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ハバネロ会員の皆様へ 

今年は異常なほど暑さが続き「暑さも彼岸まで」と言うことを言われており

ますが、「彼岸過ぎても暑さかな」に置き換えてもよいような気がしていま

す。 

そこへ来て、１０月に入ったとたん急に涼しくなり、体に偏重をきたされてい

る方もおられるのではないでしょうか。 

 多分に漏れず、私の愚息も風邪をひき４０度の高熱に見舞われました

が、お蔭様で数日で治って元気にしております。私は小さな会社を経営し

ておりますので、そう簡単に風邪などひく余裕がありませんので、ちょっと

体調がおかしいなぁと思ったら、すぐに「ハバネロ」を使った商品をしっかり

食べるようにしていますと、翌日には殆ど体調も戻り元気に仕事に励んで

おります。 

昨年のインフルエンザも家族で私だけが掛からず、元気で居られました。 

「ハバネロ」に感謝！感謝！です。 

 多分、皆さんも同じような経験をされた方もおられるのではないでしょう

か。 

当然、「ハバネロ」にはカプサイシンがたっぷり含まれていますので、発刊

作用がありますので、体内のウィルスなどをやっつけてくれるのは昔からの

知恵として周知の事実です。 

 また、海外の研究では「ハバネロ」に抗リウマチや抗更年期障害などを緩

和してくれるものと言われております。その上、ギャバロン値も高いようで

す。 

京都学園大学のバイオサイエンス学科食品機能の深見教授が「ハバネロ」

の研究をされておりますので、今後の研究成果発表に期待をかけておりま

す。 

日本国内でも「ハバネロ」の需要増大で研究が進んで行くものと確信してお

ります。 

 「ハバネロ」は当初、流行の一過性と思われていたものが、「瓢箪から駒」

の如く一般の消費者が関心を持っていただき、一度食べるとはまってしまう

何かの妙薬のように興味をそそられるものと進化して来ているのには正直

うれしい限りです。 

 皆さんも、周りに入る人たちにどんどん食べてもらってはまってもらってく

ださい。                    

                              ハバネロ友の会事務局 
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今年は、例年にない高温で旱魃に見舞われたせいで、夏場のハバネロの生育が思わ

しくなく、水が入らない畑では、草丈も伸びず現在でも草丈は全体に低い状態です。 

しかし、気温も例年並に戻り今では、たわわにハバネロの果実を付けて、赤くなるのを

待つばかりです。 

会員の皆様もご興味がありましたら、事務局までお知らせください。 

10月末頃までがハバネロの収穫期ですので、ご覧頂くことが出来ます。 

また、多数のご希望者がおられるようでしたら、日にちを決めて見学会などを催したいと

思います。 

生産者視察を致しました  

 先日（９／２１）に亀岡の地元生産者が、兵庫県篠山のハバネロ栽培生産者に栽培技術

向上のため、有志１１名で視察を致しました。 

参加された方たちは、関心度も高く仕立て方や栽培方法などをしっかり学んだ１日を過ご

されました。 

ハバネロの栽培のご報告 
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 ９月も終わるかと思う頃にようやく秋らしく、過ごしやすくなってきました。 

篠山はまさに秋本番。実りの秋を迎えました。ほんの一瞬の一年で一番いい季節。 

また忙しい季節でもあります。 

1週間ほど前までは昼間は半袖のＴシャツで充分な真夏の気温を思わせる日が続いていまし

たが、朝晩の気温はやはり秋。自然はこれを感じ、暦どうりに彼岸花が鮮やかな色で稲刈りの

終わった田んぼを縁取り、コスモスやススキが風になびいています。黒豆のさやも大きく膨らみ

収穫を待っています。 

黒豆、松茸、栗････負けずにハバネロも収穫のピーク。長く続いた暑さのお陰と、適度な雨でよ

く肥料が効いて、採れる採れる！！  

朝から収穫に１日がかりで暗くなるまで採っても、採りきれない。稲刈りは忙しいし・・・ 

と農家はうれしい悲鳴をあげておられました。 

約４０００本のハバネロから 

９月の総出荷量は３トンを超え

ました。 

一番出荷量の多い人は今月だ

けで 3ａ、２４０本の樹から450

ｋｇを収穫されました。 

この調子はもうしばらく続きま

すが、気温が下がるにつれて色づくのに時間

がかかるようになってきます。１０月に晴れた

日が続いてくれれば長い期間収穫できます。 

 

