せ合って話し
さくなって行きます。
最後にはみんなで身を寄せ合って話し
合いました。
真っ暗な中で、しかも雨が強まって中庭の芝生は水浸し。
真っ暗な中で、
しかも雨が強まって中庭の芝生は水浸し。
ビニールハウスの中も、床があるわけではないので水浸し
ビニールハウスの中も、
床があるわけではないので水浸し
です。 話は尽きないのですが、
話は尽きないのですが、これ以上会議は続けられそ
これ以上会議は続けられそ
うにありません。そこでやむなく会議は終了、
うにありません。
そこでやむなく会議は終了、みんなそれぞ
みんなそれぞ
れ家路に着くことになりました。

のぶゆき）

でも、 AACRI
AACRIの建物がすぐ隣にあるのに、
の建物がすぐ隣にあるのに、どうして室内
どうして室内
で会議をしなかったのでしょう。建物の中であれば電気も
で会議をしなかったのでしょう。
建物の中であれば電気も
あるし、 雨も降り込んできたりもしません。 それにもっと
ゆっくり話し合いも続けられたはず。
ここまで考えた時に、 一つのことに気が付きました。
AACRI のメンバーは、 敢えて屋外で会議をしたのではな
いか、 ということに。 寒くなることも天候が崩れることも織
り込み済みで。 なかなか会えない日本からの訪問客。
コーヒーについての話し合いはもちろん大事なんだけれ
ど、 何も夜を徹して話し合うほどに頑張らなくても良いの
ではないか。 話したいことは、 また明日話せば良いじゃ
ないか。 暗くなったら仕事は終えて、 家に帰って家族や
大切な人と過ごそう。
遠来の客に面と向かって言うほどに、 彼らは野暮な性
格ではなくて、 そうかと言って、 団欒の時間を犠牲にして
まで会議に付き合うほど、 彼らは自分の大切なものを見
失ったりしないのでしょう。それとなく分からせる為に、
失ったりしないのでしょう。
それとなく分からせる為に、敢
敢
えて不安定な天候の下で、 寒さに震えながら、 会議に付
き合ってくれたのかもしれません。
実際のところ、 事の真相を彼らに確かめた訳ではない
のですが、きっとそういうことなんじゃないか、
のですが、
きっとそういうことなんじゃないか、と勝手に想
と勝手に想
像しています。 そんな想像をさせてしまうほどに、 彼らは
おおらかに、そして豊かに日々を過ごしているように見え
おおらかに、
そして豊かに日々を過ごしているように見え
ました。 人間にとって本当に大切なものは何なのか、 僕
たちよりも知っているように見えたのです。 森を伐採する
鉱山開発で得られるお金ではなくて、 森を残し、 その森
と、大地からの恵みと共に生きることを選んだ人達です。
と、
大地からの恵みと共に生きることを選んだ人達です。
そういう人達なら、 仕事熱心な日本人に、 「大切なもの
は何なのか」なんていうお説教ではなく、
は何なのか」
なんていうお説教ではなく、こんな気の利い
こんな気の利い
たやり方で大切なことを教えてくれるかもしれませんよね。
そう考えてみると、 寒さに震えながら会議に付き合ってく
れた彼らの笑顔が、 より一層好きになってしまいました。
コーヒーを飲む時に、またどこかに営業に行く時に、
コーヒーを飲む時に、
またどこかに営業に行く時に、そん
そん
な素敵な人達を思い出しながら過ごせるという僕は、幸せ
な素敵な人達を思い出しながら過ごせるという僕は、
幸せ
者だなあと思います。
次回からは、焙煎工場のあるアプエラ周辺の生産者や
次回からは、
焙煎工場のあるアプエラ周辺の生産者や
農園のことなど、 ご紹介できればと思います。

