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あの人の
ロハスなストーリーを
聞いてみたい！

第４回株式会社プレス・オールタナティブ

／第３世界ショップの商品をめぐるストーリー
16 号では、株式会社プレス・オールタナティブ／第３世界ショップ
の樋口わかこさん、鈴木あゆみさんから、フェアトレード＆コミュニテ
ィトレード品の開発や販売をめぐるお話をお聞きしました。「働く」とい
うことによって人と人がつながり、コミュニティが抱える課題が一つひ
とつ解決に向かい、再び活気を取り戻す道筋を生き生きと話してい
ただきました。
今回は、ロハス・クリップスでもお取扱いしている商品たちの中か
ら、 「カレーの壺」「地球食チョコレート」 のストーリーを紹介
いたします。

マリオさんの「カレーの壺」はこうしてできた
「カレーの壺」には 3 種類が用意されています。どれにも特
徴があり、それぞれに根強いファンがいます。すべて動物性
原料なし・化学調味料なし・保存料なし、そして小麦粉を使っ
ていない、素材にこだわった万能カレーペースト調味料で
す。カレー味で煮込むタイプの日本のカレーとは違って、スパ
イスに火が通ることでその香りを味わう、短時間でできあがる
本格カレーです。
マリオさんが生まれ育ったスリランカには、日本にある固形
のカレールウのようなものはなく、主に 11～15 種類のスパイス
を、その家ごとに「家庭の味」に配合し食事を用意するのが一
般的です。スリランカでは女性が働くのはあたりまえであるう
え、近年、社会的に女性が活躍する機会も増え、家庭で毎食
の食事を用意する時間が十分に取れない人が増えていまし
た。そんな時に、このカレーペーストが重宝し、主婦の間で人
気商品になったそう。元々スパイスをセットにした商品もなかっ
たとのことですから、画期的だったことと思います。
マリオさんは、1980 年代に日本に 2 年間仕事で滞在してい
た折に、スリランカカレーも日本のカレールウのようなタイプ
の、誰にでも本格カレーが作れるペーストができないだろうか
と考えたのがきっかけだそうです。
その後 85 年にスパイスセットを
売り出し、ペーストの開発を続け、
94 年から第３世界ショップと共に
日本向けに、味や品質の向上を
考え、開発を続けてきました。

“Change the World cooking”をめざして
マリオさんは、「カレーの壺」
をはじめとした多くの商品を手
がけていますが、農薬や化学
肥料に頼らずにスパイス等原
材料生産をする農家の自立支
援、工場で働く人たちとその家
族の生活向上にも大いに気を
第３世界ショップ直営店のアサンテサーナ
配り、常に皆が共に幸せになる
でカレー作りの実演をされるマリオさん
仕組み作りに尽力してきました。
例えば、工場の従業員には社宅完備、家族にも皆三度の
食事が無料で提供されていること。国内でも群を抜いた福利
厚生が用意され、皆が、マリオさんの「次世代のためにいい仕
事をしなさい」「次世代にいい仕事を残しなさい（引き継ぎなさ
い）」という理念を実現する素晴らしい担い手に育っています。
また、マリオさんは、“Change the World cooking”というスロ
ーガンを掲げ、電子機器が家族の時間に入り込んでいる現代
にあっても、開発した商品で家族の食卓を豊かにしたい、美
味しさで人々をつなぎたい、このカレーを世界に広めること
で、スリランカの農家もどんどん変えていきたい、ということをイ
メージして未来を見つめているのです。

