
 ハバネロ友の会主催 

   『ハバネロ交流会』開催のご案内    
 

京都・亀岡特産のハバネロを使った、ハバネロ日替わり料理はじめ、ハ

バネロ商品を一堂に集めての展示販売を地産地消レストラン「かめお

か四季菜」で開催致します。 

  

ハバネロに関心がある方ならどなたでも、お気軽にお越し下さい。 

当日はハバネロを使った商品の無料試食もございますので、お知りあ

いの方など、お誘いの上どうぞ足をお運びいただけますようよろしくお願

いします。 
  

■ 日 時 平成21年 2月14日（土）・15日（日） 

        AM11:00～PM4:00 
  

■ 場 所 かめおか四季菜 

       （亀岡市追分町  亀岡駅を背にして右方向、徒歩5分） 

      TEL0771-24-1331  
  

■ 日替わり料理 「各日共 50食限定」 

      ●2/14（土） 中華料理 広東  

         【ハバネロ昼定食】 800円（税込み） 

      ●2/15（日） 地物野菜料理 へき亭  

         【ハバネロおばんざいバイキング】 800円（税込み） 

      ＊お食事はAM11:30～PM2:00まで 

       数量が限られておりますので、あらかじめ四季菜まで 

       ご予約をいただけましたら幸いです。 
 

ハバネロ友の会 事務局 
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トピックス 

 

☆ 新情報イロイロ。 

☆ ハバネロ交流会

開催します。 

☆ 海外の話題も掲

載中。 

☆ 新年度のお願

い。 

 

ハバネロ友の会会員様 

ハバネロ交流会 開催致します。 

寒暖の候、皆様におかれましては如何お過ごしでしょうか。 

さて、2年ぶりとなりますが2月14日（土）・15日（日）の2日間で「ハバネロ

交流会」を開催いたします。 

会員の皆様はもとより、お知りあいにもお声をお掛け頂き、ハバネロ交流

を深めていただけましたら幸いです。 

                               ハバネロ友の会 事務
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■商品の一例 

      【即売品】  

      （協）京のほんまもん塾会員によるハバネロ食品（10点）・京都ハバネロの里

（19点）・グリーン日吉こだわり商品（6点）・パンド・ユー（2点） 他多数 

  

      【試食】 

      京都藤澤永正堂ハバネロあられ・トミオー「ハバネロ酒」・亀蔵ハバネロ漬物・

浜野福神漬本舗ハバネロ・京都ハバネロの里 他多数 

  

      【展示】 

      京都かわばたプリント（ハバネロプリント） 

 

【かめおか四季菜】は下記の 

ホームページをご覧下さい。 

http://k-sikisai.at.webry.info/ 

 

【かめおか四季菜】は、亀岡産の食材を使った

地産地消の日替わりレストランで、地元、腕自

慢の市民の方が持ち回りで料理を提供されて

おります。 

一度足をお運び下さい。 

かめおか四季菜 

（亀岡市追分町  亀岡駅を背にして右方向、徒

歩5分） 

      TEL0771-24-1331 

      定休日 日・月 

 

 

                         

皆様お知り合いなどお誘いの上、ぜひご来場く

ださい。 

会員様同士の交流の場として、ご活用いただけ

たらと思います。 

また会員様には、今後もいろいろな特典を用意

しておりますので楽しみにしていてください。 

 

  ＜特典の一例＞ 

     ハバネロ商品を割引価格にて提供。 

     イベントの先行案内と優待。 

     ハバネロ商品のサンプル送付。 

                         など 

                                ハバネロ友の会事務局 

 



年度会費（２００９ ．１～１２月分）２月末までにお振込み下さい。 
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年度変わりに向けて、会費の徴収をさせていただきたいと思っておりますので、皆様にお

