ハバネロ友の会 事務局

２００９年 ３月 １２日
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ハバネロ友の会会員様
梅の花の便りも聞かれ、めっきり暖かくなって参りましたが如何お過ご
しでしょうか。
私事ですが、今年は花粉症が発生せず年のせいか免疫力が弱まって
発生しないと喜んでいた矢先にがっーんと来てしまいました。

トピックス
☆ 新情報イロイロ。
☆ ハバネロ交流会
開催しました。
☆ 海外の話題も掲
載中。
☆ 新年度のお願
い。

先日の2月14日（土）・15日（日）の2日間「ハバネロ交流会」を亀岡・四
季菜で開催しました。
降っていた雨も、直前になって止み関係者のみなさんも一安心と言っ
たところでした。

ハバネロ交流会開催

１

お蔭様で京のほんまもん塾様のご協力もあり、出店者も沢山の方に
集まって頂き、また、多くの方にご来場頂き日替わり料理や、ハバネ
ロが入った商品の販売など盛大に開催することが出来、終日ハバネ
ロを満喫していただけました。
特に行政関係者や商工関係者はじめ、一般の方々にお越しいただけ
たことは、ハバネロが確実に定着して来ているという手応えを感じまし
た。
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矢野シェフ自ら腕を振
るっていただき、あり
がとうございました。
ハバネロをうまく隠し
味的に使って頂き、ど
れも絶品でした。
見ているだけで、美味
しさが伝わります。
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■3/15（日）

■地元野菜を使った家庭料理
へき亭

前日から沢山の料理の仕込みをして頂き、ど
れも美味しく食べさせて頂きましたが特にか
しわの南蛮漬けは最高でした。
ヘルシーな野菜が中心の食べ放題でしたの
で、皆さん次々出される、ハバネロ料理に舌
鼓。
【物販】

■パンドゥユー（アミティ）
ハバネロ焼き（お好み風でハバネロのパン
チが聞いています。ハバネロ好きな方には
たまりません）
ハバネロやきそば（オリジナルのやきそばを
挟んで、後からくるハバネロがなんとも言え
ません）
ハバネロファンにはたまらない逸品です。

■北川本家
（トミオー）
京都・伏見で350年の歴
史のある造り酒屋さんが
「ハ バ ネ ロ」を漬 け 込ん
だハバネロ酒の試飲を
させて頂きました。最初
は口に含んだ途端、ハバネロの激痛が喉の奥に広がりますが、10分程度経ってから再
度飲めば辛味がどこに行ったのかと思うくらい、フルーティーですっーと飲めるのが、不
思議なくらいです。おかわりしたくなります。
一度、飲めば・・・。
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■京都ポーク（ウインナー）
京都・丹波産の厳選した豚肉だけを使ったウィンなーソーセー
ジに、ハバネロを加えて仕上げた試作品で殆どの方から、是非
商品化してほしいと要望が寄せられ、片山社長も真剣に商品化
に取り組むと、約束していただけました。
近いうちにデビューされることを楽しみにしております。
いつも明るい片山社長（毎度おおきにー）

■濱野福神漬本舗（大阪）
大阪で脱サラして、農業をしたいと言うことで相談
いただきましたが、奥様が調理の講師を経験され
ていることをお聞きし、素材で農業に結びつく「福
神漬け」を提案いたしましたところ、本当に美味しい
「ハバネロ入り福神漬け」を試食にと持ち込んでい
ただけました。
食べた瞬間、間違いなく商品化すれば売れる逸品と感じました。頑張っていただきたい
ものです。

■おちゃこのさいさい
（ハバネロ七味唐辛子で有名）
京都・清水の産寧坂で店舗をかまえ、
ハバネロ一味唐辛子・七味唐辛子を
こだわって作られ、一躍マスコミで有
名になったお店です。よくテレビで紹
介されているので皆さんもご存知かと
思います。
また、このハバネロは全て丹波産を
使っている店主の超こだわり品です。

■初代 亀蔵（お漬物）
何代も続いた老舗の漬物の技術を継承された、素材も厳選して漬け込まれた本格漬
物店ですので本当に美味しいお漬物でした。
ハバネロをうまく使った漬物の試食も人気があり、将来ブレイクすること間違い無しと確
信いたしました。頑張ってください。
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■グリーン日吉
（日吉産の黒豆はじめ野菜などを使って加工食品にしたこだわり農事組合法人）
自慢の黒豆グラッセやサツマイモの甘納豆仕立、黒豆茶、柚子あられなど独自のアイ
デアが生きているここしかない逸品を次々生み出されています。
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。