こんなに沢山のハバネロたち 

はどこへ行って誰の口に入るの

でしょうか？ 

ハバネロ味噌、醤油？ 

アイスクリーム？ 

みんなどんどん食べてね！!！ 

まだまだ採れるよ。 

冬に向けて 

ハバネロ鍋なんて 

       どう？？？ 

ハバネロ畑からの近況報告    篠山市「くの一農匠」特派員より  
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今月だけで 3ａ、

２４０本の樹から

450ｋｇを収穫され

ました。 



毎年４月２９日を中心に２日間、ガレリアかめおかで亀岡市都市緑花協会主催「花と

緑のフェスティバル」が開催されております。花と緑の会はスタッフとして寄せ植え教

室、花の即売、コンテスト、ハーブティー無料振る舞い等の外に、正面入ったエスカレー

ター前にモデルガーデンを作り、市民の皆さんの参考にと毎年提供しておりました。この

ことから、２０００年に開催された淡路花博の会場後の植物園に残されている「奇跡の星

の植物館」（建築家安藤忠雄氏が設計した温室）から「ガーデンルネッサンス」と題し、

地域性と伝統性をガーデニングで継承する試みを淡路をはじめ 兵庫各地を対象に提

案されておりました。それを受け「亀岡の庭」を作ることになりました。 

当時NHKの趣味の園芸の講師や各地の植物園のコーディネーターをしておられた辻

本智子さんから亀岡市での２回のデザインレクチャーと奇跡の星の植物館での実習で

創り上げました。 

現在、亀岡の旧街道沿いには江戸時代の伝統的景観を残す家が「点」として残ってい

ます。 その「点」として残っている歴史的 景観を「線」としてつなげていくための「道路沿

いの空間演出」を提案しました。花と緑の会のメン バーが、 家 に残る昔の生活道具・

農具を用い、その空間に地域性、歴史性をガーデニングで演出しました。約２ヶ月間の

展示中の土、日曜日には、市内の企業からの協力によりあられや漬物を茶うけに湯茶

の接待をして亀岡をおおいにPRしました。大変好評でした。 

これが２００４年開催の浜名湖花博に国土交通省と都市緑化基金から「亀岡をイメー

ジした庭」を出展するように要請を受けました。この年、ガレリアでの花と緑のフェスティ

バルに水車を用いたモデルガーデンを作り、テストをして本番の４年に１度開かれる国

際花の万博「浜名湖花博」に２泊３日の予定で亀岡から水車はマルの部分だけでも８分

割、竹は孟宗竹を１０数本、小門、井戸も分割をして資材をクレーン車にて搬入して作り

上げました。土、日には寄せ植え教室のイベントの為会場を訪れましたが、毎回沢山の

日 本 全 国 い

や 世 界 か ら

来 場 さ れ た

方 が 水車 や

「京 都・亀 岡

の庭」の高札

の 前 で 記 念

撮影をされて

い た の に は

会員一同感

激 を し ま し

た。  

ガレリアかめおかで開催の花と緑のフェスティバル・モデルガーデン  

花と緑の会 Ⅲ 
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長火鉢に多肉植物を植えてい

ます。 

（奇跡の星の植物館） 

奥に保津川護岸に使用した蛇篭、手前に桶やざるに寄せ植えしました。（奇跡の星の植物館） 
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浜名湖花博に出展した

「京都・亀岡の庭」 

 

水車には８個の 

ハンギング 

バスケットを 

取り付け回転させ 

花の水車にしました。  



朝晩は涼しいのに、昼間はまだ暑かったりします。 

こんにちは、夏の終わりと秋の始まりの、この微妙な季節が好きな新聞

記者・竹内博士です。８月号で、初めて原稿を書いてから、｢引き続き毎

月お願いします｣と依頼されていたのですが先月は・・・・みごとにサボっ

てしまいました。 

今後、そのような事のないように原稿を書いていこうと思いますが、マイ

ペースなヤツですから、どうなることやら。しかし、貴重な場をいただいたことに感謝し

つつ、気合を入れて書いていこうと思います。どうぞお付き合いくださいませ～!! 

