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ハバネロ友の会会員様 

ハバネロ栽培のご報告 

先月に播種したハバネロは芽を出し、現在育苗床ですくすくと５月の定植まで大き

く育つよう管理をしております。 

今年は、時のハバネロのギネスを塗り変え

たインドアッサム州特産「ブッドジョローキ

ア」も５ａ程度栽培し、市場の様子をみたい

と考えております。 

果実の形状は「ハバネロ」に近いですが、

辛さは今まで最辛のレッドサビナの２倍程

度辛い（100万スコヴィル）ことと、表面が

ザラザラしているところが異なります。 

 

 

ご関心のある方は7月以降にお立ち寄りいただ

けましたら、果実の見学をしていただけると思

います。 

また、「ブッドジョローキア」はアメリカのインディ

アンがインドに伝えたとされ、形状も良く似てい

ることから、広く考えれば「ハバネロ」の親戚み

たいな品種ですので、やはり「ハバネロ」が世界

最強の唐辛子と言うところかと思っています。  

お世話様です。 

３月に入り不安定な天候ですが、近くの畦などではフキノトウが芽を出し、今や遅し

と春は確実に近づいてきております。 

昨今は、温暖化現象とやらで、流氷が数年前にくらべて少なくなってきていること

や、蕎麦も長野県あたりでも栽培し難くなってきていると聞いており、農業を営んで

いる私どもにとってはこれからの自然環境をうまく取り入れて共生していく必要を

感じております。 

ハバネロにとっては熱帯性と言うこともあり、幸か不幸か早くから遅くまで収穫が出

来るようになると考えられます。 

ここのところマスコミの取材申込が頻繁にあり、京都チャンネル（2/28）「京都ちゃ

ちゃちゃ」･烏丸経済新聞（2/27）･毎日放送（3/7）ちちんぷいぷいなど「ハバネロ」

が健在であると言う証明を頂けたようです。特に激辛のイメージから美味しく頂け

る加工食品と言うイメージに変わりつつあるため、日本の食卓に登る日は近いと手

応えを感じている次第です。  

                             ハバネロ友の会事務局     
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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  
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ちょっと春の日差しを感じるようになってきたかなと最近気を緩めていたら、またまた 

寒気が戻って、今朝は外を見て少々驚きました。なんと吹雪いているではありません

か。 

屋根には薄っすら積もってどんどん積もる気配。“もう3月だよ”と思わず声に出してい

ました。 

2月中はなかなか雪が溶けず、今もまだ冷たそうな水がまだ畑の畝間に残っています

が、ようやく土が見えかけてきて、待っていたように土を耕す人の姿が目に付くように

なってきました。温室ではもう種が蒔かれて、育苗がはじまっています。 

昨年まで篠山で栽培する唐辛子苗は地元の温室で育苗していましたが、石油価格の

高騰ということもありハウスの温度を上げるのにコストがかかりすぎてしまうので今年

から京丹後の大宮小町の生産者にお願いする

ことになりました。この地方は雪の量は篠山よ

り多いらしいのですが、最低気温は篠山より高

く条件が良いのとまたベテランの育苗経験者と

いうことできっと良い苗ができると期待していま

す。育苗は2ヶ月かかり、5月の連休明け頃に

畑に植えられる予定です。 

 さて、先月に続きまた食べ物の話ですが、先

日ハバネロの濃厚シロップ・・・鍋で砂糖と 

ハバネロエキスを煮詰めて作られたというもの

をもらいました。 

これを元に3種類のシロップを手作りしてみました。上白糖と黒糖と蜂蜜です。 

味の感想は“全部美味しい”・・・のですが特に私が気に入ったのは黒糖です。 

ハバネロを他のものより多目に入れました。コクがあってすごく美味しいです。 

上白糖もあっさりしてハハネロ飴の液体という感じです。蜂蜜はちょっと香りが強いの

でハバネロが負けてNGかなと思いました。見ていたらところてんが食べたくなってアイ

スまで乗せて食べてしまいました。ちょっと季節はずれですが味はＧＯＯＤです。 

 

ハバネロ黒蜜、是非おためしを！！！            

 

 

 

 



