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１２月号 ２００７年１２月１１日 

ハバネロ会員の皆様へ 

今年も早や師走で何か慌しく感じる季節がやってきました。 

会員の皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。 

 

ハバネロ友の会は今年の1月に立ち上げ、満1年を迎えようとしていま

す。 

お蔭様で会報誌はじめ、盛り立てていただきました会員の皆様には心よ

り御礼申し上げます。 

 

さて、ここ京都では先日

の急激な冷え込みで紅

葉が始まり、その後、穏

やかな日が続いていま

すので紅葉が長く楽し

めています。 

しかし、ちょっと今年は

昨年と比べ、色がきれ

いに染まりきれていな

い感じがしています。  

 

私どもの栽培するハバネロも自然が相手ですので、気候の影響を大きく

受けながら一喜一憂していることが多々ありますが、今年は前半が旱魃

などの影響を受け、

初期の生育は良くな

かったのですが、後

半は取り戻し、例年

並と言う状況で終始

出来たのではない

かと思っています。 

                              

ハバネロ友の会事

務局 
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事務局よりお知らせ  

■ 12月末で年度会費が切れます。 

 
年度期間は1月1日～12月31日までですので、今月末に年会費が切れます。 

 

引き続き会員ご加入をよろしくお願いいたします。 

誠にお手数で恐縮ですが、平成19年12月末までにお近くの郵便局で「郵便振替(払込

取扱票)」にて送金をお願いいたします。 

 

＊口座は 00900-7-122727 ハバネロ友の会です。 

 

払込み手数料は皆様の方でご負担ください。 

 

この機会に、お近くで「ハバネロ」に関心を持たれておられる方へのお誘いをよろしくお

願いいたします。( 11月会員登録 55名 ) 

 

■ １２月号より「ハバネロなんでも質問コーナー」開設 

 
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、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。 

 
 
                        ハバネロ友の会事務局  

ハバネロは、今のところ沢山の果実をつけてい

ますが、気温の低下と共に積算温度が届いてい

ないこともあり、色が付きにくく収穫段階までい

かない見込みですので、辛味は十分乗っていま

すので、何とか緑果を使った加工商品化を考え

ているところです。   

               

        ハバネロ友の会事務局  

ハバネロの栽培のご報告 
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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  

PAGE 3 １２月号 

 7月から出荷し始めたハバネロも篠山からの出荷は11月19日が最終となりました。 

まだ樹には青い実が付いていましたが、今の気温では色づかず生産者の方にとっては大変

つらいところですが、出荷打ち切りということになりました。 

 

今年を振り返ると、梅雨の時期に本当に晴れ間が少なく成長が遅かったのですが、梅雨明

け後収穫が始まると上々の出来で、9月10月は生産者も笑いが止まらないというような状況

でした。おまけに11月も暖かく霜が降るのも遅かったので、総出荷量は6.7tにもなりました。昨

年は5tにも満たなかったので4割近く多かったということになります。 

その分収穫も大変だったでしょうが、きっと楽しく収穫できたのではないかと思います。 

今はもう早い人はもうさっさと樹を片付けてしまわれました。樹高は人の背ぐらいあり、幹の太

さも直径3ｃｍ以上にはなっていますから。片付けもなかなか大変な作業です。 

畑は今のうちに堆肥を入れて来春の準備をして次は別の作物を植えられます。来年はまた 

別の場所でハバネロは栽培されます。種は赤く完熟したものから採り、来年2月上旬に播種し

ます。その間しばし冬眠という感じです。 

残った青い実も辛さは一人前なので何か使い道はないものかと思案するところ

です。 

しかし、やはり売り場に出すには赤やオレンジに色づいたいものでなければ見た

目の華やかさが半減します。ハバネロの魅力は激辛とこの形と色の可愛さにあ

ると思います。 

見た目はこんなに可愛いくせに、食べたら“何だこいつは！！！･･････ダマサレ

タ !!!”という 

このギャップ。これがたまらなく悪戯心をくすぐるのです。 

あの“おしのちゃんキャラクター”の表情そのものの心境になるのです。 

そこで、いろいろなものに入れてみようということになります。これからも面白い商品が次々と

生まれてくることでしょう。ご期待下さい。 

ハバネロの魅力

は激辛とこの形

と色の可愛さに

あると思いま

す。 

 
葉は枯れてしまったけ

ど、青い実がこんなに 

ついています。 

これを使う方法はない

ものかと頭をひねって

います。 

何かいいアイデアは 

  ないでしょうか？ 



 

