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今年は 2月からの暖冬で、春もすぐそこまで来たかと思っていたら、3月下旬頃から急激に三寒四温で
寒の戻りに入り、４月に入っても日中の気温が 15℃程度で、しかも４／４(水)には観測史上まれな「みぞ
れ」が降る異常気象に見舞われました。 
 桜の花も 3月下旬頃の開花予想が大幅にずれ、４月に入ってやっと開花宣言が出された状況で、今年の
ハバネロ栽培も順風満帆と言うわけにはいかないかも知れないと今から、心の準備をする必要があると考

えています。 
 
また、一報では地球温暖化などの影響が出ていると言うことを言われていますので、一人一人が地球を

汚さないよう心がけが大切で、山野のように自然界の摂理で太陽の恵みと地上に降った雨などで輪廻が繰

り返されているのを見習って、今の農業も農薬や化学肥料に頼らない自然循環型を目指していかなければ

ならないと感じております。 
 
                           ハバネロ友の会事務局 世話人代表 
 

第二回 ハバネロフェア 開催 
先日の４／７(土)に『第二回ハバネロフェア』を桜の季節に併せて京都・亀岡・へき亭さんの庭園で開
催いたしました。 
お蔭様で年々ハバネロの知名度が上がってきているのと比例して会員様のご協力もあり出展社希望も

増え今回は 10社の業者の方々が出展されました。 
出展社間の情報交換などコミュニケーションが活発に行われ、あいにく途中で雨が降りましたが皆さん

喜んでいただけたと思っております。 
 
また、わざわざ東京から会員のソース会社の伊藤さんはじめ、「ハバネロソング」を作詞作曲された会

員の「まこはり」さんとボーカルさんも駆けつけて頂き盛り上がりを見せました。 
 
地元紙やテレビ大阪の取材などマスコミや地元、市役所の商工観光課、商工会議所、京都学園大学のバ

イオサイエンス科の教授の方々にもお越し頂けてハバネロがまだまだ注目されていると自信を深めた次

第です。 
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■出展社(者) 
① 中華料理 広東 矢野さん 

お店で大評判のハバネロ入り炒飯・ハバネロえびチリ 

② おちゃのこさいさい 広瀬さん 

清水店だけの販売商品 舞妓はんひぃーひぃー 

③ 木原 木原さん 

専務自らハバネロの虜になって作ったハバネロ蒟蒻 

④ 第三亀岡作業所 浜口さん 

ハバネロを使ったこだわりのハバネロあられ  

⑤ バッケンベーク 清水さん 

じわっとくるハバネロの妙味を現実のものにされたハバネロカツサンド 

⑥ ユーアンドミー 北畠さん 

ミスマッチのようで不思議に良くあうハバネロ納豆 

⑦ 篠ファーム 高田さん 

初めての方でも栽培して頂けるように企画したハバネロ栽培セット 

⑧ へき亭 日置さん 

大評判のハバネロアイスを考案された女将のハバネロうどん・ハバネロカレー 

⑨ 中野精米工場 中野さん 

ハバネロについては誰よりも理解の深い主人のハバネロ商品 

⑩ プティポワン 中野さん(ハバネロ菓子) 

フランス好きのパテシェが絶賛するハバネロ菓子 

 
その他 一番館(焼きそば) ポポクラブ(ハバネロピザ・ハバネロパスタ・ハバネロカフェオーレ) 
ミートひろせ(ハバネロキタキタ弁当)などご都合で残念ながら出展出来なかったところもございます。
(次回よろしく頼みます！) 

 



 
 

■ハバネロ料理コンテスト 
ハバネロ果実(ペースト)を使った料理のコンテストを実施いたしましたところ、11点のノミネートがあ
りました。来場者には試食していただき厳正の上、投票していただき下記の料理が選ばれました。 
 