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

 例年以上に寒さの厳しかった冬もようやく終わり、春らしい暖かな陽射しがガラス越しにも感じ

られる様になってきました。うちでは例年５～10株程度冬越しをさせているのですが、今年は

引っ越し予定があるので数本だけ様子見することにしました。冬越しと言っても寒さで枯れる前

に枝を刈り込み、室内に取り込んで時折土を湿らせる程度に水を与えるだけ。特に手をかける

こともないのですが、病害に遭わずに上手く２年目を迎え

ることが出来ると、前年以上に沢山の実をつけてくれるよ

うになります。 

 

 

 刈り込みを行わずに室内に取り込んだ株は、葉が萎縮

して健康とは言い難い状態になってしまいますが、やはり

暖かな季節の訪れと共に開花が始まってくれます。補助

的にライトを使ったりしない限りなかなか結実することは

ありませんが、唐辛子の愛らしい花はやはり心を動かす

存在。まだ市場に苗が出回るのは当分先のことになるの

で、この時期に見ることが出来るのはのは自家栽培して

いる人間の特権かもしれません。 

 

 

 

 

 唐辛子といえば晩夏が収穫最盛期。採りたての唐辛子をそのまま料理に使う醍醐味は代え

難いものがあります。しかしその時期には収

穫が忙しくてそれほど消費が進まないのもま

た事実。毎日のように面倒みてるだけで精一

杯になってしまうわけです。通常収穫した唐

辛子は冷凍しておきますが、これを最も収穫

するのが年末～春にかけてだったりします。

寒い時期には『辛いものを食べてポカポカ』と

いうこともありますが、食材的にマッチするも

のが美味しいシーズンということも影響してい

ます。勿論何に使っても美味しいのは当然と

して、うちでは魚介類と併せて料理に使うこと

が多いのです。特に近年はタイ料理にハマっ

ていて、生の赤貝や牡蛎をハーブ類と和えて

ピリ辛で楽しむ“ヤム”が定番メニュー。 

 

春の訪れとともに可愛い新芽が展開  
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『二年目を迎えたDorset Nagaの新芽』 

『３年目を迎えたあじめコショウの花』 



 

 基本的な味付けはタイの魚醤、ナンプ

ラーとレモンorライムの絞り汁に砂糖、ニ

ンニク、そして冷凍の唐辛子。具材はタマ

ネギや胡瓜、セロリなどをスライスしたも

のに、タップリとパクチー（香菜）を魚介類

と和えるだけ。ここにカファライムというコ

ブミカンの葉やレモングラスを刻んだもの

を混ぜることもあります。写真では牡蛎を

使っていますが、タイでは赤貝やさっとボ

イルしたイカ、牛肉なんかを使ったものが

定番のメニューです。唐辛子は基本的に

プリッキーヌのような芳香の強いものが合

いますが、鷹の爪やカイエンヌ、青唐辛子

もまた違った風味で楽しめます。食べたこ

との無い人にとっては『生の貝をハーブと和えるなんて…』と違和感を感じるかもしれません

が、一度ハマると普通の酢牡蛎では物足りなく感じてしまうほど。料理はその国ごとに様々な調

理法があり、どれも素晴らしいものばかりですが唐辛子と生の魚介類は意外に相性が良いので

お薦めです。 

季節を肌で感じる乙女のささやき 四季の丹波風景  
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お待ち申し上げております・・・ 
 

雪の中でも春を待っている芽。 

甥っ子と雪だるまをつくっているときに庭で発見。 

春を発見した気分でした。 

しかしまだ寒い。この日は軽く吹雪いていたので 

写真も光が当たらすぼんやり気味。 

2月はよく雪が降りました。 

ここ数年の中で一番降った冬ではないでしょうか。 

今年は暖冬と言われていましたが・・・・！？ 

寒いではないですか！！ 

寒くても春の準備をしている植物を見ていると 

私のように「寒い！寒い！」と口癖にして毎日 

過ごしているのが恥ずかしくなります。 

春を心からお待ち申し上げております。 

     『生牡蛎のピリ辛サラダ』 



(亀岡市交流活動センター 児嶋きよみ）  

 

ハバネロは、ご存じのように世界各国で栽培され、日本でも栽培しながら、あるいは、購入

すれば、世界の味が自宅でというコンセプトと思います。 

 

同じように、日本にもいろいろな国から国籍の違う人たちが来ています。 

お箸で食べる文化では、小さな子どもが手で食べていると、「汚いよ。箸を使ってね。」と

言って、行儀が悪いと言いますね。でも、世界

中で今も４０％の人たちが手食だということをご

存じでしょうか？ 

 

