
ハバネロもこの時期が一番合っているせいか、若干、色が付き難

くなりますが、収量もどんどん増えて11月上旬までが収穫最盛期

となります。 

ハバネロ友の会 事務局 
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☆ 新情報イロイロ。 

☆ ハバネロ体験ツ

アーのお知らせがあ

ります。 

☆ 海外の話題もた

くさん掲載中。 

 

 

ハバネロ友の会会員様 

ハバネロ栽培のご報告 

稲穂が黄金色に輝く季節が参りました。 

 

毎年、お米の収穫シーズンになりますと、新米を頂きますが銀シャリのつ

ややかなお米を見ますと本当に幸せを感じている今日この頃です。 

また、それに併せて栗やサツマイモの収穫も始まり、「食欲の秋」さなが

らと言ったところではないでしょうか。 

 

今月も会員の皆様のご協力もあり、無事10月号を配信させていただくこ

とが出来ました。 

この場を借りましてお礼申し上げます。 

 

                             ハバネロ友の会事務局     

目次： 

ハバネロ体験ツアーの

ご案内 

2 

まこはりさんから 5 

四季の丹波風景 5 

バングラディシュ 

から 

6 

会員投稿 児島様 

短歌 

7 

ハバネロ育成日記 8 

お店と新刊紹介 9 

ハバネロ探検隊 11 

ハバネロ料理 12 

京都ハバネロの里 

より 

10 

唐辛子－収穫の秋 3 



ハバネロ体験ツアーのご案内 

PAGE 2 １０月号 

 京都府南丹広域振興局主催の「京都丹波 秋の観光ツアー特集」にご採用頂き、地元特

産のハバネロをツアー企画として、「ハバネロ体験ツアー」を取り上げて頂きました。 

まだ、少しは余裕がありますので皆様におかれましては是非とも、お時間が許せましたらご

参加いただけますようよろしくお願いいたします。 

                                      ハバネロ友の会事務局 
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Chilli（Chilliぶろぐ主催） http://chillipepper.blog65.fc2.com/ 

    

  

 季節はもう秋。すっかり涼しくなったと

ともに唐辛子も最終収穫に向けてラス

トスパートとなります。ギネスブックに

『世界一辛い唐辛子』と記載されている

Bhut Jolokiaもどんどん赤く染まり始

め、いかにして使おうかと頭を抱えてい

ます。 

  

 

 ハバネロに較べると実がかなり大きく

なるのですが、サイズの割に実が薄く

てペラペラ。種も少なくて『量り売りだと

合わない…』との話も聞こえてきます。 

 

しかしこの唐辛子、常温でもかなり長いこと新鮮さを保ってくれ、冷蔵庫に入れると通常の唐

辛子の倍近く鮮度をキープできます。更に華やかな香りと凄まじい辛さのおかげでごく少量

でも料理に華やかさと彩りを加えられるのでとても扱いやすいのが特徴。この香りの良さを

生かすために、もしも料理に使う際には極力火を通さずに使うことをお薦めします。 

昨日我が家ではカレーを作りましたが、通常とは若干方法を変えてカレーを作り終えてから

刻んだものを投入してみました。 

こうすることでBhut Jolokiaの香りの良さをそのまま味わえますし、勿論辛さも最大限に満喫

出できます。市販のカレールーを使って作る場合にはひと箱丸々、約10皿分にフルーツ１個

で市販のカレー50倍という感じに

なります。激辛好きでも２つ入れる

とかなりきついんじゃないかという

のが食べてみての印象です。香り

の良さを味わうには皿に盛りつけ

てから刻んだ生のフルーツをトッピ

ングするのも手ですが、分量を間

違えると大変なことになるので注

意が必要です（笑）。 

 

 

    世界一の辛さを持つ“Bhut Jolokia” 

      様々な形の唐辛子達  
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 唐辛子の栽培をしていてもなかなか全種類を消費するのは難しいものです。毎年何種類も育て

ると、へたをすると年が明けるまで味見もできないなんてこともあり、唐辛子マニアとしては反省す

べき点が多々あります。先頃タイの友人が自宅で色々と料理を教えてくれたんですが、「折角栽培

しても食べてあげないと可哀想」と叱られてしまいました…。栽培家の陥り易い罠なんですが、栽

培することが目的となりがちで、消費が二の次…というのが当たり前になりがち。実際に色々な唐

辛子を食べ比べてみて、なおさら反省させられてしまいました。 

 

 タイは世界でも有数の唐辛子消費

国ですが、その大胆な使いからには

驚かされてばかり。最近になって作り

方を教わったものに“ネームソーセー

ジ”というのがあります。これは生の豚

肉を使った手作りの生ソーセージな

んですが、つまみには勿論のこと、サ

ラダや炒め物にも使えてタイ料理好

きにはたまらない一品です。 

 