1 位 ハバネロ入りごぼう胡麻和え 【商品番号⑩】 八木博久さん 
   ごぼうを漬物風にしてごまを摺って混ぜ合わせてあります。 
2 位 ハバネロチョコレート    【商品番号⑥】 高田 実さん 
   板チョコを湯煎してハバネロペーストを入れて固めてあります。 
3 位 ハバネロ入り古漬け     【商品番号⑨】 八木博久さん 
   きゅうりなどを醤油づけにしてみじん切りにしてあります。 
4 位 ハバネロクルミメレンゲ   【商品番号⑤】 田部頼子さん 
   サクサクの仕上がりでクルミの風味が利いています。 
5 位 ハバネロスナック      【商品番号②】  田部頼子さん 
   オイルで揚げてさっぱり仕上げになっています。 

  



■ハバネロソング発表 
会員のミュージシャンネーム「まこはり」さんが作詞・作曲していただきました『ハバネロソング』の発

表をさせていただきました。 
 
とてものりが良くお子様向けに仕上げられていますので、一度聞くと自然に口づさんでしまうほど、軽や

かで覚え易い感覚です。 
http://www.h5.dion.ne.jp/~makohari/habanero.html 

または、http://www.shinofarm.jp/habanero_song.htm 
是非一度、アクセスしてお聞きください。 
近い将来、デビューして頂けるように働きかけていければよいかなぁと思っていますので、会員の皆様も

周りの方たちにお勧めいただけたら幸いです。 
録音したＣＤの無料配布も限定２０枚ですが行っていますのでご希望の方は、事務局にお申し出ください。 
 
また、皆さんのホームページやブログに貼り付けされるときは事前に事務局の方にお申し出ください。 

 

■その他 
当日はへき亭さんで「スキップ楽団」のライブショーも開催されていましたので、盛り上がりが倍増しま

した。 
 
 

マスコミ取材 
■ テレビ大阪 
なるほど！ラボ「関西新名物」４／２１(土)ＰＭ６：３０～放映 

４／４(水)にハバネロ名物として取材があり、下記のスケジュールで取材がありました。 

① 産地      ハバネロの栽培状況 

② 篠ファーム   ハバネロ果実／ハバネロ商品 

③ ユーアンドミー ハバネロ納豆 

④ ポポクラブ   ハバネロカフェオーレ／ハバネロミソーネパスタ／ハバネロピザ 

⑤ バッケンベーク ハバネロカツサンド 

⑥ へき亭   ハバネロ御膳とハバネロアイスの試食 

＊４／７のハバネロフェアにも補足取材あり 

 

■ ニッポン放送 

「高嶋ひでたけ 特ダネラジオ」３／８(木)にて録音放送 

『世界一辛い唐辛子がギネスに。どうなるハバネロ？』と言うテーマで１０分間のパーソナリティーとト



ークしました。 

ハバネロ以上に辛い唐辛子でギネスに登録されている2位の「SB食品のカプマツクス」と1位の「ブッド

ジョローキア(別名:幽霊唐辛子)」ですが、ハバネロは特有の香りと知名度など浸透してきていますので、

世界一にこだわる必要もなくなってきていますので、逆にギネスなどホットの話題で「ハバネロ」が紹介

されることになり、むしろ喜んでいます。・・・と言う話をさせていただきました。 

 

■京都新聞 

ハバネロフェアの取材がありました。 

翌日の朝刊に掲載されました。 

 

 

 

■東海ラジオ 

美味時間（月～金AM12:15～PM1:00）の中で「美味雑誌（うまーいマガジン）」のコーナーでハバネロの紹

介があります。放送日時は4/19以降と言うことです。 

 

 

会員投稿コーナー 
このコーナーは「ハバネロ友の会」に入会された方の出会いとハバネロに対する思いを気軽に発表していた

だいております。特に新しく会員になられた方は是非とも自己紹介をかねて、投稿されませんか。 
いつでも、気が向いたらメールや郵送・FAXで事務局宛に送ってください。(毎月 5日が締切りです。) 
 
今回は 3名の会員さんの投稿を頂きましたので掲載させて頂きます。 

 



 

   今年も沢山のハバネロを栽培いたします。  

それも恐ろしく辛いレッドサビナですよ!  
 