かれましては引き続き、会員継続をよろしくお願いいたします。 

◎年度会費につきましては次年度より1,200円とさせていただきますので、ご理解の程よろ

しくお願いいたします。 
 

誠にお手数ですが、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。 
 

【記入見本】 

会員様には、今後いろいろな特典を用意しておりますので楽しみにしていてください。 

                                         ハバネロ友の会事務局 

 

メルマガ会員募集 

「ハバネロ仲間」を広げるため、新しく「メルマガ会員」を設け、「ハバネロ友の会会報誌」の

無料配信を新設したいと考えておりますので、皆様におかれましても、お知り合いなどにお

すすめいただけましたら幸いです。 
 

登録は「ハバネロ・メルマガ会員申込書」に記入後、FAX又はメールで事務局に送信してく

ださい。 

申込書はhttp://www.shinofarm.jp/habanero_tomonokai.htmここからおは入りください。 

但し、メール送信のみとなりますので、郵送をご希望の場合は「ハバネロ友の会」にご入会

下さい。                                       

                                        ハバネロ友の会事務局 
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2月1日（日）に、田中伝機業店（老舗の機屋さん）が、で京町家を改装した 

「伝々（でんでん）」を貸し京町家としてオープンされました。 

こちらで、ハバネロ商品の販売もしていただいています。 

金閣寺近くの閑静な所ですので、お勧めいたします。 

皆様のなかでご利用されることがありましたら、事務局にお声をお掛け下さい。 

 

【場所】 

金閣寺交差点（西大路）から北へ30m行って、左折した北側3軒目のところです。 

 

   京都市北区衣笠御所ノ内町29 

   電 話075-461-5921 

  

金閣寺の近くの京町家「伝々（てんでん）」でハバネロ商品を販売しています。 

「ハバネロなんでも質問コーナー」開設中です。 

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 ）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。 

   

                                       ハバネロ友の会事務局 

「ハバネロなんでも質問コーナー」開設中 

会員の皆様の宣伝コーナー開設いたします。 

ご自分の会社やお店の宣伝・自己紹介など、案内したい内容がありまましたら 

ぜひ投稿してください。 

行政関係の方もどんどんご投稿ください。 

ハバネロ以外でも全く問題ありませんので、会報誌を活用していただけたら幸いです。 

原稿の締め切りは、毎月末までにお願い出来ましたら幸いです。 

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 〒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 ）宛にお願いいたします。 

 

                                       ハバネロ友の会事務局 



一足早い春の予感 
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Chilli（Chilliぶろぐ主催） http://chillipepper.blog65.fc2.com/ 

 

  寒くなったなぁ、と身に染みて感じているのも

つかの間、例年通り唐辛子の冬越し栽培にトラ

イしている我が家では一足早く春の香りが漂い

始めました。「２月になったばかりなのに??」と驚

かれる方がいるかも知れませんが、温暖地では

多年草として生息している唐辛子は、最後の収

穫を終えてから枝を刈り込んでおき、室内暗所

に置いておくとやがて新芽が展開し始めます。

まだ時期的には早いのですが、寒の戻りが心配

なくなるまで健康に育てておき、暖かくなる時期

を見計らって屋外に出してあげると即開花～結

実させることも可能となります。 

 

 年末の最終収穫時期に枝を残しておけば通年

栽培も可能なのですが、強い夏の光を好む性質

上、補助ライトがないと結実させるのは難しいよ

うです。それでも元気な株はそのまま開花を続

け、実を着けることもあります。このような形で室

内／温室で栽培をする場合、適度な湿気を与

えないとハダニやコナジラミが発生して泣くこと

になるのが難しいところです。それでも管理の手間を惜しまずに世話を見てあげることがで

きれば、冬の間でも採りたての香り高い唐辛子を楽しむことが可能。勿論冷凍でも充分美味

しいのですが、それはそれ。ポカポカの鍋や湯豆腐に採りたての唐辛子を刻んで薬味にす

ると身も心も暖めてくれます。考

えようによってはこんな贅沢はな

かなかないんじゃないでしょうか

（笑）？ 

 