にましてお豆好きになり、
非常に嬉しく思っています。
ありがとうございました。
また、 いつもしっくりいかない
また、いつもしっくりいかない
導入のところが割とスムーズに
できてよかったです。世界地図
できてよかったです。
世界地図
に並べたお豆を見てもらい、ど
に並べたお豆を見てもらい、
ど
うしてお豆がこんなに世界中に
広がって栽培されているかとい ＊ 『べにや長谷川商店の豆料理』 （パルコ出版） 1680 円
うと豆は根粒菌の働きでやせた 楽天堂でも販売しています。
土地でも育つからだといういつ
もの説明をした後、 「そういう
わけで、 豆は世界中どこでも
安く出て手にはいる。生きてい
安く出て手にはいる。
生きてい
たら貧乏なときもあるけど、 豆
料理を知っていたら、そんな時
料理を知っていたら、
そんな時
倉吉商工会議所 「創業セミナー」 （11/ 13）
も幸せに乗り切れる。だからみ
も幸せに乗り切れる。
だからみ

鳥取県倉吉市でのセミナー報告

んなに豆料理を知って
もらいたいんです」みた
もらいたいんです」
みた
いなことを子どもたちに
言えたのがよかったで
す。
今日はわかこさんが
薬味の棚にご飯を持っ
てきてくれたので、 巻き
ずしを作る人が出てきて
面白かった。 納豆巻き
みたいなのや、 ひよこ
豆のペーストを入れたのはツナみたいになり、 それぞれ
においしかったです。 予想外！
煮汁もすべてスープになり、豆のお焼きも青のり味や味
煮汁もすべてスープになり、
豆のお焼きも青のり味や味
噌味など、いろいろ子どもたちが楽しそうにホットプレート
噌味など、
いろいろ子どもたちが楽しそうにホットプレート
で焼きました。 最後に持ってきてもらったおにぎりと一緒
に食べてもらいました。

京都 YWCA 「親子で学ぶ豆ワークショップ」
（（11/
11/29）

竹内 泉

コーヒーの苗木

（たけうち いずみ）

千晶さん、 先日は YWCA で楽しいひとときをありがとう
ございました。 こどもも、 とても楽しんでいて毎日日記を
書くのですが、お豆の絵をアレコレ描いた見ても楽しい日
書くのですが、
お豆の絵をアレコレ描いた見ても楽しい日
記を仕上げていました。ちょうど学校で大豆のお話を国語
記を仕上げていました。
ちょうど学校で大豆のお話を国語
で勉強していて、 豆を皆に見せてあげたい！と、 千晶さ
んにプレゼントしていただいたようにうちにあるお豆の数種
類をつめてお友達にプレゼントしていたみたいです。
それから、 可笑しいのが 『べにや長谷川商店の豆料
理』 （パルコ出版） の本をじっくり読み始めて、 あの日い
ただいた豆と照らし合わせたりして、 何日も私よりも熟読
していました。 言うまでもなく、
言うまでもなく、ちょっと変わった子ではあ
ちょっと変わった子ではあ
ります。こどもが思った以上に興味を示して楽しみ、
ります。
こどもが思った以上に興味を示して楽しみ、以前
以前

福井 千草

（ふくい ちぐさ）

昨日は温かい気持ちになるセミナーをありがとうござまし
た。 参加者の方々とのランチパーティもとても楽しくて美味
しかったです。分かちあうってほんとに素敵なことですね！
しかったです。
分かちあうってほんとに素敵なことですね！
私もオーガニックのことまだ知らないことがたくさんあります
が、 春から鳥取へ移住し、 家庭菜園をはじめ “食の大切
さ” を感じております。
高島さんのお話をきいてますます “豆食の大切さ”も
“豆食の大切さ”も 学
びました。４月から家庭菜園とブログをスタートしました。
びました。
４月から家庭菜園とブログをスタートしました。気
気
ままに綴っているブログですが、昨日のセミナーのことも書
ままに綴っているブログですが、
昨日のセミナーのことも書
きました。 http://ameblo.jp/chigusa-f/ （２００９年１１月１３
日付け） 間違った解釈があったらすいません。
微力ながら 私にできることから 身体にも人にも地球環境
にも優しい 美味しいという “食の大切さ” 伝えていきたい
です！ほんとうに 素敵なお話を ありがとうございました！
これからも よろしくお願いいたします！
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メーリングリスト 〈１００年計画〉 より