私のところは契約栽培の委託を受け、兵庫県篠山でハバネロを栽培し始めて４年目になります。 

 
契約栽培で今までに２０種類ほどの世界の唐辛子を約５０軒の農家で栽培してもらっている中の半

分以上がハバネロです。 
 
ハバネロ商品がどんどん増えていくので毎年、栽培本数が増えていき生産者探しに追われますが、昨

年栽培した人は必ず今年もとハバネロ栽培だけは辞めたいという人がいないのです。 
篠山の気候に合っているのでしょうか。それに生産者の方もこれだけ知名度の上がったハバネロに好

奇心をゆさぶられているような気がします。 
 
種は昨年の秋に果実から、涙と鼻水でぐずぐずになりながら採りました。 
これが一苦労なんです。 
それにどうもハバネロは他の唐辛子に比べてはじめはうじうじしてなかなか大きくならないのです。 
でも気温が高くなってくると背は低いけれどハバネロらしい幅広い葉っぱが思い切り横に広がり、陽

を浴びて濃い緑色になっていきます。 
昨年春も気象条件が悪くどうなるかと思ったのですが後半盛り返し、篠山特産の黒豆の２倍の収益を

あげた方もありました。 
私に似て結構丈夫で粘り強い、大器晩成型なんでしょうか? 

 
今年は最高に辛いレッドサビナを 50a栽培する予定です。 
＊下の写真はレッドサビナが発芽して来ているものです。 

  
 
2月ごろには暖かく今年は楽勝…と思っていたのにまたまた寒くなり… 
気象条件だけは神頼みですがどうか台風なく、干ばつなく元気に育ちますようにと祈る 
ばかりです。 
 

                                         ハバネロ会員さん(みっちゃん)からの報告 



 
 

ハバネロとのご縁 

 
私がハバネロとご縁を結んだのは、今から約 1年半前になります。 
 
正直私は、「辛い」ものが苦手でした。学生時代、海外へホームステイをした家が「辛い」ものが好き

で、タイカレーが週に 1度は出てくるわ、肉料理が出てきたらとてつもなく辛いソースを付けて食べさせ
られていたこともあり、スパイスというものに非常に抵抗がありました。 
アジアに旅行に行けば、辛くて食べられないものが毎日続き、きっと辛いものはもう嫌いなのだと自分で

思っていました。 
 
今でも「辛い」ものは苦手です。 
 
以前中国の方に「中国では辛いという表現がいくつかある」ということを聞きました。 
それを思い出したときに私の辛いものが苦手な理由がはっきりしました。 
「辛い」だけのものが苦手だということが分かりました。 
ハバネロの食品は、味ある「辛さ」、「うま辛」なのでおいしく頂いています。 
 
「うま辛」は大いに歓迎します。 
 
今私が一番ハマっているのは、マヨネーズにハバネロラー油を少し入れて、サラダに付けて食べることで

す。何気なく姉が「おいしいんじゃない？」といって入れたことが最初で、それ以来サラダには、このド

レッシング！？がお気に入りです。 
近頃は私以上に母親がハバネロ味噌を愛用するようになりました。家族揃ってハバネロ食品を愛用するよ

うになっています。 
 
「うま辛」だけでも驚きだった私ですが、プティ・ポワンさんのハバネロのトリュフをひとつ高田社長か

らひとつ頂いたときは衝撃が走りしました。 
甘いと辛いが 合・う・の・か！！！！！！！！！！！（byスター味っ子） 
 
まだまだ驚きはこれからも続きそうです。。。。。 
 
そうだ、今年はハバネロを栽培してみよう。（「そうだ、京都へいってみよう」より） 
 
                          

Mura-Ue 
 
 



 
 