2月23日(土）の交流会館で開催された

ワールドフェスタ 
では、手食に注目し、みんなで手でカレーやサ

ンドイッチを食べてみました。違う文化が存在

するということを実際に体験してみたのです。

参加者の中で一部の子どもは、勧めても絶対

食べない子もいました。けれども、もっと年季を

経て、しかも国際的な理解を求める大人達の

方が、柔らかな頭の持ち主のようで、ほとんど

のかたが試してみていました。米はインディカ

米とバングラデシュの香り米で、粘りはないのですが、まぜるととてもうまく手に着き、食べ

やすくなります。 

 

 「手で食べるのは生まれて初めてと思うが、こんなにおいしいものとは知らなかった。家に

帰っても試してみます。」70代男性から 

  「日本語があまりにうまくて、しっかり勉強されたと思うと感心する。」60代女性から 

 「食べ物から歴史をたどるのはすごくおもしろい。ヨーロッパでも18世紀まで手食とは、知

らなかった。コリアの食卓もフィンランドの食卓もきれいだった。」 小学校高学年の女子よ

り 

 

2月29日(金）外国人女性の交流会 
（京都府国際センター共催）京都府国際センターで。 

フィンランド人の早崎ニーナさんと児嶋が二人でセッションをする中、参加者は、いつでも、

どこからでも割り込んで来て良いというルールで始められました。参加者は、40名を越え、

日本人と外国籍の参加者は半々くらいで、話すことばは、日本語に限定しました。ニーナさ

んと、児嶋はあらかじめ聞きたいポイントを整理していましたが、話しの行方はその場で決

めることにしていました。 

 

会員投稿  亀岡市交流活動センター 児嶋きよみ 
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写真子どもサポートプロジェクトより      



聞きたいことをいくつかあげてみます。あなたは、どのように答えますか？ 

１．日本人は外国人と友人になりたいと思っているか？あるいは、なれると思っているか 

２．友人とか、友達という概念を日本人はどう規定しているか？(フィンランドでは、友人とは何 

  でも話せる親友と考えるが。） 

３．顔がちがう人たちに対して抵抗感があるか？ 

４．日本人は、アジア人や日系人（顔の違わない人）に厳しいのではないか？ 

        このような質問をするなかで、 

  ＊外国人だと思うと、英語で話しかけてくる人が多い。母国語は皆違うことを考慮されない。 

    日本語で話してほしい。 

  ＊鄕にいれば鄕に従え 

    賛成意見も反対意見も外国籍の人からも、日本人からもありました。 

  ＊親戚なのに挨拶をしっかりして、抱き合ったりしないのは、水くさい感じがするがどうか？ 

  ＊子どもの二重国籍を認めて欲しい。修学旅行で外国に行くとき、外国籍の子どもだけ、 

    指紋押捺を強制された。 

 

正解はありませんが、いろいろ考える機会になり、毎月か、2ヶ月に1回くらい、開いて欲しいとい

う強い要望が出されました。 

 

 顔は、いろいろ 

皮膚の色も、目の色も、髪の色も  実は、全部ブ

ラジル人です。  

 

 

亀岡市交流活動センター  tel：0771-26-5001 fax:0771-26-5002 

 ２００８年 ３月１５日（土）午後1:30～4:00 

１．韓国絵本の創作劇 

           「 あずきがゆばあさんとトラ」 

        ワールドスタディーズの子ども達とともに 

        上演 演出・脚本  榎 麗子さん＆徐 希寧さん 

２．ワークショップ 

         トランプゲーム「バルンガ」 一生に一度しかできないゲームです。 

          指導：安藤 幸一さん（大手前大学総合文化学部教授） 

３．コンサート “Swing Tee's” 
           ウクレレのコーラスバンド  楽しい歌を ごいっしょに！ 
参加費：無料          定員：100名（要 申し込み） 

交流会館無料バス  亀岡駅発１２：５６・並河駅発 １：０４・千代川駅発 １：１２ 

イベント情報のご案内 亀岡市交流活動センター   
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「烏丸経済新聞」で取り上げられました。 
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「烏丸経済新聞」（http://karasuma.keizai.biz/） 

2008.2.27号（ネット配信）で取り上げられました。 

 