原材料にこだわり、ていねいに製造された
「地球食チョコレート」の美味しさの原点
さて、私（店長・林）は、振り
返れば長いこと、さまざまな団体
が手掛けるフェアトレードチョコ
地球食チョコレート
レートを食べてきました。そして
種類は７種
5 年ほど前から、この「地球食
チョコレート」のなめらかな舌触りと味が、すでに世界的高級チョ
コレートメーカーと肩を並べるほどの美味しさであることに感動し
ました。課題を抱えたコミュニティの支援になるんだから、といっ
たような甘えは一切なく、原材料生産から製造過程の隅々ま
で、関わる人たちの心と情熱が伝わってきました。
そもそも原材料生産者は、子どもたちに思いっきり甘いものを
食べさせてあげたくて、健康に良い砂糖の開発を始めたのだそ
う。パラグアイとコスタリカの小規模農家が、農薬や化学肥料を
使わないサトウキビを育て、カルシウム、鉄、ミネラル豊富な砂糖
が生まれ、やがてオーガニック原料のみで作られたチョコレート
作りにチャレンジすることになりました。この美味しさの原点は子
どもたちへの思い・愛情だったのです。（詳細はサイトをご覧ください）

【ダブルチャリティ・寄付について】 ～ソレココ 私たちにできる小さな一歩～
Lohas-Clips でお買い物をしていただくと、購入金額の３%が Lohas-Clips のファンドとして積み立てられます。その資金は、困難な状況に
ある子どもたちを支援する活動や、子どもたち自身が企画する平和や社会貢献活動をサポートしていくことになります。
Lohas-Clips が扱うソレココ商品は、作っている人も使う人も、みんなが笑顔になるストーリーが詰まっているものばかり。
小さなお買い物で、作った人たちの生活が変わる。小さなことだけれど、地球の生命や環境保全につながる。そして購入金額の３%分が
寄付になる。ソレココは誰もが参加できるみんなの未来をよくする一歩です。「ソレなら ココで 買おう！」と思っていただけたら幸いです。

第2回

子育ては日本語？英語？
ワットめぐみ
我が家には 3 人の幼い子どもがいま
す。6 歳、4 歳、1 歳の３兄妹弟。6 歳の
長男は日本生まれ、下のふたりはニュー
ジーランド（NZ）生まれです。そして今
は NZ で生活していますが、よく、お子
さんたちは日本語と英語、どちらも話せ
ますか？と聞かれます。この答えとして
は、子どもたちの通う学校や幼稚園では
英語なので、生活は英語がメインになっ
ていると言います。
しかし、私の両親とは日本語で会話し
てほしい！という願望があるため、私は
頑張って日本語で通しています。また良
いことに、我が家ではホームステイを受
け入れており、日本人女性がたくさんい
らしてくださいます。長い方だと 3 ヶ月
滞在され、その間わが子たちと日本語で
遊んでくれるおかげで、彼らの日本語力
は、なかなかだな！と思っています。
NZ にいる、両親又は片親が日本人のお
子さんたちは、日本語力保持にとても苦

労しているようです。子どもが幼稚園に
通い始めると、生活の言葉が英語中心に
なり、次第に日本語から離れます。また
おもしろいことに、英語の方が言いやす
いことも多いのです！特に注意する言
葉は短く、はっきり伝わるので、私のよ
うな日本人ママでも、英語を使う人は多
いと思います。日本語の聞き取りができ
るお子さんはいますが、話せないことが
多く、英語で返事をすることはよくあり
ます。
わが子もなぜか私と会話する場合は
そうですが、日本人のお姉さんが相手だ
と、「～じゃーん」や、「これやって～」
など、サラリと出てきます。聞いていて
噴出すこともしばしばです！英語面で
は、学校や幼稚園の他に、近くに義母が
住んでいるのも良かったなと思ってい
ます。夫は NZ 人なので、もちろん英語
は抜群ですが、ホームステイ者さんに英
語を教えたり、観光にご案内している関
係で、子どもたちのために時間を作るこ
とが大変です。そこで助っ人義母が登場
し、宿題や、書いた文章の添削などをし