愛蘭土より

豆パートナー

活動報告

豆パートナーとは、 豆料理クラブの Basic コースを終えた会員
による豆の販売協力者制度です。 現在、 １４名の方が各地で
活躍されています。

ビスターリ ・ 大浜 悦子 （おおはま

えつこ）

１０月３１日〜１１月３日のカフェ （at 長野県飯田市） は４
日間楽しく過ごすことが出来ました。
今回は豆ランチプレートとムング豆のカレーを出しました。
豆ランチプレートは、 スープは豆料理キットの 「アフガニス
タンの豆スープ」 ・ 「ジプシースープ」 ・ 「黒目豆と玄麦の和
風スープ」 からひとつ選んでもらい、 プレートにはファラフェ
ルに豆腐マヨネーズをかけたもの・・ひじきとスプリットピーと
ルに豆腐マヨネーズをかけたもの
人参のサラダ ・ 青菜とレンズ豆のパスタ ・ 楽健寺酵母パン
をのせました。 仕込みをしたもの全てがなくなるという気持
ちの良い結果でした。 みなさん美味しい、 と言って下さり、
お陰様で豆類の売り上げもかなりありました。黒目豆と玄麦
お陰様で豆類の売り上げもかなりありました。
黒目豆と玄麦
の和風スープのキットは仕入れた５セット全てなくなりました
よ。 最近妊娠して食事作りが大変になっている友だちは便
利だからと言って５種類の豆料理キットを買って行きました！
びわ茶（注）
びわ茶
（注）は私が会計をしていた日には声を掛けること
は私が会計をしていた日には声を掛けること
が出来たので、上関原発反対の署名をしてびわ茶を買って
が出来たので、
上関原発反対の署名をしてびわ茶を買って
下さった方がそれなりにいました。 今後も機会があれば署
名とびわ茶を広めていきたいと思います。
編集部注 ： 山口県上関町に建設されようとしている原子力
発電所に反対している祝島の人たちがつくっています。

大澤 ねむ

（おおさわ ねむ）

日曜日、 地元 （兵庫県伊丹市） で参加しているグループ
のフリーマーケットがありました。私は自分が出品するもの
のフリーマーケットがありました。
私は自分が出品するもの
があまりなく、あるとき、
があまりなく、
あるとき、ふとお豆を売ってみようかなと思い
ふとお豆を売ってみようかなと思い
つきました。
甘く煮るだけじゃなくて、大豆のみをお豆と考えるのではな
甘く煮るだけじゃなくて、
大豆のみをお豆と考えるのではな
くて、 豆料理クラブのお豆たち、 レシピたちを伝えたいとか
ねがね思っていたので、 いい機会でした。
豆パートナーに登録させていただいて、用意したのは、
豆パートナーに登録させていただいて、
用意したのは、豆
豆
料理キット 8 種、 スパイス料理キット 2 種初めてのことなの
で、 試食は用意しませんでした。
最初は、 場所がそもそも奥まったところにあったので、 も
ひとつ売れませんでした。フリマの出だしは、
ひとつ売れませんでした。
フリマの出だしは、猛者がスター
猛者がスター
トダッシュで安いものを買い走りますから、フリマにしては値
トダッシュで安いものを買い走りますから、
フリマにしては値
段高めの豆料理キットは眺め て終わりだっ たんでしょう
ね・ ・ ・
5 歳の息子が 「お豆いりませんか〜？」 と営業に回ってく
れたおかげで寄ってくださる年配の方が出てきて、買ってく
れたおかげで寄ってくださる年配の方が出てきて、
買ってく
ださいました。
そして、 立ち止まってくださる方に私が、 お豆はおいしい
ですよ〜〜と熱弁してるうちに、 1 個、 2 個、 売れました。