もう12月ですね。花と

緑の会では新年を迎え

る準備としてニチコン

前、西つつじヶ丘交差

点、駅前通りの植え替え

も終わり最後の市役所と

ガレリアの植え替えを残

すのみとなりました。新

しい年には市民の皆さん

に楽しんでいただけると

思います。 

 

平成１８年大阪城公園

で開催されました「全国

都市緑化おおさかフェ

アー」に国土交通省の外

郭団体、（財）都市緑化基金からの要請で全国の民間団体から３団体の内の１つに選ば

れ参加しました。都市緑化基金の助成事業でニチコン前の花壇が「緑のデザイン賞」、

顕彰事業では花と緑の会の活動が「緑の都市賞」を受賞しています。 

 

全国都市緑化フェアーは毎年全国各地を回り開催されます。その都市に公園を作り

（平成6年京都開催ではＪＲ嵯峨野線横の梅小路に公園が出来ました。）緑豊かな都市

環境の実現を進めています。其処に全国各都市がその都市の特色を表現したモデル

ガーデンを出展し競

います。また各都市

から緑化に関わる

職員が集まり研修

会もあります。 

 

花と緑の会 Ⅴ 保津川開削４００年 
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寄せ植え教室 

押し花教室 
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この年、亀岡市では保津川

開削４００年の記念行事がい

ろいろと開催されていまし

た。これをＰＲする意味をも

含め「京都・亀岡・保津川開

削４００年」と題した庭を造り

ました。保津川が開削されて

丹波の国の材木や農作物が

京の都に運ばれたのをテー

マーに、亀岡から運びこみま

した船に桶、篭などを乗せ其

処に花や木を植え農作物に

見立てました。船のへさき付

近にはセキショウで水を切って進む水しぶきを表し、回りには色とりどりの花で川の流れ

を表現しました。 

 

４月２８日から５月２８日

までのゴールデンウイー

ク含む最終日まで参加し

ました。此の間には越畑

町にお住まいの徳永さん

の 写 真 展「保 津 川 の 4

季」、大隈さんの「押し花

教室」。花と緑の会は曽

我部町にお住まいのおば

あさんが老化防止にと包

装用の帯紐で作り貯めら

れた篭の提供を受けて 

子供さん向けの「寄せ植え教

室」を開催しました。 

  

 

 

 

 

 

 

モデルガーデン製作中 

写真展の一部 

モデルガーデン完成 



 _habanero_manzanoChilli（Chilliぶろぐ主催） http://chillipepper.blog65.fc2.com/ 

 2007年は異常気象の影響もあり、唐辛子栽培をする

人間にとって悲喜こもごも。梅雨真っ直中にもかかわ

らずかんかん照りの日々が続いたかと思えば11月には

早くも真冬並みの寒さが到来。慌てて冬支度を強いら

れた人も多いのではないでしょうか。唐辛子市場全体

を見渡してみると今年も様々なトピックがありまし

た。昨年12月に『SBカプマックス』がハバネロ・レッ

ドサビナを越える辛さを持つとしてギネス登録された

と思いきや、その姿を目にすることもないままに

『Bhut Jolokia』が３月に記録を更新。いわゆる“激辛

好き”でありながら栽培を志す人間はその動向に右往

左往させられた年でもありました。新たな年に向けて

我々が期待するのは、やはり『Bhut Jolokia』の市場へ

の流通でしょう。先月の会報でも書かれていたように

東ハトから「大魔王ジョロキア」 が発売され、その認

知度も徐々に上がってきているようです。今年このギネス種の親戚である『Dorset Naga』を

栽培、試食してみましたが、華やかな香りからは

想像もできない辛さ（この品種はギネス記録を上

回る923,000スコヴィル以上の辛さを持つと言われ

ています）を持っておりやはりハバネロによく似

た親戚という印象を受けました。 

 この『Dorset Naga』は開花に至るまでに時間が

掛かってしまった関係で、現在は狭い部屋の中で

人工光使って栽培を継続。鮮やかな赤色を見せて

くれています。 

 東京ではなかなか栽培場所の確保に苦労します

が、狭いベランダでも

一生懸命トライしている人は年々増えているようで

す。やはり畑で育ててあげるのがベストだとは思いま

すが、どのような場所であっても太陽の光が適度にあ

る環境ならなんとか育ってくれるようです。今年はこ

んな調子で約30種類の唐辛子を育てましたが、色味の

鮮やかさに関してはこの種類が最高でした。2008年は

『Bhut Jolokia』の苗、種が篠ファームさんから販売さ

れるとのことで激辛唐辛子ブームが再燃することが予

想されます。この新たな仲間がハバネロ同様に愛され

るのは必至。料理の８割程度に唐辛子を使う我が家で

も是非栽培しようと考えており、今から楽しみでなりま

せん。 

激辛唐辛子ブーム－2008年への展望 
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「Habanero、Bhut Jolokiaの親戚 