不敵な笑いを浮かべるおしのちゃん 

  
ハバネロとのなれそめはへき亭さんのところです。 

辛いものなんて食べたくないわい！と逃げて逃げて逃げていたのに、現在ハバネロラー油が食卓に常時用

意されている環境になってしまいました。 

  
しかし、なんですね、このハバネロオイル、物凄い勢いでドボッと出て、大変危険、デンジャラス。 

一説には、早く消費させようという、高田社長の陰謀との噂もあります。 

  
全く油断できません。スプーンにそぉぉぉっと注いで、ちょっぴり使う、そんな気遣いが必要です。 

そう心に刻む私でも、朝ご飯に食べる、アボカドの半割りに誤ってたっぷりとハバネロオイルを注いで、

口にするという愚行を犯してしまいました。 

  
その時に、不敵な笑いを浮かべるおしのちゃんの意味が判ったような気がします。 

  
私とハバネロの仲はまだはじまったばかり、 

割りない仲になるのもこれから、 

ということで自己紹介とさせていただきます。    

会員番号１８うずらや 

メーカーより 
ご迷惑をお掛けしております。 
どうしても既製のビンを使用している関係で今のところ、完全なものがございません。 
ご容赦ください。 
 
うまく使うコツとしましては、やはり言われている通り、少しづつ出すようにしていただけると液だれが

ましになります。 

  
 



ハバネロ雑感 からい･･･つらい･･･しあわせ？ 

 

 

 春爛漫。桜も満開、ちょっと薄着でお出かけしたくなりますね。その反面、なんだか無性

に身体がだるい・・・。 

春眠アカツキを覚えず。とりあえず、ただただ眠たい・・・。 

疲れがたまっている？疲れていると、ちょっと甘いものが欲しくなります。 

この「甘い」⇒「疲れ」の方程式は昔からよく聞きます。では、「辛い」の相手にはいっ

たい何が来るのでしょうか？「辛い」⇒「元気？」。 

たしかに辛いものを食べるとメラメラとパワーがわいてくるような気がしますし、「辛い

もの好き」な人は「元気」な人が多いようにも思います。私の場合は、どちらかと言うと疲

れてなくても、甘いものが欲しくなります。「甘党か！（タカ アンド トシ）」。性格も、か

なり「甘い」らしい・・・。 

 

 最近、かなり辛いモノも食べれるようになってきました。 

どちらかと言うと、昔から苦手でした。「カライ」は「ツライ」・・・。 

この「カライ」と「ツライ」は、まったく違う意味をもつ単語なのに、「辛い」となぜか同

じ字を書きます。 

どうしてなんでしょう・・・。  

「辛」の漢字の意味は「入れ墨用の針」の事です。 

この針は、罪人に対する「入れ墨刑」のための針のことで、比較的軽い罪に適用されていま

した。入れ墨を入れる時には痛みを覚えるため、かなりつらい刑だったようです。 

そこで、この「辛」と言う文字は、「入れ墨用の（痛い）針」が転じて「つらい」と言う意

味になったようです。 

それでは何故これが「カライ」になったのでしょう。 

どうやら昔の人は、この「つらい」と言う感情を、味覚の上にも移転して、「つらい味＝

からい」としてしまったのです。 

もしかしたら、「針で刺すような味＝からい」としたのかも知れません。 

そのため、「辛い」には「つらい」と「からい」の二通りの読み方が出来てしまったので

す。  

 しかし、ハバネロは世界一と言うだけあって本当に「辛い！」。 

でも、この「辛い」ものに「一（ひと）」つ何かをたしたら、とっても美味しい食べ物にな

ります。お肉類とは相性が合いますし、甘いものにもピッタリです。 

美味しいモノを食べたとき、心に思うのは「シアワセ・・・」。この「幸（しあわせ）」って

言う字も「辛い」の頭に「一」本たしただけなんです。 

「へぇ～････（トリビアの泉）」 

できました!ハバネロ方程式 「辛」＋「一」＝「美味い」⇒「幸（シアワセ）」 

 

 

                              Ｋｅｉ－ＴＡＲＯ 



ハバネロ探検隊員報告  Vol. 2 

ハバネロ探検隊 TAG さんがハバネロを使った料理や商品を食べ歩き紹介してくれるコーナーです。消
費者の代弁者として意見を織り交ぜて面白おかしくリアルにまとめていただいていますので、すぐにでも

食べに行きたくなりますよ。 
 

「京都東山花灯路？？」 

花の便りに誘われ、京都東山花灯路でにぎわう夕暮れの清水。やっぱ清水寺かな～。 
ちょっと観光気分でそぞろ歩き。・・・・ええなぁ～。しかしカップルばっかやなぁ～。 
人の流れに任せるまま産寧坂に差し掛かり、急な階段。 
途中に、黒地に真っ赤な大きな文字で「世界一辛い」の文字。何じゃあれは？？(ノ゜⊿゜)ノ     