未来のためにできること！

てくれます。
義母は NZ 人
らしい自由な
考え方を持つ
ため、そんな
意見を身近に
聞ける子ども
お兄ちゃんと妹。アルパカと一緒に
たちは、とて
もラッキーだと思います。
NZ 人は豊富にある物でも、資源として
大切にします。例えば水。降水量の多い
NZ では、水が涸れることはまずありませ
んが、それでもとても節約して使います。
雨水も無駄にしません。義母は、そのよ
うな態度と合わせて英語を教えてくれる
ので、私もとても勉強になります！この
ように、はじめからバイリンガル生活を
している子どもたちは、将来どのような
大人に成長するか楽しみです！
川崎市出身。NZ とは留学やワーホリ、結婚などで 20 年ほ
どのお付き合いです。NZ 人の夫、６歳長男、４歳長女、１
歳次男の５人家族。気の合う義母に恵まれて、NZ ライフを
満喫中！自宅でワーキングホリデー・ホームステイ＆サポー
ト http://www.workingholidayexpress.com/
ホームステイ留学 http://nzryugaku.jp/ しています！

10 月上旬より予約販売開始！

生産者のあったかい気持ちがいっぱいこもった 【地球食】フェアトレード・チョコレート
毎年ご好評の
【地球食】フェアトレー
ド・チョコレート、
10 月末から順次入荷
予定です！
ぜひ、丁寧に手作り
され た 優 し い 美 味 し さ を 感 じて み ませ ん
か？
10 月上旬に予約販売を開始します！
◆ミルク 504 円(税込)
毎年 No.1 に輝く大人気の王道フレーバー。
濃厚で滑らかな食感のミルクチョコ。
◆ビター 504 円(税込)
カカオ分約 55％のほろ苦さが特徴の大人
の味わい。製果用チョコレートとしても◎。
◆エクストラ 504 円(税込)
カカオ分約 71％の大人味なビターチョコ。カ

カオ本来の苦味、芳香な香りが楽しめま
す。

【ロハス・フレンド会員限定】
10 枚以上で送料無料！

◆アーモンド 504 円(税込)
ビターチョコレートをベースにクランチしたア
ーモンドをたっぷりとちりばめました。

[地球食］フェアトレード・チョコレートを 10 枚
以上ご注文いただくと、送料無料！
・ 同じ種類のチョコレートばかり 10 枚以上
・ 異なる種類のチョコレートを組み合わせ
て 10 枚以上
どちらも送料無料です。

◆ヘーゼルナッツ 504 円(税込)
ミルクチョコレートをベースにヘーゼルナッ
ツがゴロゴロ！ナッツ好きにはたまらない
一枚です。
◆プラリネ 577 円(税込）
トリュフのような柔らかな口溶けのヘーゼル
ナッツ主体のペーストをミルクチョコレートで
優しく包んだ贅沢な味わい。
◆ウィンター 682 円(税込)
ミルクが口の中でとろける瞬間、シナモンと
コリアンダーの広がる奥深い味わいのチョ
コレートです。

編集後記
やっと秋らしい爽やかな日が多くなりほっとしています。
毎年売り切れが出る【地球食】フェアトレード・チョコレート。涼しくなっていよいよ
販売スタートです。私は「ウィンターチョコ」が大好きです★
今年は「あ～ほしかったのに売り切れちゃってる！」ということがないように、予
約販売をご用意しましたヨ。ぜひご利用ください。このチョコを買うことで、途上国
の小規模農家の生活向上を応援してみませんか。
（スタッフ・古川）

※ ご注文確認時に送料無料にさせていた
だきます。
※ 特別な場合を除き、10 枚以上のチョコレ
ートと一緒に他の商品もご注文いただく
と、すべての商品が送料無料です。
まだ会員登録をされて
いない方は、この機会に
ぜひ、ご登録ください♪

【ロハス・フレンド会員募集中！】
ロハス・クリップスでは、お買い物がしやすく、様々な特典が受けられる「ロハ
ス・フレンド会員」を募集しています。登録は無料。Web サイトからどうぞ。
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「ロハス・Lohas」 とは、Lifestyle of Health and Sustainability の頭文字をとった略語で、環境や周囲に配慮し調和しながら、健康的で、無理なく持続できる社会生
活を心がける生活スタイルのこと。Lohas-Clips では、さらに、「人や生物とのつながりに感謝し、地域の一員として、社会人として、そして地球に生きる人として、
みんなでわかち合いシンプルかつ心豊かに暮らせること」をイメージしています。