  作る際には勿論収穫したての生唐

辛子をタップリと使いました。完成後

にスライスすると、赤と青の生唐辛子

がそのまま顔を覗かせてカラフルで

す。そのまま食べても良いですが、よ

り美味しく味わうためにタイ風にナム

（サラダ）にしてみました。キュウリとオパクチー（香菜）、スライスオニオンをレモン、潰しニンニク、

ナンプラー、砂糖で味付けしてネームソーセージと混ぜ合わせるだけ。タイ料理の場合、多くのサ

ラダとカオニャオと呼ばれるモチ米やご飯と一緒に食べます。普通のサラダのように軽くないので

立派なおかずになってくれます。 

 

 

 ご覧の通り生の唐辛子をガリガリ

とそのまま囓ることになるので、風

味も辛さも存分に満喫可能。もしか

すると生の唐辛子を味わうには最

高の料理かも知れません。なお

ネームソーセージは“ネームパウ

ダー”というのを使うとものすごく簡

単にできますので、興味のある方

はタイの食材店で入手可能ですの

で是非試してみて下さい。 

 

 

 

 

 

  タイドラゴンと七房を使った 

                  手作りのネームソーセージ 

         ネームソーセージのサラダ 



ハバネロ大好きの「まこはり」さんから   
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今日収穫した中に人の顔のようなものがありました。鼻、口、顎、舌みたいなのもあります。 

大笑いしてしまいました。 
    ☆「まこはり」さんは、 

       「ハバネロソング」http://shinofarm.jp/habanero/ehon/habanero_song.htm 

       「ハバネロ栽培記」http://www.h5.dion.ne.jp/̃makohari/htitle.htmlを作られた方です。  

 太宰府天満宮に行く 
 
 9月の終わりに福岡へ出張に出かけました。 

出張として実になるかどうかはまだこれからの 

がんばり次第です。11時半前に博多に到着し、 

翌日10時には新幹線に乗って京都に戻りました。 

ほとんど時間がなかったのですが、営業の帰りに 

太宰府天満宮に寄ることができました。 

橋を渡ってすぐ目に入ったのが「麒麟」の像でし

た。心奪われた瞬間です。あまりにもカッコいいの

で、帰りに写真を撮ってきました。 

 目の力強さと凛々しいお顔にひとりはしゃいでいま

した。長崎のグラバー邸で有名なグラバー氏がこの

麒麟を愛しされたというのもよくよくわかります。 

 すぐに打ち合わせに戻るために写真をとって、梅ヶ枝餅をひとつ食べて博多へ戻りました。 

 朝一に京都に出るとカーディガン1枚では寒いくらいでしたが、博多では汗がでる状態で、

気温で距離を感じました。帰りの新幹線では岡山を越えたあたりから車内グッと冷えてきま

した。京都駅のホームに下りると冬かと一瞬感じました。その為かしっかりと風邪を引いてし

まい、まだ体がだるいくらいです。 

 麒麟パワーで直ってくれないだろうか。。。 

これから秋へ向かい京都も綺麗な紅葉が見られる季節になろうとしています。来月はいくつ

か紅葉をご紹介できればと思っています。  

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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会員の皆様、是非とも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。 

今月号も多くのご投稿ありがとうございました。 

続編等もよろしくお願いいたします。 

 

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 

投稿大募集中！！ 

 そろそろバングラデシュでもナガモリッチ栽培の準備の季節です。 

 

こちらは無事にラマダン（断食月）が終わりましたが、その直後にヒンドゥー教の祭りプ

ジャに入り、久々に長い休暇となりました。 

 

こと私はというと、長いホリデーの間はスリランカに行っていました。 

半分仕事、半分休暇という名目だったのですが、思ったよりも仕事の収穫があり、充実し

た２週間となりました。 

スリランカにもブットジョロキア、ナガモリッチと同種と思われるチリが存在し、実と種を獲

得することができました。 

スリランカではあまりにも辛すぎるため、実が赤くなる前に収穫し食されます。 

十ヶ所以上のマーケットを周りましたが、そのチリがあったのはたったの１件だけでした。 

 

スリランカではチリのことをメリスと言います。 

バングラデシュの モリッチと少し似ている気がします。 

通称、蛇のチリと呼ばれ、インドでの名称、悪霊のチリ、毒のチリのように、人々に恐怖を

与える名前がついているところが面白く感じます。 

インドではイギリスの統治時代、あまりにも辛いため、イギリス人から栽培を禁じられたと

いう話も地元の農家から聞きました。 

 