最近のニュースに見るアイリッシュ気質

ただ、 沢山残ってて、 これでは寂しいなぁ、 と思い、 昼
過ぎ、 お客さんが途切れたころ、 息子と、 一緒に出展し
ていた友達の娘 （小５） ＆息子 （小３） が 「お豆料理い
かがですか〜〜？」 と行商、 私も一緒に行き、 どんどん
売れ ・ ・ ・
めっちゃ嬉し(*^̲^*)
めっちゃ嬉し
(*^̲^*)かったです！
かったです！
中には「どれもほしい〜〜、
中には
「どれもほしい〜〜、今後はどこで買えばいいで
今後はどこで買えばいいで
すか？あなたは売ってますか」 と
熱心に聞いてくださる方がいらっしゃいました。 ホーム
ページ見て、 楽天堂さんに注文してください、 と答えはし
たものの、 私の連絡先をお知らせしたら、 豆友達になれ
たのかしら？と思うことあったり、
男性の方が、 「僕カレー食べたいなー」 とヒヨコ豆のカ
レーキットを買ってくださったり、スープ買ってくださったり
レーキットを買ってくださったり、
スープ買ってくださったり
して、どなたにも声はかけてみるもんだなぁと思いました。
して、
どなたにも声はかけてみるもんだなぁと思いました。
子供たちのおかげで買ってくださったり、話を聞いてくだ
子供たちのおかげで買ってくださったり、
話を聞いてくだ
さる年配の方から、 「上手にやってるわねぇ」 とからかわ
れたりして、子供たちのパワーはありがたいしすごいなー
れたりして、
子供たちのパワーはありがたいしすごいなー
と感心することしきりです。
消費税は取りませんでしたし、 おまとめ割引なんかもし
ましたし、 原価割れこそしませんでしたが、 これでよかっ
たのか、 どうか、 というと疑問ですが、
初めての販売経験にしては、いい結果だったと喜んでい
初めての販売経験にしては、
いい結果だったと喜んでい
ます。 前日は不安でしたが、 素敵な経験ができました。
また機会があれば、 ぜひ。

小間物屋ぴょん田 ・ 飛田 文子

（４）

（とびた あやこ）

いろんなお豆を食べるときに１０粒ずつ残しておいたもの
を５月頃に蒔いてみました。
うちでは黒目豆がいちばんの出来でした。１つの株がか
うちでは黒目豆がいちばんの出来でした。
１つの株がか
なり大きく育ち２株から随分((と言っても煮るの２回分くらい
なり大きく育ち２株から随分
ですが))とれました。
ですが
とれました。つまり８粒はうまく育たなかったという
つまり８粒はうまく育たなかったという
ことですがまだ成り続けています。 ０粒になったものがい
くつもあり((さやいんげん状態になっても熟すまでにカビたも
くつもあり
のも))、 ４粒だけきれいにできた貝豆、 20 粒くらになった
のも
緑豆。 時期も考えず蒔いて世話もできませんでしたので
何の参考にもなりませんが、 外国の豆と思っていた黒目
豆が収穫できてちょっとうれしかったのでご報告です。
ねむさん、 私 （神奈川県大磯町在住） も朝市、 フリマ、
手作り市風なところなどでお豆を売らせていただいていま
す。 売れないと自分が拒否されたような気すらしてしまっ
て落ち込むこともあります。付き合いや成り行きでとりあえ
て落ち込むこともあります。
付き合いや成り行きでとりあえ
ず買ってくれた感じの人に申し訳ない気持ちになったりもす
る。 でも次の機会に 「このあいだとてもおいしかった！」
と、また買っていただけることもありとてもいいことをしたよ
と、
また買っていただけることもありとてもいいことをしたよ
うな気になります。そんな自分の心の小ささや単純さの発
うな気になります。
そんな自分の心の小ささや単純さの発
見もあり、何よりも出店していなければ言葉を交わす機会
見もあり、
何よりも出店していなければ言葉を交わす機会
のない人と話せるというのがうれしい。
豆料理クラブの素敵さを広める機会になれるようにとの
んびり細々楽しみながらやらせていただいています。