  お店の名前は「おちゃのこさいさい」。 

 
覗いてみると、店頭には多種のちりめん山椒が並んでいて、わぁ～！！おいしそう。 
エヘッ♪♪C(゜―゜*)ちょっと試食。   う～ん。 
うま～っ！！！なんかしみじみ・・・京都やねぇ～。 
しかし、このちりめん山椒はおいしい。ぜんぜん辛くないよ～っ♪♪ 
隣の違う味もちょっと食べちゃおっ！！白に黒・・・・おいし～ぃ。 
濃いお茶か白いご飯があればサイコーなのに。急激におなかが空いてきた。 
よく見ると「世界一辛い」の文字の横に「一味・七味あります。」の文字。 
店内に進むと赤に黄色、青に黒のパッケージの一味・七味が並んでいる。 
どれかなぁ～？？    ん？！「舞妓さんひぃ～ひぃ」？一味と七味。 
・・・・これか！！！ 
舞妓さんが大口あけている真っ赤なパッケージの商品。 
ほかの商品とはまったく違うし、なにより商品の前で人が集まっている。 
「これこれ」とか「どう？辛い？」などの会話が聞こえる。(-- )o＜  
けっこう話題の商品のようだ。よ～し、挑戦！！左手の手のひらに一味を落とす。 
ぺロッ・・・・ん？！！炎炎炎＞(~Q~;;) ヒィィイ!!カラィィイイ!!ガツンとストレートやなぁ・・・。
でもすぐに治まる。 
辛いけどへんな癖もなく・・・これは良いかも。  
今度は七味・・・・ん？！こっちも辛～い！！ しかしこちらは、素材の風味が豊かで後味さわやか。 
味わい深い。結構いけるぜ！！  早速何かにかけて食べてみないと。 
極寒の京都の夕暮れ。「舞妓さんひぃ～ひぃ～」を握り締め、夜間拝観でにぎわう清水寺を見ないま

ま、一路人ごみを足早に逆送し帰路に着く TAG隊員であった!≡≡≡ヘ(*--)ノ  
 
冷えた体に七味の効いたうどんはサイコー！！ 
あったまるぅぅぅぅ・・・・ウマカッタ ε-(￣(エ)￣*)/  
あっ！！ちりめん山椒買うの忘れた。ガ～～ン☆<(￣□￣;)>☆ 
 



Shop情報  
おちゃのこさいさい 京都市東山区三年坂 TEL/FAX 075-531-2144 
ホームページ http//www.ochanokosaisai.com/ 
舞妓さんひぃ～ひぃ～「一味」「七味」各 
（袋１０ｇ）５２５円、（缶１０ｇ）６８３円、（豆袋３０ヶ）６３０円 

   

 



ハバネロ雑学コーナー 第二回 

このコーナーは、ハバネロのことを少しでも勉強しょうと集まっていただきました皆様の 

ためにボランティア専門のMr.Kei-Taroさんが徹夜で勉強した成果を発表していただくコ 

ーナーです。    皆さんもご一緒に学習いたしましょう。 

 

 激辛・うま辛の代表選手であるハバネロですが、名誉な事か、不名誉な事か、食べた人達が「死ぬほど

辛い・・・」と思ったのか、ハバネロを使用した商品に「Ｄｅａｔｈ（デス 死ぬぅ・・・）」という単

語を使ったものがいくつかあります。 

 

超激辛のデスソース（激辛を通り越して「痛辛い・・・」）や、超激辛ポテトチップス「デスレイン（ハ

バネロ）」など・・・。でも、辛いモノ好きな人達には「死ぬほど美味い・・・・・！」 

 辛い食べ物を代表するものとして皆さんは何を思い浮かべますか？お隣の大韓民国のメジャー食品で

ある「キムチ」をあげる人はたくさんおられると思います。 

 