室内で管理しているのは唐辛子

だけではありません。国内でも最

近になって比較的入手し易くなっ

てきたこぶみかん（カファライム）

やタイのホーリーバジルなどもそ

のまま栽培を継続しており、バジ

ルの方は料理の際にはそのまま

カットして使っています。 
  

 

   「室内で冬越し中の唐辛子達」 

 

 

「室内で開花～結実の続いているタイ・ドラゴン」  
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 こちらは来年の収穫に向けてと言うより冬の間に使うのにわざわざ買い出しに行くのも寒い

から（笑）という理由なのですが、とう立ちしやすいのが難点。ただしこのバジル、香りも通常種

とはかなり違うんですが、色味が綺麗なので時折ボーッと眺めて癒やされています。 

 

 ２月といえば早い人は種蒔

きの準備をするシーズン。特

にハバネロやジョロキアのよ

うに結実までの期間が長い

種類の場合には１月に発芽さ

れることもあります。栽培出

来ずにフラストレーションが

溜まりがちな寒い冬も、「今

年はどの種類を育てようか

な」なんて想像しつつ過ごせ

ばあっという間に春。長い冬

を短く過ごすための工夫もま

た栽培マニアには欠かせな

い要素だったりするのです。 
 

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

 「開花してしまったホーリーバジル」 

 

2009年絶好調！！  乙女のささやき 

今年も運気をチェックするために某占い喫茶に

行ってきました。 

 昨年以上に「良い！」そうで、コーヒーが来ると同

時にグングン膨らんでいきました。 

 マスターお墨付きの最高の年だそうです。今年は

それを鵜呑みにしてがんばりたいと思います。  

 昨年の膨らみが下の写真です。くらべると確かに

かなり膨

らんでい

ます。 

 

昨年はこの膨らみでもとてもうれしかったことを覚

えています。 

 ニュースや新聞、雑誌ドコを見てもあまり良いこと

が書かれていませんが、そんな時だからこそ大い

に笑って過ごしたいと思います。 

笑門福来で行って、皆さんにもハッピーが伝染す

るようにしたいと思います。 



花と緑の会（‘09・２） 
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                                            花と緑の会 格畑 學 

東京研修旅行２回目、日比谷公園の続きを報告します。 

都心部の皆さんには、野菜などを花材として取り入れて作られているのが目に付きました。 

京都では主にハーブ類を多く使ったキッチンガーデン風なものは見かけます。 

ねぎやサニーレタス、稲、しいたけ等色とりどり、高層マンションに住むと土とか畠にあこがれがある

のでしょうか楽しそうに扱われていました。 

日比谷公園の芝生にもモデルガーデンがありました。（業者さんの展示です） 

 

次回は、公園内に展示されていしたハンギングバスケット、コンテナの作品を紹介します。 
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バングラデシュからの便り 

 

ダッカから船で15時間のボリシャルという

村へ行ってきました。そこは滅多に外国人

が訪れるところではなく、船で着いたとたん

現地の警察が、ガードは必要か？問題が

あれば私に連絡をするようにと連絡先をく

れ、歩くと私の後ろを100人もがぞろぞろつ

いて来る。どこかに腰掛けようものならまる

で動物園の檻の中にいるような気分にな

る。「あ、餌食べた。眠そうだ。こっちを見た

ぞ。」こんな調子が3日も続き、くたくたに

なってダッカに戻ってきた。一晩世話に

なった家では、東パキスタン時代にアメリ

カ人が訪れ、こと48年ぶりに外国人が来た

ととても喜んでくれた。 

 

バングラデシュでは招待した客にたらふく

食べさせるのが最高のもてなしで、私の皿

にも山盛りのご飯が次々に盛られ、何度も皿を持って逃げなければならなかった。手で

皿をガードしても手の上に米をかけられる。断るのが下手な日本人には結構きつい。バ

ングラ人は盛られて文句を言ったり、盛られた米を隣の者へ回したりして凌いでいる。 

 