それを好んで食べる日本人は、インド人やバングラデシュ人に劣らず辛い物好きのようで

すね。 

                                             竹内 僚 

バングラデシュからの便り ナガモリッチ栽培の準備の季節 



「夏から秋へ」 
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                                               児嶋きよみ 

 

1月の末に生まれた男の子が、母親と共に、8月上旬、中欧のセルビアに旅立ちました。 

父親の赴任先です。セルビアの首都ベオグラードは、古いヨーロッパの雰囲気を保ち続け

る美しい街です。私も同行しましたが、帰りはひとりで静かな旅でした。 

暑い7月からようやく涼しさの感じられるようになった9月までの歌です。 

 

                 「夏から秋へ」 

 

 ねがえりの止まらぬ赤子回るとき宇宙かすかに傾くならむ 
 

 通り雨過ぎて林の向かう側カミキリムシも北上中らし 
 

 村雨のサクサクサクと降る真昼椎の若葉の森蔭をゆく 
 

 張りつめて通りに立てば黄の花がガラスの向かうにしおれてゐたり 
 

 乳おほふ黄緑色のスカーフを声やはらかな娘に購ひ来 
 

 眠れずにむずかる赤子黄金色の灯を消して待つベオグラードの夜 
 

 小次郎とふ赤子も住むらし同じ街日本語にも反応せずと 
 

 ベランダの5階より見るドナウ河ひかりの揺るる七ヶ月の子と 
 

 ゆふぐれが引き延ばされて観覧車回り続ける夏時間八時 
 

 ひとはみなどうしているかと心揺れ抱へてひとり暗き機内に 
 

 ひつそりと機窓上ぐれば紅の水平線が分身のごと 
 

 烈風にさらはるる夢ふうはりと若き家族を空より想ふ 
 

 購うは気力に比例す娘のぬけた食卓の皿かず減りて来つ 
 

 目を閉じて見てゐるやうな日々の過ぐ若き家族はドナウ河畔に 
 

 水無月に逝きし友あり蓮沼に明るき昼をふりむきて消ぬ 
 

 残りゐてわれらの不在を思ゐるあなたはしんと掃除をしていた 
 

 ひいやりとおほき月立つ窓際にそつとカーテン引きし夜もあり 
 

 長月のこころ展きて水色の蝉の声降る朝の広場に 



ハバネロ育成日記（５）  
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花と緑の会  格畑 學 

 

鶏肉の燻製 

 

 鶏のモモ肉 ・・・・・500ｇ 

   赤ワイン200㏄、に 塩、三温糖 各60ｇ、ニンニク、胡

椒、ナツメッグを適当に入れそれにハバネロを１個を刻

み込み、鶏肉を約１２時間漬け込む。 

   取り出した肉の表面に付いたハバネロ、胡椒を軽く洗い

流し、クッキングタオルに包んで冷蔵庫で２４時間水分

を取る。取り出した肉を常温にもどし、容器に入れ３時間７０度の温度を保ち乾

燥させる。つづいて４時間７０度の温度で煙を掛ける。 

   桜のチップが一般的ですがヒッコリー、りんごも良いです。６５～７０度に保つこと

が出来上がりの食感を左右します。 

   ワイン、ウイスキー、ブランデーに良く合いますよ。 

 

   試される方は、容器の簡単な作り方をお教えします。ご連絡下さい。 

前回、約２キロの収穫がありました。 

 

１０個残して沢山の皆さんにお分けしました。ある会員さんが少し下さいと見えたの

で、大変辛いですよと、「料理をされる前に良く確かめてからにして下さい」「辛いという

より痛い感じですよ」と何回も念を押して１０個お渡ししました。後日、他から伝わって

来たのは、チリメンジャコと唐辛子の炊き合わせと同じように作られ、それを食べられ

たご主人が「こんなもん食え

るか！！」激怒されたとか。 

 

 

１０月４日 

 

前回、数個残して全部収穫

しましたが、またまた、沢山

の青い実が付きました。ま

たまた同じぐらい採れるの

では・・・・・ 



お店と新刊紹介 
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東京･代官山で1976年に本格的なメキシコ料理店を開かれ

ており、料理の鉄人としてテレビにも出演されるなど、まさに

メキシコ料理界の重鎮、渡辺 庸生（わたなべ ようせい）

1948年神戸市生まれの気さくなオーナーシェフが、後継の若

者のために書かれた全てのノウハウを公開された貴重な一

冊です。 

その他、「魅力のメキシコ料理」「エスニツクおかず」「地球の

歩き方・メキシコ」など著書も多数出されております。 

 

ご来店の際は、「篠ファーム」の紹介と言っていただけたら、

親しみを持って歓迎していただけると思います。 

   http://www.lacasita.co.jp/  

 