さてさて、私は新聞記者という仕事をしています。「新聞記者」という響きはいいので

すが、いまいち「実際には何をしているの？」と、その仕事内容の実態がつかめない

方もおいででしょう。簡単に言えば、「情報を探して取材し、記事にまとめて発行する。

写真も撮る」というのが業務内容。しかし、そこへたどり着くまでには色んな落とし穴が

ポッカリと開いていることも多々あるのです！！ 

今回は、そんな知られざる（？）新聞記者の仕事にスポットを当ててみたいと思いま

す。 

町なかで「記者の竹内です」と挨拶すると「きしゃ・・・トロッコじゃないんや！」など

とオヤジギャグで返事をされることもあったりします。その場合、決し

て引いたりしてはいけません。笑ってごまかすか、「出世したらトロッ

コになれるんですけどね～、まだ私は汽車ですわ～」などとボケで

返すかのどちらかです。愛されてナンボ、可愛がられてナンボの仕

事。それが新聞記者。ちょっと気を使ったりもしますけどネ・・・。 

 気を使うと言えば、女性に歳を聞く時です。仕事ですから仕方がな

いのですが、「お名前は？」「何町にお住まいですか？」はい、その

後～～～。「あの・・・、お歳は、、、おいくつです・・・か？」ってな具

合。最近は堂々と聞けますが、この仕事を始めた時は聞き辛かった

な～～（遠い目）。若い人やお年寄りの方はいいのですが、20代か30

代か不明な方、30代か40代か不明な人・・・気を使います。また、そういう微妙な人に

限って「何歳ですか？」と尋ねたら、「何歳に見えるぅ？」などと聞かれたりするんで

す。必死になって、予想よりももっと若く答えたつもりが、さらに本当は若かったとか。

中学生くらいかと思ったら30代だったとか・・・。いろいろです。 

 一番大変なことは、何といっても決められた字数のなかに、キチっとおさめることで

す。多少は「見出し」や「写真」の大きさや向きで調整できるようになっているのです

が、字数内で伝えたいこと全てを文字にするのは大変です。ちゃんと伝わらないと記

者失格！！ベテラン記者は、取材先でも聞きたいことだけを要点をおさえて聞き、事

務所に戻るまでには頭の中で文章の流れが完成しているのですが、私のような「未熟

者記者」ですと、あれもこれもとダラダラ書いてしまい、字数内におさまらなくなってし

まうのです・・・・・あっ、しまった、、、ここでも字数いっぱいになっちゃった（汗）。 

 ということで、続きはまた次回～～～！！ 

    

                            ㈱亀岡市民新聞社  記者・竹内博士 

こんなん書きましたけど・・・＠はかせ記者 
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こう見えても記者と

いう職業、実は結構

気を使っています。 



アメリカのスポーツ誌「ベイスポ」で、ハバネロうま辛醤油が紹介されました。アメ

リカ人も醤油をはじめ味噌・ラー油など大絶賛して頂いています。普通の日本語で

書かれていますので、国内の新聞と思われますが、アメリカの日系スポーツ紙です。 
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投稿大募集中！！ 

会員の皆様、是非とも自己紹介をかねて、投稿コーナーに寄稿してください。 
いつでもＯＫ！．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。

(毎月末日が締切り日です。) 
皆様からの投稿をお待ちしています。 

 

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 

おしのちゃんＵＳＡ 



当初、ハバネロは激辛なため、日本人はもともと辛いものが苦手な民族ですから、ハバ

ネロ果実を食べるという発想は全くありませんでしたが、日本人に向いた調理方法や使

い方で、「医食同源」と言われるように体によい影響を与えてくれますので、今回から自

分で試したことや、専門家にお聞きしたことを、連載でお知らせしたいと思っております。 

 

■ハバネロ果実のお湯割り 

これかの時期、グラス片手に「ハバネロお湯割り」で体もリラックスさせてください。 

①ハバネロ果実のへたを取り、縦に２つ割りにしてグラスに入れま

す。 

②燗をした焼酎をお好みで注ぎ、お湯で割ります。 

③ハバネロ果実から果汁が溶け出し、ハバネロ特有の香りと辛味が

出て、すぐにでも飲めるようになります。＊時間をおくとどんどん辛

味が出てきますので、焼酎を継ぎ足すなどして、加減してください。 

＊お湯でなくても、水で割っても美味しいです。 

 