そんな温かいという

か篤（熱）過ぎるバン

グラデシュ、ご興味

がございましたら是

非訪れてみてくださ

い。人間や文化の少

し違った面を垣間見

ることができると思い

ます。 

 

写真：中央のオレン

ジの服を着たのが

私。 

 

     竹内 僚 

バングラデシュからの便り  

 

 



2泊3日のソウル旅行（２）（交流活動センターのハングル講座の受講生を中心に） 
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                                        児嶋きよみ 記  

 農楽隊のサムルノリの身軽さに驚いた後、野外劇場のすぐ奥にある、門をく

ぐりました。 

ここは、朝鮮王朝時代の地方の役所を移築した建物です。チャングムのドラ

マでも何度も撮影に使われたと、案内板に書いてあります。いくつものオンド

ル部屋がつづき、役人が寝起きしている部屋には、畳んだふとんが一組ずつ

そろえてありました。いつも、韓国ドラマを見ていて不思議に思っていたので

すが、部屋には、押し入れがないので、ふとんが見えるのです。ベッドがあれ

ば、日本でも出しっぱなしですが。 

今は、マンションなどのオンドルは、ガスがほとんどのようですが、昔の家の造りのこの家でも、床下

を暖気が這うように作られていて、火の焚き口には、

山ほどの薪が積まれています。台所と焚き口とふとん

と、美しい韓箪笥がそろっています。そして庭には、役

所ですから、罪を犯した人を裁くための責め道具が置

いてありました。首を木の穴に入れられ、手をくくられ

て、足を打たれるような・・（太秦の映画村にもありま

す。） 

 

この建物を出ると、大きなノルティギ（シーソー）の上を

跳ねている子ども達がいました。こども用の韓服を着

ています。高く高く飛び上がり、寒い気のみなぎる透き

通った青い空に吸い込まれるように。 

 

野外劇場へ行くときには気づかなかったいろいろな家屋を巡

りながら、民族村の入り口まで戻ってきました。李氏朝鮮時

代後期の伝統家屋がいろいろな地域から26軒も移築され、

また、陶磁器・篭・竹器・木の器・柳行李・韓紙・柳器・刺繍し

た布・組紐・扇・楽器・青銅の祭道具など２０もの工房がある

そうです。 

 

夕方の暗くなり始めた道路

を、走り、次は、ソウルに近

いところで、スーパーマーケットに立ち寄ることにしました。他の国を

訪問したときに、その地域の人びとのくらしを知るには、スーパーなど

に行くのが一番いい方法でしょう。今回は、E-マートと呼ばれる大型

スーパーに立ち寄りました。見た目は、亀岡のアルプラザのように何

でも売っているのですが、食料品の横に電気製品があったりします。

ここでは、たくさんの韓国海苔を大きな袋で買った人が多かったよう

です。40分くらいで切り上げようと大慌てで売り場に急行した人びと

は、時間どおりに待ち合わせの場所に戻ってくるのがすごいなと思い

ながら、急いでバスに乗り込みました。 
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まだ、外は明るかったのですが、これから、ソウルの真ん中に戻るので、殺人