“Dorset Naga”の実」 

「室内でのDorset Naga」 

「キダチトウガラシを薬味にした

海鼠の酢の物」 
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皆さん初めまして。 

めっきり寒くなって夏が恋しい今日この頃ですね。 

この寒さ、冷えにハバネロを使ったマッサージなどいかがでしょう？ 

冷えを防止すると共に、凝りや神経痛、セルライト迄、撃退してくれます。 

 

私の母は、寒くなると、膝や腰にリュウマチ、神経痛の症状が出て、 

起きているのも辛い、横になるとウズきで相当に辛かった様子でした。 

今年のこの寒さで、立てない程、症状が悪化していたので、 

ハバネロマッサージを始めてみました。 

母にハバネロマッサージを始めて一月になります。 

ハバネロマッサージのお陰で、かなり症状が和らいでいる様子です。 

また、ゴン太だった足が、ほっそりしてきて。。 

凄く効果が有るようです。 

皆さんもハバネロマッサージクリームでマッサージはいかがでしょう？ 

 

 ハバネロマッサージクリームの作り方です。 

 ハバネロ１個 

 コーヒー200ml 

 ごま油300g 

 小麦粉500g 

 酒粕300g 

 お水500ml 

 

 ① ハバネロ１個とコーヒー200mlをミキサーにかけます。 

 ② お鍋にお水500ml、小麦粉500g、酒粕300g、ごま油300gを入れ混ぜます。 

 ③ ②に①をゆっくり入れ、練るようにかき混ぜます。 

 ④ ③がよく混ざったら、弱火にかけて、練るようにかき混ぜます。 

 とろみが出てモチ状になったら出来上がりです。 

 

適量をのばすようにマッサージされて下さい。 

 

マッサージ後は、ぬるま湯でボディソープなどで綺麗に洗い流

して下さい。 

驚く効果が有ります。 

 

注意。 

ハバネロマッサージクリームを作られる際、換気を充分にされ

て下さい。 

ハバネロの直接塗布は危険です。 

 