〒１５０－００３４ 

東京都渋谷区代官山町１３－４ セレサ代官山２F  

TEL０３－３４９６－１８５０  

FAX０３－３４９６－１８５０ 

月曜日 １７：００－２３：００  

火曜日～土日祝祭日 １２：００－２３：００  



9/21（日）に新商品4点発売いたしました。 

ハバネロうま辛黒豆味噌は今でも好評ですが、ドレッシングや焼肉のたれと一緒に使うと、

とても美味しいところから、それなら商品を作った方がユーザーの便宜性を追及して作りま

した。 

■ ハバネロうま辛焼肉のたれ 200ml 700円（税込み） 

焼肉はもちろんのこと、野菜炒めやヤキソバ・焼飯などによくあいます。 

■ ハバネロうま辛味噌ドレッシング200ml 700円（税込み） 

和風ドレッシングとしてもお勧めですが、もやしなどのおひたしにも最適です。 

■ ハバネロうま辛玉ねぎドレッシング200ml（税込み） 

玉ねぎが利いていますので、玉ねぎの風味を出すときに、使ってもお勧めです。 

乳化剤などの添加物を全く使用しておりませんので、油と混ざりにくいため良く振ってか

らお使い下さい。 

また、沖縄の中では一番と言われる「波照間産」を使用した「ハバネロうま辛黒蜜」も超おす

すめの逸品です。アイスクリームはもとよりあんみつ、ホットケーキなどから、コーヒーや高

茶などにもあとから来るのどごしの、ハバネロの風味と辛味がなんとも堪えられません。 

■ ハバネロうま辛黒蜜 100ml 525円（税込み） 

皆様も一度、ご賞味頂けますようよろしくお願いします。 

今のところ取扱いは、弊店とweb販売のみとさせて頂いておりますので、ご了承下さい。 

http://shinofarm.jp/otoriyose/index.htm 

     

    

営業時間 AM10:00～PM7:00       定休日 毎週木曜日 (10～11月までは無休です。)  
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京都ハバネロの里 姉小路店 より  



ハバネロ探検隊 「ハバネロうま辛黒蜜」 
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先日知人のお宅を訪問すると卓上に「ハバネロうま辛黒蜜」 

なる新商品を・・・壁]スッ≡(‾ー『＋』ゝ発見!! 

 

おねだりして食べさせてもらった。 

 

一滴手に垂らしなめなめ・・・・・m(‾○‾)mアーン♪ 

黒蜜の独特の濃い風味にハバネロの特有のあの香りが・・・・ 

甘い黒蜜の後にハバネロノ辛さがキタ～～！！ 

感想は・・・・・(;‾ー‾)...ン?微妙～～～かも～ 

強烈なもの同士がバトル？？？ 

 

 

 

 

ちょうど昼下がり、お手製のシフォン

ケーキに生クリームをたっぷり乗せて、

珈琲とともに出していただいた。 

ラッキー＼(^^＼)(/^^)/チャチャチャ 

個人的な好みだが、シフォンケーキは

淡白で物足りない。 

試しに「ハバネロうま辛黒蜜」を生クリー

ムにかけてみた。 

(・－・)・・・ん?美味い！！ 

生クリームにこくが出てすごく濃厚 

これはヾ(@⌒¬⌒@)ノ ウマヒィ ！！クルクル(・_・)(_・)()(・_)v(゜∇^*)⌒☆ブイブイッ! 

濃厚になった生クリームが少しリッチで、後味の少しピリッとしたところもアクセントになって、ど

んどん食べたくなる！！これはおすすめだ！！ 

 

ハバネロうま辛黒蜜 100ml 525円（税込み） 

 

京都ハバネロの里 本舗「綾小路店」 

〒604-8086 京都市中京区寺町通姉小路西入ル丸屋町334-1 

Tel/Fax 075-221-0811 

 

 篠ファーム 

〒621-0008  

京都府亀岡市馬路町狐瀬20-1 

Tel 0771-24-7878 Fax 0771-24-7885 

http://shinofarm.jp/ 



〒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 

  塩コショウして、ハバネロ白味噌を 

  好みで加える。 

 

  最後に水溶き片栗粉をいれとろみを 

  だす。 

   「キャベツのミルク煮」 
        
材 料  

  キャベツ・人参・ハム 

  牛乳・鶏がらスープのもと  

  塩コショウ・ハバネロ白味噌 

  胡麻油・水溶き片栗粉 

 

つくり方 

  キャベツは乱切り、人参は半月の 

  薄切り、ハムの半月に切る。 

 

  フライパンの胡麻油を入れ、材料を 

  入れいためる。  

 

  鶏がらスープのもとをいれ、牛乳を 

  加え火が通るまで煮る。 

ハバネロ料理コーナー 