アイルランド人というと、皆さんどういうイメージを持って
アイルランド人というと、皆さんどういうイメージを持って
おられるでしょうか。 一般的には 「親しみやすい」 「陽気
で酒好き」 「いいかげん」 「おしゃべり好き、 議論好き」 な
どがありますが、全体的にはたしかに言えることです。
どがありますが、
全体的にはたしかに言えることです。私
私
もこちらでの生活が一年を過ぎ、今まで以上にアイルラン
もこちらでの生活が一年を過ぎ、
今まで以上にアイルラン
ド人気質を感じることが増えています。
これを書いている 11 月後半、 アイルランド西部、 南部
では断続的な大雨で深刻な洪水、 浸水被害が出ていま
す。英国でも北部で同様の被害が出ていて、
す。
英国でも北部で同様の被害が出ていて、やはり地球
やはり地球
温暖化の影響なのでしょうか。
元々雨が多いので有名なアイルランドですが、 雨の降
り方はしとしと降ったり止んだりすることが多く、レインコー
り方はしとしと降ったり止んだりすることが多く、
レインコー
トと帽子でしのげる程度ことも多いのです。 ところが雨の
降り方が最近変わってきていて、 日本の夕立のように多
量の雨が短時間に降ることが増えているようです。 実際
にこの２週間ほどは晴れる日が少なく、嵐のような吹き降
にこの２週間ほどは晴れる日が少なく、
嵐のような吹き降
りもしょっちゅうです。
この洪水、 浸水被害で、 現在大きな被害が出ているの
が内陸部の酪農。 広い平野や丘陵地に放牧されている
牛や羊たちが、 牧草地がすっかり水に浸かってしまった
為にえさ場をなくし、 狭いところに集められて干し草を与
えられているのをニュースで見ました。少しずつ水はひい
えられているのをニュースで見ました。
少しずつ水はひい
てきているものの、 この週末もまた悪天候だったので、
完全な復旧にはまだまだ時間がかかりそうです。
こういう災害時の協力を円滑にしているのが、家族や地
こういう災害時の協力を円滑にしているのが、
家族や地
域の繋がりの強さ。 またカトリック教徒が多いバックグラ
ウンドからか、 チャリティー精神、 ボランティア精神の強
い人たちが多く、 さまざまな支援活動が動いています。
とは言え、ダブリンの街はすっかりクリスマスムード。
とは言え、
ダブリンの街はすっかりクリスマスムード。イ
イ
ルミネーションで彩られた街は昨年と何の変わりりもなく見
えますが、この１年で経済状況はどんどん悪くなっていま
えますが、
この１年で経済状況はどんどん悪くなっていま
す。 身近なところでも、 教師をしている義姉は、 税金や
年金の引き上げなどで、年間で一ヶ月分の手取りが減っ
年金の引き上げなどで、
年間で一ヶ月分の手取りが減っ
たと言っています。 公務員や教員の福利厚生が大幅に
カットされ、 また人員削減などにより、 提供できるサービ
スの質も低下しているのは確実です。目に見えないところ
スの質も低下しているのは確実です。
目に見えないところ
でも、 不況の影響が陰を落としているのです。
先週 11 月 24 日は公共サービスの一日ストが決行され
ました。 役所、 学校、 病院、 交通期間など、 救急など
を除いてすべての公共サービスが一斉に止まるという、
日本では考えられない状況でした。ストライキやデモなど
日本では考えられない状況でした。
ストライキやデモなど
が多いのもアイルランド人の反骨精神の強さからくるのだ
と思います。
日本でも報道されたようですが、ワールドカップサッカー
日本でも報道されたようですが、
ワールドカップサッカー
予選のプレーオフでアイルランドはフランスと対戦し、フラ
予選のプレーオフでアイルランドはフランスと対戦し、
フラ
ンスの選手がハンドの反則を犯したプレイが得点に結びつ
き敗戦を喫しました。このために出場権を得ることができ
き敗戦を喫しました。
このために出場権を得ることができ
なかったのですから、 国民の怒りは大変なものでした。
数日間はそのニュース一色になり、アイルランドサッカー
数日間はそのニュース一色になり、
アイルランドサッカー
協会はFIFA
協会は
FIFAに正式に再試合を要請する申し入れをしまし
に正式に再試合を要請する申し入れをしまし
たが、 その判定は覆ることはありませんでした。
そんな渦中にアイルランドチームのキャプテンがFIFA
そんな渦中にアイルランドチームのキャプテンが
FIFA幹
幹
部がフランス人であることを皮肉った発言をしたり、 政治
家までがフェアプレーについて発言するなど、敵に対して
家までがフェアプレーについて発言するなど、
敵に対して