                       唐辛子リポートokuyuki。 

ハバネロマッサージクリームでマッサージ 



12月です。山々の紅葉もスッカリ色づいて、次は「初雪はいつじゃ？」と気

持ちまで早くも冬支度の竹内博士です。みなさまお元気ですか？？ 

 私は、なんと、まだ暖房をつけないまま頑張ってます（笑） 

え？・・・・なんでそんなことするのかって？？ 

 いや～、別に深い意味はないんですけどね・・・・・ちょっとね、リモコンを

無くしまして・・・・・（涙） 

 どーこへ行ったのか、リモコン！！ 

 あっちの棚、こっちの棚、ベッドの下など探したのに無い！！広い家でもないのに無

い！！どこへ行ったのでしょうかね～。今は、とりあえず厚着して、その上から布団を体に

巻き込んで過ごしています。まるで、平安時代の十二単みたいな状態に

なっとるわけです・・・・・。 

 リモコン社会は便利なようで不便ですよね。どこの家でもリモコンの２～３

本は当たり前のようにありますもんね。オーディオ機器とか多い家ならば５

本とか平気であったりします。それに加えて電話の子機から携帯電話、アイ

ポットにＵＳＢメモリまで、「無くならない方がおかしい」ほど小さなものがたく

さんあふれている現代社会。せめて自分だけは見失わぬように生きようと

思う「はかせ記者」であります。えっ？すでに見失ってるって？？（ほっとけ

～）  

さてさて、12月ではありますが、まだ秋真っ只中といった感じでしょうかね。秋といえば

「食欲の秋」「スポーツの秋」「芸術の秋」などなど色々ございます。 

「はかせさんは当然、食欲の秋ですよね」と言われますが「ＮＯ」です。 

「いや～、嘘だ～」と突っ込まれますが「だからＮＯ」ですって！！ 

私の場合、秋に限らず春でも夏でも冬だって・・・年がら年中食べておりますので、「食欲

の秋」ではなく「食欲の四季」なわけです！！！わっはっはっは。 

でも、秋は食欲に限らず大好きな季節です。空が澄んで空気も乾き、この季節は何をす

るにも気持ちがいいですしね。とっても過ごしやすい季節です。 

何よりも楽しみな「紅葉」。自然に恵まれた亀岡では色んなスポットがありますよね。みな

さんも楽しまれたと思います。山が日ごとに色鮮やかになっていくのを眺めると、心が落ち

着きます。少し前まで青々としていた葉が、赤や黄色に色づくのは不思議たと思いません

か？以前、紅葉の仕組みについて調べたことがあるので、今回は紅葉のしくみについてお

話しま～す（やっとまともな話です！！）。 

葉は、まずはじめに落葉の準備のため葉と枝の間にコルクのような仕切（離層）を作りま

す。仕切ができると、枝から水分や養分が葉に届かなくなり、今まで光合成をするために増

えていた緑色の葉緑素（クロロフィル）が分解されてしまいます。分解されて緑色の色素が

薄くなり、元々あった色が目立つようになります。 

これが黄色く紅葉する葉の場合です。今まで隠れていた黄色の色素（カロチノイド）が表

れることによって葉が黄色く変化していたのです。紅葉と区別して「黄葉」とも書きます。 

赤く色づく葉は、葉緑素が分解された後にもう一段階あります。光合成で作られて葉に

残っていた糖分が、太陽の光を浴びて化学反応を起こし、赤色の色素（アントシアニン）や

茶色の色素（フロバフェン）に変化します。この赤や茶色の色素が増えることによって葉が

赤く見えるわけです。 

こんなん書きましたけど・・・＠はかせ記者 
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秋は大好きな

季節です。 
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このコーナーは丹波に住んで、自然を満喫されておられるメンバーよりのお便りです。 

今月から連載で丹波の良いところを紹介して頂きますので楽しみにしていてください。 

 

月が地球にもっとも近づく 

11月24日に月が地球にもっとも近づく日と聞き、亀岡の出雲大神宮へ紅葉のライトアップも

あったので寒い中向かいました。イチョウの木

の上にちょうど上がったお月さんに少々感動を

しながら、震える手で携帯電話を取り出し撮っ

た写真です。 

月までの平均距離は３８４．４００ｋｍだそうで

すが、最も近づくこの日は３５７．１９８ｋｍの距

離になるそうで。 

とてもよい月光浴ができました。もう体は冷え

切っていましたが。。。。  

丹波の季節便り 

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 

紅葉のはじまり、つまり葉と枝の間に仕切ができるのは、気温がだいたい８度前後に下がっ

てからと言われています。仕切ができた後は、十分な日照と夜間の急激な冷え込みが紅葉

の美容液になります。 

はかせ記者のたまには真面目な話も、いいでしょ？（笑） 

紅葉が終われば、クリスマスに向けて町はイルミネで彩られます。プレゼント買ったり、年

賀状書いたり、大掃除なんかもありますよね。みなさん、頑張って参りましょう！！ 

そして、今年１年お世話になりました。亀岡をバタバタと取材で走り回っていると、あっとい

う間の１年でした。幸か不幸か「記す」仕事についた私。何に目をつけて何を記し、何を伝え

ていくのか。私の永遠の課題です。まだまだ青い私ですが、みなさん来年もどうぞよろしくお

願いします！！ 

それでは、よいお年を～！！！ 



日本人はもともと辛いものが苦手な民族ですが、激辛なハバネロも、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。 

今回も自分で試したことや、専門の方にお聞きしした事を連載でお知らせ致します。 

 

■柚子ハバネロ(こしょう)  
 

 これから黄色に熟した柚子が八百屋

さんの店頭に出回ります。 

 思った以上に簡単に作れるのでこの

機会に作ってみませんか。 

 

 ① 柚子の果実の皮を剥きます。 

白い綿のところは苦味が出ますの

で、なるべく入れないようにしてくだ

さい。 

  

 ② フードプロセッ

サーで細かくします。

(おろし金で摺ってもよい) 

完全に潰さずに、少し柚子の形が残っていた方が良い。 

  