「キムチ（김치 gimchi）」とは、野菜の塩漬けを水洗いしたのちに、オキアミやイシモチなどの魚醤

（チョッカル）、ニンニク、生姜、唐辛子粉を加えたものを基本とし、韓国・朝鮮語でヤンニョム「薬念

（やくねん）」と呼ばれる薬味を混ぜて漬けた、漬物の一種です。 

また、日本では朝鮮漬とも呼ばれています。韓国・朝鮮語で「野菜を漬けたもの」の意である「沈菜」

（チムチェ・ちんさい）が語源であるとされる「沈漬（チムチ・ちんじ）」、「鹹菜（ハムチェ・かんさい）」

など、いろいろな説があります。 

近年キムチは、健康食品・発酵食品として特に注目されていて、日本でも人気の食品です。 

焼肉店ではなくてはならないメニューの一品です。 

しかし、意外なことに歴史としては思ったより浅いようです（色々な説がありますが・・・） 

初めの頃のキムチは、単純に野菜の塩漬けに過ぎませんでしたが、１２世紀頃からは、各種の香辛菜類

を使った独特の味を出すようになリました。 

そして、味付けによく用いられている唐辛子は、１５９２年、豊臣秀吉の朝鮮出兵（文禄の役）の際に

日本から伝来したとされています。 

また、江戸時代に朝鮮通信使が日本から持ち帰ったという説もあります。 

唐辛子の原産地は中南米（ペルー説が有力）であり、当時、スペイン・ポルトガルとの直接の交易路を

有していなかった朝鮮半島には、朝鮮出兵時は極端としても、同時期に日本経由で伝来したものと考えら

れています。 

特に、１９世紀には、キムジャンキムチ(冬場のキムチ)作りに適した結球白菜の栽培が普及して、現在

の典型的な韓国キムチの姿になりました。 

つまり、韓国の「キムチ」が大衆化したのは百数十年前からです。 

唐辛子を使った辛いキムチがつくりだされたのが約四百年前。おりしも昨年は、嵯峨の角倉了以翁が保

津峡を開削してから四百周年の亀岡にとっては記念すべき一年でした。その時代に篠ファームさんが「ハ

バネロ」に出合っていたら、今ごろ日本の食卓ではハバネロ食品が当たり前のように並んでいたのでしょ

うか。 

ガンバレ！ハバネロ・おしのちゃん！ 



ハバネロお料理コーナー 
料理自慢の女将が毎月「ハバネロ果実」や「ハバネロ商品」を使って簡単に出来るハバネロお料理のレシ

ピを紹介していただくコーナーです。 
会員の皆さんも、自慢の調理法方などございましたらお気軽に投稿をお願い致します。 

         

「花菜のハバネロ味噌和え」 
今回の食材は「花菜」ですが「ハバネロ白味噌」の使い方として参考にしていただけたらと

思い一例をご紹介させていただきます。 
＊「花菜」の変わりに「わけぎ」「小松菜」などもいいし、「たけのこ」も木の芽合えのと木にも作ってい

ただけたらおもしろいかもしれません。 
「ハバネロ白味噌」は調味料的に使ってみてくださるとおもしろい味が出ますので、皆さん

もいろいろと挑戦して見て下さい。 
 
【材料】 
・花菜       1束 
・人参       少々 

・酢        大匙3杯 

・ハバネロ白味噌  小さじ1杯 

・砂糖       大匙3杯 

・醤油       少々 

・白味噌      大匙3杯 

 

① 花菜は茎のところを少し切って、湯がいておく。 

② 人参を千切りにして湯がく。 

③ 白味噌、ハバネロ味噌を併せて、そこに砂糖と醤油・酢の順に入れよく混ぜ合わせる。 

④ あらかじめ湯がいた花菜・人参を混ぜ合わせ、③を入れて和えます。 

 

事務局より 
会報誌に会員さんのご紹介をさせていただこうと考えておりますので、皆さんの積極的な投稿をお願いい

たします。 また、事務局からお願いすることもあると思いますがその節は、ご理解の上ご協力の程よろ

しくお願い致します。    毎月末が翌月の会報誌の原稿締切りとさせていただきます。 

 

事務局としてまだまだ不慣れな点等ございますので会報誌や会の運営など、ご意見などございましたらお

気軽にお願い致します。 

 

ハバネロ友の会 事務局 

〒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   fax0771-24-7885 