伏見の酒造が激辛3倍「ハバネロ酒」－京都大丸などで販売 
 

伏見の酒造「北川本家」（京都市伏見区）は1月9日より、「ハバネロ酒」

を大丸京都店（京都市下京区四条通高倉 TEL075-211-8111）地階ア

ルコール売り場で販売している。 

 

 北川本家は1657年創業の伏見の蔵元で、卸売業を専門としている。

ハバネロを生産している篠ファーム（亀岡市）から「ハバネロの実を漬

けてお酒を造ってみてはどうか」と提案があり、「ハバネロ酒」の商品化

が決定した。 

 

 また、篠ファームは国内で唯一ハバネロを栽培から手がけている。

京都ハバネロの里シリーズとして「ハバネロ醤油」（150ミリリットル、

700円）や「ハバネロうま辛黒豆味噌」（100グラム、700円）など全部

で11種類を販売している。 

 

 ハバネロは、成分に含まれるカプサイシンの発汗作用やダイエット効果、メタボリックシンド

ローム対策にも効果があると言われ健康食としても注目されている。商品に使用しているのは

中でも最も辛いとされている「レッドサビナ」。ロック、お湯割り、水割り、トマトジュース割り、ス

トレート、などの飲み方のほか、料理の薬味など多彩な使い方ができる。 

 

 同社関係者は「若者から年配の方まで幅広く激辛にはまっている人がいる。ハバネロの実を

使った商品がたくさん商品化され世間は激辛ブーム。ハバネロ酒も一度飲むと癖になるので

飲みすぎには注意してほしい」と話す。実際に試飲した人は「見た目は無色透明なので普通の

お酒みたい。思っていたよりもはるかに辛くて驚いた」と感想を述べた。 

 

 ハバネロ酒のアルコール度数は25度。価格は1,365円（500ミリリットル）。今後は180ミリリッ

トルのミニサイズも販売していく予定。大丸京都店ほか、全国酒販店でも販売している。「京都

ハバネロの里シリーズ」商品は、篠ファーム店頭のほか、京都市内では清水坂にある栄山堂、

フレンドフーズ下鴨店・西賀茂店で販売している。 

 

烏丸経済新聞は広域烏丸圏のビジネス＆カルチャーニュースをお届けするインターネットの

情報配信サービスです。 

■編集部所在地 
〒600-8411 

京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地 

COCON烏丸4F 株式会社情報工房内  （http://karasuma.keizai.biz/） 

京都ハバネロの里シリーズ

「ハバネロ酒」。無色透明の

お酒だが激辛3倍。 



京都ハバネロの里より 
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■スィーツシリーズ開発 

現在、東京でパティシエをしている元フランスで総料理長まで勤められていた知りあいに、トレ

ンドを加味して3品開発していただいております。 

テイストとしましては、西瓜に塩を振れば甘みがより以上増すことから、「ハバネロ」も試してみ

ますと、同じように甘みが引き立つことを付き止めましたので、ほんのり辛タイプで商品化をし

て行きたいと考えております。5月の発売を目指して、現在進行形です。ご期待ください。 

 

■水戸のご老公に「おしのちゃんハバネロ酒」を宣伝しました。 

2/22（金）にへき亭さんで「水戸黄門」の撮影がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

待ち時間に「ご老公」と「長門裕之」さんに「辛くて美味しいお酒ですよ」と薦めておきました。 

  

■おしのちゃんハバネロ栽培セット 

ハバネロの栽培がご家庭で手軽に出来るよう、鉢や種など栽培に必要な資材がすべてセット

されております。 

発売日は2/12を予定しております。 

お近くのお店にない時は「篠ファーム Webショップさくらガーデン」でも取り扱いますので 

よろしくお願いいたします。 

 

□品名 おしのちゃんハバネロ栽培セット 

□メーカー希望小売価格 798円(税込み) 
 

 

 



会員期間限定特別価格 【3月末限りです。】  
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3月31日まで、会員様に限りお試し期間として「京都ハバネロの里商品」を全品20％引で販売

いたします。（但し、「おしのちゃんハバネロ酒」は除く） 

お求めは下記の要領でご注文いただけましたら、お届けさせて頂きます。 

 

□注文方法   info@kyoto-habanero.com 又はFAX0771-24-7885 ハバネロ友の会宛 

      氏名／届け先(〒)／電話番号／商品名／数量／希望届け日(時間帯) 