■京都ハバネロの里（篠ファーム）
とんかつソースの発売が間に合ったの
で、皆さんにデビューさせていだきまし
た。
先日、知りあいの方に、とんかつソー
スを薦めましたところ、「残念ながら昨
日夕食にとんかつをしたばかりなの
で、今夜は食べられない」と言われて
おりましたが、数日後、お会いした時
に、「やはりあのとんかつソースの味が
忘れられなくて、当日もとんかつに
なった」と言っていただけたことはとて
も印象的でした。
1月に発売 い たしま した「焼 肉の たれも 同
様、お昼に試食した人は殆どの方が、夕飯
にも焼肉が食べたくなると言っていただいて
おられるように、何か余韻が残りひきつけら
れる秘薬みたいな要素があるのではないか
と思っております。

ハバネロ友の会事務局
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年度会費（２００９ ．１〜１２月分）３月末までにお振込み下さい。
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/habanero̲tomonokai.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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京都ハバネロの里から
2月の「ハバネロうま辛とんかつソース」に加え、3／中旬
には「ハバネロうま辛カレー」を発売いたします。
こだわり素材と独特の製法で作ったカレーベースにハバネ
ロを加えて仕上げました。
ご飯にかけていただくほか、やきそば・うどん・ラーメンに入
れたり、コンソメや鶏がらスープに入れるだけで即席の「ハ
バネロスープ」が出来上がります。
皆様も一度お試し頂けましたら幸いです。
一度食べたら忘れられない味です。
◎ハバネロ会員様（21年度 年会費お支払い）には、発売
後、ご試食サンプルとして、「ハバネロうま辛カレー」の試食
品をお送りさせて頂きますので、お楽しみにお待ちください。
この機会に「ハバネロメルマガ会員」様も是非、「ハバネロ会員」にお入りください。
いろんな特典を用意しております。
京都ハバネロの里

「ハバネロなんでも質問コーナー」開設中
「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

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
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「ラブ・クローバー号」と遭遇する

乙女のささやき

何年か前に友人がピンクの三つ葉タク
シーがあると聞いていました。
それはバレンタインに限定で走るヤサカさ
んの「ラブ・クローバ号」というらしく。。。
気になったので、少し調べてみると2月13
日と14日に20台走っているということ。
今年はようやく見る事ができました。
ほんとにピンクだ・・・。
なんかいいことあるかな〜と思いながら、
仕事に向かいました。
これといって良いこともなく一日が過ぎまし
たが、少し時間がたつと世の中くらい話ば
かりですが、ありがたいことに仕事がちらほ
らと入ってくるようになっていました。
効果あったかも〜と喜んでいます。
皆様にもひとつでもハッピーな事が訪れま
すように！

投稿大募集中！！
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。

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
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バングラデシュからの便り

バングラデシュからの便り
世の中の景気が悪いといつもニュース
で聞かされていますが、ここバングラ
デシュではそれほど悪くないようです。
確かに株価は下がりましたが、好調な
産業もたくさんあります。例えば縫製
業。世界の中級から割安のブランドが
バングラの工場でOEM生産をしてお
り、不景気だからこそ、そのようなブラ
ンドの需要が高まり生産量が増してい
るためです。そして農水産業。えびや魚の輸
出は減りましたが、ヨーロッパ向けなどの野菜
の輸出は横ばい。食は不景気だからといって
減らすことができないものです。革製品は、価
格は下がりましたが割高になった中国での生
産を止め、より安いバングラデシュに生産を移
す流れが強まり、長期的には見通しは暗くあり
ません。
不景気といいながらもアイディア次第で利益を
上げるチャンスは残っているはずですので、私
も固くなった頭に柔軟性を持たせ、新たな取り
組みをしたいと考えています。

竹内 僚
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ハバネロ通信3月号
児嶋きよみ(亀岡市交流活動センター）
アメリカでは、昨年末に大統領選挙が行われ、
1月に、オバマ大統領が誕生しました。それ以後
のアメリカをはじめ、多くの国々から、問題をすべ
て、早急に解決できるような施策を彼に望む声
が日々大きくなってきています。
今回は、アメリカの若者の声をお届けします。こ
の現実を真摯に受け止めようとしている気持ちを
受け取っていただければ幸いです。
マーガレット・マンさん(亀岡市国際交流員）
(翻訳・児嶋きよみ）