的な交通渋滞をなんとか、避けたいのです。一時間弱でソウルに入ると見慣

れたロッテのビル群が見えてきました。ところが、ぼんやり乗っていると、「あ

れーっ。」なんだか同じ道をくるくる回っているような感じです。とうとう、右側の

大通りにバスを寄せ、「歩いてください。」ということでした。もう、とても細い道

にはバスが入れないくらいに、人も車も混雑してきたのです。日曜日の6時過

ぎなのですが。バスを降りて、今夜は、夕食は自由に取る予定です。その前に

行きたいところがそれぞれあって、ロッテ百

貨店の免税店に行きたい人や、ハングルの

教科書専門の本屋に行きたい人や、まず、

ホテルに帰りたい人や、いろいろで。 

私は、同じくハングルを学習している人と李

さんといっしょに、地下鉄で、本屋に向かい

ました。ハングルパークという外国人向けの

ハングル教科書専門店で、インターネットで

あらかじめ調べておいたところです。ソウル

市は、地下鉄がとても発展していて、大概の

ところに、乗り換えながら、到達できそうで

す。新村という西部の梨花女子大などが近く

にある地域です。乗り換えが必要だという李

さんに連れられて、地下街を乗り換えない

で、市庁駅まで歩き、新村まで行くと、その上に現代百貨店のビル

がそびえています。その前を過ぎ、2軒目くらいの薬局の2階にその

本屋はありました。 

日本人staffが常駐し、その日は常磐冨沙子さんがやさしく応対をし

てくれました。専門店としてオープンして、まだ1年のようですが、韓

国語を勉強する人と、教える人の交流の場としてのレッスン場もあ

ります。また日本からもインターネット

で本が買えます。送料を加算しても、

ウオンのレート次第ですが、かなり安

くなります。  

FAX：＋82-2-568-9599 

Eメール：hangulpark@hotmail.com 

ホームページ：(韓国語、日本語) 

http://www.ksejong.com/ 

 

ロッテの免税店に行ったグループは、急いでホテルに戻り、その後、夕食に出かけたグループもあり

ました。夕食に、参鶏湯（ｻﾑｹﾞﾀﾝ）を食べたいグループと、ジャジャンミョン(ジャージャーメン）を食

べたいグループは、人が交錯しているので、遅くなった私たちをホテルで待っていてくれました。ｻﾑ

ｹﾞﾀﾝは、明洞の近くで、ジャージャーメンは、仁寺洞に専門店があるようです。 

暗くなり寒くなって来たので、仁寺洞へは、李さんも入れて、4人でタクシーで行く

ことにしました。大通りには、たくさんのタクシーが客待ちをしています。その一台

に乗り、行く先をいうと、「ここからは、交差点も混んでいるし、行きにくいので、無

理」と言われてしまい、下りることになりました。それで、むっとした顔の李さんと一

緒に、地下に潜り、通りの向かい側に行き、タクシーを探しました。 

混雑した道を走り抜け、仁寺洞に入ると、昨日入った石の店や土産物店のすぐお隣が、ジャー

ジャーメンの店でした。「なあんだ。ここか。」と思いながら、ようやくほっとして椅子に座りました。 



PAGE 11 ２月号 

韓国のジャージャーメンは、日本のとは、少し違い甘い味が勝っていましたが、とてもおいしい麺でし

た。それに、海鮮味のお焦げご飯と水餃子を注文すると、もう4人とも、倒れそうに満腹でした。 

李さんの家では、ジャージャーメンは、特別な日の外での料理だったようで、子どもさんが入学した日

や卒業の日には、これを食べるのが楽しみだったそうです。 

帰りは、また、タクシーで帰りました。それぞれ、ばらばらに食べに行っていた人たちが、部屋に戻って

来ていて、私たちの部屋に寄る人が増えてきました。中には、BBクリーム(有名な化粧品）を買うため

に、もう一度明洞の街中の化粧品会社の店に戻った人もいました。おみやげを買うのも、探すのも大

変です。 

 

明くる日は、帰国の日ですが、その前に朝から、南大門市場に歩い

て行く予定です。 

私は、その夜、とても疲れすぎたのか、よく眠れず、朝方にうとうとし

て、朝ご飯ぎりぎりまで寝てしまい、8時の集合時間に少し遅れてし

まいました。 

その日も朝早くから、来て待っていてくれた李さんと 

いっしょに皆で南大門に出発しましたが、とても寒い日で、「早足で

歩きましょう。」と声をかけ、15分くらいで市場の端に到着しました。いろいろな民芸品売り場の入って

いるビルに入り、2階に着くと、もうそれぞれの、「カッ

カチュセヨ」が聞こえてきます。「まけてもらえません

か？」という意味です。きれいな袋や飾りや皿に置

物など、他の土産物店の3分の２くらいの値段に驚き

ます。朝早いので、朝ご飯の出前の膳を何段にも積

んで男の人も女の人も上の階に運んでいきます。店

の中では、朝ご飯を夢中で食べている店員さんがたくさんいました。衣類の階もアクセサリーだけの

階もあるようでした。 

 