■ハバネロウォッカトマトジュース割り『ブラッディ・マリー' ( Bloody Mary )』 

お酒が飲めない私でも、口当たりが良く本当に美味しくいただけます。 

①あらかじめハバネロ果実のへたを取ります。 

②ウオッカに適当量（1L 当り2～3ヶの目安）入れて、ハバネロのエキ

スが染み出るのを待ちます。早ければ3日くらいからいただけます。 

③②で出来た適当量をグラスに注ぎ、トマトジュースで割り、レモン汁

など入れて頂きます。 

＊ウォッカにしばらく浸けておきますと、ハバネロ果実の色が染み出

て、美しい色になります。 

 

■ハバネロコーヒー/ハバネロココア 

カカオの産地ガーナでは、ココアに唐辛子を入れて飲む習慣があり

ます。 

そこで、試してみましたところ、結構いけることが分かりましたので、

皆さんにも是非、お試しいただけることをお奨めいたします。 

①コーヒーやココアに、ハバネロ果実を少量切って、入れるだけの

とても簡単な方法です。 

②ミルクや砂糖は辛味を抑えてくれる効果がありますので、適宜お

好みでお使いください。 

＊亀岡にあるパスタ料理店ポポクラブさんでは、ハバネロカフェオーレを以前メニュー

に入れておられました。 

 

まだまだ、色々なレシピがありますのでお楽しみください。 

ハバネロの活用方法 Part 
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自分で試したこと

や、専門家にお聞

きしたことを、連載

でお知らせしたいと

思っております。 



企業・商品ＰＲ等ご投稿ください 

篠ファーム青果事業部より 
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弊社では、10/1より「ハバネロミックス」としてクリアケースにハバネロを5～6ヶ程度入れて、ビ

ギナー向けにオリーブオイルやホワイトリカーに1週間ほど浸けこんでいただくだけで、「ハバネ

ロスパイス」が簡単に出来るレシピ付きで発売いたしました。 

 

お蔭様でカラフルと言うことや手軽にプロ並みのハバネロスパイスが出来ることが、バイヤー様

に受け導入が決まり始めております。 

また、姉妹商品として「世界の唐辛子ミックス（5種）」も同時発売しております。 

 

どちらも1パック300～380円程度で販売される予定です。 

  

会員の皆様、是非とも企業や商品等のＰＲ情報を、投稿コーナーに寄稿してください。 
いつでもＯＫ！．メールや郵送・FAXで事務局宛に送ってください。(毎月末日が締切り日です。) 
皆様からの投稿をお待ちしています。 

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 

＊ビン等に入れて作るとインテリア

にもなります。 



                                          Ｋｅｉ－ＴＡＲＯ 

 

早いもので、気がつけば１０月です。あの酷暑、猛暑はいつまで続くんや！？と、天

に向かって叫んでたのも嘘のようで、「暑さ寒さも彼岸まで・・・。」昔の人はよく言ったも

のです。お彼岸を過ぎると、やっぱり涼しくなりました。 

 

黄金にたなびいていた稲穂も、虫食い状態になってきました。「今年は豊作ちゃう

か？」と言う田舎での挨拶が耳に届いたりします。今年の夏は晴天続きで、台風被害も

一部の地域でのこと。大きな害虫被害も聞かないし、おいしいお米がたくさん取れそう

です。はてさて、世間じゃ値上げラッシュ。ひょっとしてお米だけは・・・・・？ 

 

刈り取りの済んだ田んぼのあぜ道では、くれないに燃ゆる彼岸花

が、今一瞬にして咲き誇っています。「花の命は短くて、苦しきことの

み多かりき・・・。」（by林 芙美子「放浪記」）。桜にしても、彼岸花にし

ても、その命が短かければ短いほど、美しいさや華やかさが濃縮さ

れていて、人の心を感動させるのでしょうか？特に、彼岸花の燃える

ような紅色は、この世のものとは思えない、自然界に存在しない色合

いのように思えます。またこの花、別名として曼珠沙華（まんじゅしゃ

げ）と呼ばれていて、法華経中の梵語に由来し（梵語での発音は「ま

んじゅしゃか」だそうです。山口百恵は「まんじゅしゃか～♪男と女は

～♪」と歌っていた。知らんかぁ・・・。）、「天上の花」、「赤い花」の意味のようです。や

はり、昔の人もそう感じたのでしょう。きっと曼珠沙華の花の「色」は、きっとどこか違う

世界からやってきた証なのでしょうか。 

 