ハミルトン 純子

（はみるとん じゅんこ）

果敢に立ち向かうアイリッシュ魂を見た気がしました。 この
騒動、 そろそろ静まってきましたが、 サッカーではいまだに
実施されていないビデオ判定の推進にも一石を投じました。
またこの試合に関しては、 公式に賭けを仕切るブックメー
カーの一社が、アルランドに賭けた人に返金するという広告
カーの一社が、
アルランドに賭けた人に返金するという広告
を出しました。 これも正義感の強さを表していると思いまし
た。
今回は Tea Brack を紹介します。 これはアイルランド伝統
のフルーツケーキで、ドライフルーツを紅茶に一晩漬け込ん
のフルーツケーキで、
ドライフルーツを紅茶に一晩漬け込ん
で使います。 特徴はバターもオイルも使わないこと。 こちら
ではハロウィンの時に食べる伝統があるようですが、クリス
ではハロウィンの時に食べる伝統があるようですが、
クリス
マスにいかがでしょうか。
脂肪分がないのであっさりしていて、 とても甘いのですが、
なぜかあとをひき、 ついもう一切れと手がのびます。 私の
ブログ 「愛蘭土の林檎の木の下で」 でも紹介しています。
http://granna.exblog.jp/11557219

【Tea Brack （アイリッシュ ・ ティーケーキ）】
［材料］
ドライフルーツ （レーズン、 サルタナレーズン、 カランツな
ど） 450g
450g、
、 ブラウンシュガー 225g
225g、
、 濃いめの冷えた紅茶
280cc、
280cc
、 卵 大 1 個、 薄力粉 450g
450g、
、 ベーキングパウダー小
さじ１、 ミックススパイス （シナモン、 クローブ、 ナツメグな
ど） 大さじ１
［作り方］
①ドライフルーツとブラウンシュガーをボールに入れ、 紅茶
を注いで一晩つけておく。 そこへ卵を割りほぐして加え、 合
わせてふるった薄力粉、ベーキングパウダー、
わせてふるった薄力粉、
ベーキングパウダー、ミックススパ
ミックススパ
イスを 3 回くらいに分けて入れ、 その度に切るように混ぜ
る。
②バターを塗ったパウンド型に生地を入れ、
バターを塗ったパウンド型に生地を入れ、まん中にたてに
まん中にたてに
ナイフを入れてオーブン （あらかじめ 170
170℃にあたためてお
℃にあたためてお
く） に入れ、 約 1 時間 15 分焼く。
③中心に竹串をさしてみて、
中心に竹串をさしてみて、何もついてこなければよい。
何もついてこなければよい。網
網
などにおいて冷ます。 完全に冷めたら 1cm 〜 1.5cm の厚さ
にスライスする。 バターを塗って食べてもよい。