そのビルを後にして、こんどは、文房具やさんのビルを探します。以前韓国に行きそこから、美しい

カードをたくさん送ってき

たアメリカ人の学生を思

い出し、「あのカードがほ

しい。」と皆で探していた

のです。ありました。 

壁一面どころか、3面くら

いがカードだらけの専門店が。チマチョゴリ風の紙の人形のついた

美しいカードが山のようです。大体、日本円で100円～200円くらい

でしょうか？ 

私は、今年の外国向けのクリスマスとnew year のカードは全部これ

にしました。帰国後、さっそく送りました。日本のカードとの違いがわ

かったか少し心配ですが。 

韓国海苔やキムチやゆず茶などを買い終えて、また、ホテルへ一目散

に帰りました。チェックアウトもあっという間に終え、ホテルから5分の空

港行きバス停に急ぎます。バス停は、となりが市内バスのバス停でも

あり、どんどん、いろいろなバスがやって来ては止まり、また、出発して

いきます。けれども、なかなか目当ての空港バスは来ません。その間

も寒風は容赦がありません。ようやく、15分遅れで到着したバスの下に

トランクを入れ、入るときにバス代(9000ウオン）をわたして、もう安心です。 
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ところが、明洞から空港行きの高速道へ出るまでが大変でし

た。混んで混んで、ピッとしか進まないのです。大体はバス専

用道路があるので、混んでいてもひた走るイメージのバスなの

ですが、この空港行きは途中で、客を何回か拾うらしく、中央の

バスラインに行かないのです。 

最終のバス停で拾い終えるとこんどは、センターへセンターへ

と左に寄っていき、やっとバス車線に出ました。そのころに

は、、ようやく高速道の入り口にいて、本来の高速バスらしく走

り始めました。 

一時間ちょっとくらいで、空港に到着したときには、2時半出発

の飛行機の２時間前着の12:30の予定を大きく割り込んでいま

した。 大きな荷物を抱えながら、Korean Air Lineのカウン

ターを探しますが、発券カウンターは、至る処にあるのに、

チェックインカウンターがなかなか見つかりません。それは、

バスの到着したところから本当の反対の端にありました。 

このように広い国際線ロビーを短時間で荷物を持って移動し

たので、手がちぎれそうになりました。その後、出国手続きを

して、関空行きの登場口前の椅子に腰を下ろして、ようやく

皆、落ち着きました。 

残っていたウオンをこのロビー内のお店で全部使った人もいました。「これだけで買えるチョコレー

トを見繕って」と言って。 

日本国内で、ウオンを円に換金できるところが、本当に限られていることを、日本を発つ前に聞い

ていたので、このやり方は、賢明であったでしょう。 

ようやく、登場時間が来て、飛行

機に乗り込みました。自分の座席

で出発を待っていると、「わたし、

パスポートどこへやったんやろ」な

どと言う声が後ろから聞こえま

す。隣席の友人と思わず目を見

合わし、「パスポート？」と言って、

バッグの中の自分のパスポートを

確認しました。 

 

２：３０出発でしたが、昼食に出されたらしいサンドイッチが、とてもおいしく、全部食べてうとうとして

いるうちに、もう関空上空です。韓国は近い。2時間弱で着いてしまいました。到着後、入国手続き

を何事もなく、にこにこと終え、勝手知ったる「はるか」に乗ったのは、あっという間でした。はるかの

中でも、にぎやかさは続きます。嵯峨野線に乗り込んで、車掌さんをつかまえて、団体券（はるか）

の乗り継ぎのための切符を買い足し、それぞれの近くの駅で、お別れをしました。亀岡駅についた

私は、もう暗い中、友人の夫君の車に乗せていただき、静かに家路に向かい、誰も帰っていない家

の鍵を自分で開け、旅が終わりました。 

 