 曼珠沙華のくれない色を見ていて思い出すのは、やっぱり「ハバネロ」さん。何かお互

い通じるものを感じます。きっとこれは、「天上の実 ハバネロ」。神様がくれた不幸中の

幸い。「激辛なのなぜか美味しい。」確かに普通、この色が道端に実っていたら、多分

口には入れません。ちょっと要注意な色彩です。キノコ狩りで毒キノコを見分けるチェッ

クポイントとして、一番最初に注意するのは、やはり「色」だそうです。見るからに色合い

が激しいのはダメ。あぁ、最初にハバ

ネロを口にした人を、私は尊敬します。 

「ハバネロ雑学⑧ 曼珠沙華（まんじゅしゃか）とハバネロ」 
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私は尊敬します。 



ハバネロ探検隊Vol.１３  コンビニでハバネロカレーパン 

ハバネロ探検隊Vol.１２   赤と黒         
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あるイベントの帰り、チョット立ち寄った夜中のローソン 

ふらふら店内を散策して、レジに行くと、レジ横のガラス温

ケースに鎮座しているハバネロカレーパン（辛口）を発

見。。。思わずご購入～～～ 

店内の飲食コーナーで、隣に座っている人にまず半分渡し

試食してもらう。 

「(・－・)・・・ん?ぜんぜん辛くないよ～！！」 

それは安心、じゃあm(￣○￣)mアーン♪(・－・)・・・ん? 

(;￣―￣)…ン?しまった！！試食してもらった人はハバネロ

を常時食べ続けているおかみだった・・・・・ 

炎炎炎>>(/ Q̃ ;̃;)/貝 カライ!!舌がけっこう熱いじゃない

か！！ 

味は普通にカレーパン。しかし、舌がいつまでも熱い。(￣┰￣*) 

 

教訓： 

味覚は個人差がある！自分のレベ

ルと同等の舌で試食判断された情報

を信じよう！！ 

( ;￣ω￣)ゞイテテ・・・ 

 

日本国内ローソン各店舗 

ローソンレジ横ケース内  １５０円 

近所のスーパーでぶらぶら買い物をしていたら、ハム・ソーセージコーナーに

あやしいパッケージを(￣―『＋』)発見!! 

なんだかハバネロをバックに名前が書いてある。 

「伊藤ハム 赤と黒 辛口 チョリソー」早速購入して食べてみた。 

赤はハバネロ、黒は焙煎黒こしょう 

普通にヾ(@⌒￢⌒@)ノ ウマヒィ ソーセージ！！ 

チョットピリッと来るかな～？？ 

パッケージがハバネロなのでけっこう辛

いかと思いきや・・・・(;￣―￣)…ン?チョッ

トピリッとしてるかな～？ 

クセになるウマ辛さと書いてあるが、辛さ

を求めるより旨い単に 

ヾ(@⌒￢⌒@)ノ ウマヒィ～！！ 

食が進むぜ！！ 

 

日本全国小売店スーパーで、価格は２００円くらい。 



ひとつ訃報をお伝えいたします。 

亀岡で５年前に初めて「ハバネロ」の栽培に積

極的に取り組んでいただきました方がお亡くな

りになりました。この方がおられなかったら、亀

岡での「ハバネロ」栽培は実現できていなかっ

たのではなかったと思いますし、これからの「ハ

バネロ」の変遷を見届けていただきたかったの

にとても残念です。 

この場をお借りいたしまして、心からお悔やみ申

し上げます。 

豆腐を４等分に

切り、グラタン皿

に入る。 

上にハバネロ入

りのソースを掛

け、最後に粉

チーズを振る。 

オーブンに入

れ、（180度～

200度）焦げ目がつくまで焼く。 

（オーブンは、ガスと電気で温度に差がありますの

で、表示は180度～200度にしてます。） 

 

「お豆腐のハバネロ入りグラタン」 
 

材料 

① 豆腐・・・・１丁 

② ホワイトソース缶・・・・1缶 

③ ハバネロ白味噌・・・・大匙１～2杯 

④ 粉チーズ・・・・適量 

 

作り方 

豆腐は軽く水切り（まな板の上に暫く置いて

おく）ホワイトソース缶を耐熱の器に入れ、

よくまぜてやわらかくする。 

そこに、ハバネロ味噌を入れる、 

ハバネロ料理コーナー 

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  

 Fax 0771-24-7885 

事務局より 

会員の皆様、是非とも自己紹介をかねて、投稿コーナーに寄稿してください。 
いつでもＯＫ！．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。(毎月末日が締切り

日です。) 
皆様からの投稿をお待ちしています。 

 

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 

投稿大募集中！！ 