      ＊届け先ご氏名は会員様名のみとさせて頂きます。 

      ＊希望届け日がある場合は土日祝を除く2日目以降の指定日でお願いします。 

□お届け    ヤマト宅急便又は佐川急便 

□送料・代引料 送料一律525円／代引料315円 

□精算方法   代引(コレクト)  

□その他    お一人様1品目あたり10ケ限りとさせて頂きます。 
 

 

＊尚、「おしのちゃん蒟蒻」「おしのちゃんハバネロ酒」 は対象外とさせて頂きます。 

 

 

   商品名 規格 小売価格 特別提供価格 

(税込)  (税込) 

ハバネロうま辛黒豆味噌(3倍) 100ｇ 700円  560円 

ハバネロうま辛辣油(5倍) 65ml 700円  560円 

ハバネロうま辛飴(2倍) 15粒 250円  200円 

おしのちゃん小豆餡(ほんのり) 500ｇ 900円  720円 

ハバネロうま辛白味噌(3倍) 100ｇ 700円  560円 

おしのちゃんハバネロソース(7倍) 65ml 700円  560円 

おしのちゃんキャンデー(2倍) 3本入 250円  200円 

ハバネロうま辛醤油(3倍) 150ml 700円  560円 
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ドライブの途中立ち寄った道の駅の売店。 

(￣－￣)フーンいろいろなものがあるなぁ～ 

ふらふらと見ていると(;￣―￣)…ン? 

「辛さ世界一ハバネロ」・・・・ 

なんだかいかにも手作りっぽいパッケージ。 

それにストレートというか、大胆なネーミング・・・ 

小ぶりの瓶だが、シンプルなためか、手作りっぽいせいか

やけに目立っている。 

(*￣￣￣￣―￣￣￣￣)フッ・・・なんだ・・・・ 

これは試してみろ！！・・・・って言われている感じだ！！ 

よーし・・・受けて起とう・・・・ご購入☆ 

 

小瓶を開けるとプ～ンと独特の香りが・・・・ 

茶色の中身は見た目が味噌っぽいが水分多め・・・・ 

ハバネロの種らしきものが入っている。 

 

ペロッ・・・うっ。。。(￣x￣;)けっこう辛い・・・・ 

口の中に辛さがいきなり広がる・・・・ 

味は味噌や醤油、もろみのような塩味・甘み・・・・ 

最初は辛いが結構おいしい。 

これはなかなか良いかも・・・ 

辛さになれてくると 

けっこう甘みを感じる。 

野菜につけたりお肉につけたりと 

調味料としていろいろ使える感じだ。 

ただ、水分が多めなので、ご飯の上に直接乗せるのは・・ 

ビンは封を開けてからはふたをしていても横を向けないこ

とをお勧めする。 

 

「辛さ世界一ハバネロ」感想は・・・・最初の印象から、良い

意味で裏切られたカンジ・・・とでも言っておこう。 

 

 

 

 

辛さ世界一ハバネロ 

５０g入り   ５００円 

農事組合法人 グリーン日吉 

ＴＥＬ ０７７１－７２－１２４４ 



〒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」開設中 

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、承諾いただいた内容は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。 

 

■会員の皆様の宣伝コーナー開設いたします。 

  自分のところの会社やお店の宣伝など、案内したい内容がありまましたら是非、投稿

してください。行政関係の方もどんどん投稿してください。 

  ハバネロ以外でも全然問題ありませんので、活用していただけたら幸いです。 

  原稿の締め切りは、毎月末までに頂きました原稿は、翌月の10日頃をめどに、会報

誌に掲載して配信致します。 

  原稿の送り先は、事務局（ info@kyoto-habanero.com ）宛にお願いいたします。  

            ハバネロ友の会事務局                               

ハバネロ友の会 事務局 

  

葱湯がいて

おき冷まして

おく、３セン

チの大きさ

に切ってお

く。 

 

 白みそとハバネロ味噌とを合わし砂糖と出し汁

で味を調える。 

 

 味噌の中にあさり、葱を加えてまだ合わせる。 

アサリと葱の唐辛子味噌合 
 
材料 

 剥きあさり  ２０粒 

 葱       ３本 

 白みそ 2分１カップ 

 ハバネロ白味噌 大匙１杯 

 砂糖  大匙４から６杯 

 酒  大匙２杯 

 出し汁 味噌の半分 

 

  

作り方  

 あさりを鍋に入れお酒を加えて火

に掛けている、あさりに火を通して

おく。 

ハバネロ料理コーナー 