                                                                                                児嶋きよみ 記  



～料理のおししさを引き立てる、食卓の定番～ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 京都ハバネロの里 姉小路店では食卓の定番、とんかつソースに国産のハバネロ果実を

使用した「京都ハバネロの里 ハバネロうま辛とんかつソース」を新発売いたします。 

 野菜、果実の解け合ったな旨味に、ハバネロ果実の風味と辛みが料理のおいしさをさら

に引き立てます。テーブルにそのまま置いて使える手軽さも魅力。濃厚なソースの美味し

さとキリッとしたハバネロの辛みをお楽しみください。 

 

●いろいろな料理にひと工夫 

 とんかつ等の揚げ物はもちろん、ハンバーグ・炒め

物・カレーなどの煮込みや料理の隠し味などにお奨

めです。いつもの料理に加えるだけで、味わい豊か

に。 

いろいろな料理にお試しください。 

 

●ご試食できます 

京都ハバネロの里 姉小路店では新発売の「京都ハ

バネロの里 ハバネロうま辛とんかつソース」のご試

食を行っております。お近くにお越しの際は、ぜひお味見してください。お待ちしておりま

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 「バレンタインデー？」 
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２月には入ると、街中にはバレンタイン

でーの文字があふれ、 

チョコレート売り場は、今年も華やか。 

予定があるなしにかかわらず、やっぱり

気になる。 

コンビニでもレジ横のバレンタインチョコ

レートコーナー 

・・・・・(・－・)・・・ん?出た！！「暴君ハバ

ネロ チョコ貴族」   

パッケージには、｢甘い？辛い？魅惑の

ランデブー｣だって 

ランデブーってなかなか聞かないですぅ 

～～モジ(((*´ε｀ *)(* ´З｀*)))モジ 

 
ハバネロにチョコがコーティング。甘くて辛い新感覚らしい。 

スナックそのものは、暴君ハバネロよりもややマイルド。 

辛さはあるけど、普通の暴君ハバネロのような強

烈な刺激はない。 

チョコは、ほんとのチョコみたいじゃなくて、何かパ

ウダーっぽいものがまぶされていて、チョコじゃなく

て、ココアちっく。パウダーも唐辛子チョコ味。唐辛

子チョコと同じように、最初甘くて後から辛さ

が・・・・・・。 

中はスナックの辛さがあるので、後味ぴりり。 

おいしい・・・ってわけでもないけど・・・・・ 

ヾ(。Ё◇ё。)ノ ぐへへへへ♪ジャンクな珍味。 

ウケ狙いや話題には良いかも・・・・・ 

 

ギリには良いけど、本命チョコには・・・・・

チョットね～(‾。‾)ハ～～～～ッ 

 

 

「暴君ハバネロ チョコ貴族」   

       販売価格 １００円前後 

スーパー・コンビニ・ドラッグストアーなどで

販売中 

 

株式会社 東ハト 

 



〒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 

醤油、を入れ、おじゃこも入れて炒めて 

味をつけていく。 

 

最後のハバネロの実をきざみ少し加える。 

 

 「大根の皮のきんぴら」 
 

材料   

   大根の皮1本分、 

   おじゃこ、 

   醤油、お酒、お砂糖、 

   塩、胡麻油、ハバネロ実 

 

作り方 

   大根の皮を5～８センチの長さで 

   千切りにする 

 

   フライパンに胡麻油をいれ熱し、 

   そこに、大根の皮を入れ炒める。 

 

   しんなりしてきたら、酒、砂糖、塩、 

ハバネロ料理コーナー 

 