 ③ ハバネロはお好みで入れると良いですが、柚子50ｇに対して、１ヶ

(約10ｇ)程度を目安にして、へたと種を取って、同じくフードプロセッサー

で細かくします。 

 

 ④ ②に③と天然塩(柚子果実の10％を目安)を加え、すり鉢で混ぜ合

わせながら、更に細かくします。 

この時にお好みでお酒を少量入れられても良いと思います。 

よく洗った清潔なビンなどに詰めて、冷蔵庫で１週間程度寝かせたら出来上がりです。 

＊冷蔵庫で１ヶ月程度は日持ちしますが、長期間保存する場合は冷凍保存してくだ

さい。 

 

＜食べ方＞ 

お味噌汁や、刺身のタレ・焼き魚の調味料など

重宝します。 

 

 

まだまだ、色々なレシピがありますので次

回もお楽しみにしてください。 

 

ハバネロの活用方法 Part３  

PAGE 10 ハバネロ友の会 会報 

自分で試したこと

や、専門家にお聞

きしたことを、連載

でお知らせします。 



ＰＲコーナー 
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■ 篠ファーム青果事業部より 
 
今年のハバネロ青果はすべて終了いたしました。 

また、冷凍「ハバネロ」は今年も沢山保存していますので、ご用の向きはお問い合わせ

いただけましたら幸いです。 

info@shinofarm.jp 

TEL0771-24-7878 FAX0771-24-7885 
 
 
■ 京都ハバネロの里より 
・11/21(水)～27(火)まで高島屋京都店で「亀

岡名産品フェア」があり、出店致しました。 

ハバネロの知名度が高く、非常に関心を持

たれた方が多く、今後展開の手応えを得た

感じがいたします。 

 

・京都伏見の清酒メーカーさんと「ハバネロ

リキュール」を開発致しました。 

最初は、京都らしく「ほんのり」としたテ

イストで試作しましたが、方々のご意見を

取り入れ、独自の製法で風味を生かし、激

辛テイストで仕上げていますので、発売時には是非、ご賞味いただけましたら幸いで

す。 

また、ボトルはスリムな濃いグリーンでとてもおしゃれです。 

 

発売は平成20年１月上旬の予定です。 

容量   ５００ml. 

小売価格 １，４００円（予定） 

企業・商品ＰＲ等ご投稿ください 

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 



Ｋｅｉ－ＴＡＲＯ 

 

 あまり役にも立たない雑学連載エッセイ「ハバネロ雑学」も、お陰をもちまして、１０回

目を迎えることが出来ました。初稿から現在に至るまで、皆様からのなんの反応も無く、

クレームさえも頂くことも無く、平穏無事に過ごして来ました。「こんなんしってるか？」的

な、ちょっと優越感を抱きながらの自己満足エッセイだったかも知れませんが、結構苦

労は毎回しています。今回も、ネタがない状態で原稿締め切りを大幅オーバーラン。ハ

バネロ友の会事務局には、ご迷惑をかけてしまいました（いつもの事か・・・）。すみませ

ん・・・。ペコリ・・・。そんな事も言ってられませんので、今回も役に立たないハバネロ関

連情報を紹介します。 

 

私の好きな女優さんに「松たか子」さんがいます。いつも自然体で、飾

らない感じが好きですね。本名・藤間隆子さん。お父さんは歌舞伎俳

優の松本幸四郎さん（昔は、市川染五郎さんでしたね・・・今は息子が

襲名していますが・・・）。ＮＨＫの大河ドラマの「秀吉」や、木村拓哉と

山口智子の「月９」ドラマ「ロングバケーション」にキムタクのことが好き

なピアノを弾く音大生役で出ていました。最近では、映画にもなったこ

れもキムタクの「月９」ドラマ「ＨＥＲＯ」や、藤田まことと競演した「役者

魂！」でも結構面白い役を演じていました。 

 

その彼女がミソジをむかえ、結婚の噂が・・・。そのお相手がミュージシャンで、知る人

ぞ知る「佐橋佳幸（さはし・よしゆき）」さん。ギターユニット「山弦」でも有名です。誰もが

知っているところでは、小田和正の大ヒット曲｢ラブ・ストーリーは突然に｣。この曲は、心

をかき乱すようなギターのカッティングで始まる印象的なイントロですが、そのギターフ

レーズは彼が演奏しています。また、藤井フミヤ「ＴＲＵＥ ＬＯＶＥ」のイントロのギターも

彼の演奏で、この曲では編曲も手がけています。 

 

さて、それがどーした、ハバネロとどーいった関係？・・・と言いたいところでしょう。実

は、その佐橋佳幸さん、大の激辛好きなんです。そして、彼のオフィシャルホームペー

ジの名前もなんと！「ハバネロボイス」（http://www.fareastcafe.co.jp/sahashi/）。やは

りハバネロを意識して、オレンジ色や赤色をベースにしたホームページに仕上がってい

ます。そして、彼のもっているスタジオも「ハバネロスタジオ」・・・。 

 

へー・・・それだけの話し？はい、今回はそれだけの話でした・・・。でも、ハバネロが好

きな有名人がいるということは、ハバネロ友の会にとっては財産

です。ハバネロソングのセカンドシングルは佐橋佳幸さんにお

願いしましょう。 

そして、お二人の結婚式の引き出物には、 

「京都ハバネロの里」詰め合わせセットを 

使ってもらいましょう。 

これって、どう？ 

「ハバネロ雑学⑩ 引き出物にはハバネロセット？」 
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お二人の結婚式の

引き出物には、 

「京都ハバネロの

里」詰め合わせセッ

トを 

使ってもらいましょ

う。 



ハバネロ探検隊Vol.１７ ハバネロあられ 

ハバネロ探検隊Vol.１６  暴君ハバネロスープ             
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２００７南丹コラボって書いたチラシを見てい

るとハバネロあられの文字 

これは買わねば・・・・ 

 

M(￣○￣)mアーン♪パク 

なんだかすごく懐かしい風味のあられだ。 

だんだん辛さがやって来た。 

ハバネロあられ  160円 

四季工房（第三かめおか作業所内）亀岡市保津町上火無28‐86 

ＴＥＬ ０７７１－２１－２２７５ ＦＡＸ ０７７１－２２－７６２２ 

コンビニのＨＯＴドリンクコーナーに見覚

えのアル暴君ハバネロがいた！！ 

何だ！！ 

暴君ハバネロ旨辛スープだそうだ。 

まずは恐る恐る舐めてみる。 

(・－・)・・・ん?ヾ(@⌒￢⌒@)ノ ウマヒィ 

一緒に食べた人曰く。どこぞやのファミレスでよく食べるスープスパの

味？との事。 

とにかくフツーにウマカッタ ε-(￣(エ)￣*)/  

 

サントリーフーズ  コンビニエンスにて販売中  １２０円 

ハバネロ探検隊Vol.１８ ハバネロ焼き 

前にも紹介した、パン屋さん 

ハバネロ焼きそばぱんやハバネロベーコンフランスなどをたまに買いに行くが 

新商品が登場していた。早速購入「ハバネロ焼き」 

M(￣○￣)mアーン♪(￣_Ｊ￣)ん？か・炎炎炎＞( Q̃ ;̃;) 

ヒィィイ!!カラィィイイ!!今度のは強力パンチだ！！ 

試しに辛いもの好きの知人に試食してもらう。 

辛い～！！って叫んでる！！これは本物だ。 

チーズに野菜、味はなかなか美味しい。 

が・・・・しかし辛い！！ 

お試しあれ！！ 

 

ハバネロ焼き １５０円 

パン・ド・ユウ 亀岡市古世町２－４－２  

ショッピングセンター アミティ内 

TEL ０７７１－２２－３０６９ 



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 

  

  「ハバネロなんでも質問コーナー」を設けます。「ハ

バネロ」のことなら何でもお応えできるコーナーの

開設をしたいと思います。 

   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、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。 

   

そこに、卵黄を

入れ又よくまで

る 

ハバネロをすり

おろす、 

全部を一緒にし

て、混ぜ合わせ

そこに薄力粉を

入れよく練りこむ。 

一まとめにして、冷蔵庫に1時間ぐらいいれる。 

冷蔵庫からだし、8mmぐらいの厚さきる。 

オーブンで１５分～18分ぐらい焼く。 

 

ハバネロクッキー 

 
材料 

 無バター     ５０グラム 

 砂糖       100グラム 

 卵黄        １個 

 薄力粉      200グラム 

 生のハバネロ   半分か1個 

 

作り方 

 無バターを室温でやわらかくしておく。 

 やわらかくなったバターに砂糖を入れて 

 白くなるまでよくまでる。 

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！！ 