Great Expectations
For the last few months, almost every news article I have read has
mentioned the current state of the world economy. It seems as if everyone in
the world is looking to President Obama to provide an immediate solution to
the mess made by the American economic crisis.
I was as happy as anyone when President Obama was elected last
November. Tired of 8 years of former President Bush’s inarticulate speeches
and misguided foreign policy, I was excited for a new, youthful Commander in
Chief.
However, before the inauguration, as the economy degraded and Israel
attacked the Gaza Strip, people began saying that the then President-elect
Obama would fix everything upon ascending to the highest office in America.
I began to wonder: just what should a nation expect from its leader? How
much can we expect one person to do?
I have never supported George W. Bush. I disagree with almost all of his
policies (as he is a conservative Republican and I am a liberal Democrat),
and was embarrassed to have him, a man who regularly makes grammatical
mistakes in his native tongue, represent the country I call home.
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However, as the inauguration of President Obama approached and
Former President Bush was saying his good-byes, I heard a few things that
really made an impression on me.
The first was from a news broadcast. The newscaster said something to
the effect of “the general public is unaware of almost all the threats made
against America.” It got me thinking… “Isn’t it possible that some of the
unpopular decisions made by Bush were ACTUALLY in the best interests of
America and I just did not have all the information?” After all, we can’t
possibly blame him entirely for the current state of the economy.
The second was when Bush himself stated that, though many people are
calling him the worst president in US history, he may be remembered
differently in the future, depending on the effects of some of his long term
policies. He likened himself to former President Harry Truman, a man who
left office with what was then the lowest approval rating in history (22%).
However, in a recent CNN survey of historians, Truman was ranked as the
5th Best President in US history. Time has shed a new light on policies that
were unpopular when they were implemented but did well for the country.
Bush, who broke Truman’s record for worst ever approval rating, may well
turn out the same way, depending on the outcome of the Iraq War.
These two statements made me begin to think that the world has
impossible expectations for President Obama. He is just one man. He is also
constrained by the American system, with its 3 branches and checks and
balances. Also, many of the problems people want him to fix will take years.
The world, including the American people, is ignorant of much of what goes
on in the government. For our own security we do not hear of the various
threats to our borders that are successfully struck down, but we only see the
effects of those attacks that are successful.
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Perhaps Bush WAS an effective President. Either way, I think it is time for
us to stop viewing President Obama as the superhero counterpart to Bush’s
villain. Both are just humans trying to do the best they can in impossible
situations.
We should have high expectations but take care to ensure that they are
not impossible expectations and allow him the time necessary to make a
difference before condemning him. He cannot change the world simply by
taking office; we have to give him a chance to fulfill his promises, while
recognizing that we do not always know why certain decisions are made.
ここ数ヶ月、私が読んだほとんどのニュース記事では、世界経済 の
現状について述べていました。世界の誰もが、オバマ大統領は、 アメ
リカ経済によって引き起こされた混乱を直ちに解決する方策 を出して
くれるのではないかと期待をしているように見えます。

歴史的な瞬間を一
目見ようと全米各
地から大観衆が集
まった
AFPBB News〕

私も他の方達と同様、昨年11月に、オバマ大統領が選出され、 とて
もうれしく思っています。 この8年間、前大統領のブッシュさんの、あい
まいなスピーチや外交政策の誤った指導には、あきあきしていたので
す。
わたしは、何人かの新しい、若い指導者に期待をしていました。 しか
しながら、就任式前に、経済は、下落し、イスラエルは、 ガザ地区を
攻撃したので、人びとは、まもなく大統領として選 出されるオバマさ
んは、アメリカのトップに上り詰めることで すべての問題を修復してく
れるにちがいないと言い始めました。
ここで、わたしは、国として、ひとりのリーダーにそこまで期待していい
のだろうか？
一人にどのくらい期待できるのかと考え始めました。

私は、今までジョージ・ブッシュを支持したことは、ありません。彼は、保守的な共和党員であ
り、わたしは、リベラルな民主党員ですから、彼のほとんどすべての政策に賛成できませんで
した。また、彼が、わたしが母国と呼ぶ国を代表する人として、母国語でありながら、常に文
法的なまちがいをしていることをはずかしく思っていました。
しかしながら、オバマ大統領が、就任式で前大統領のブッシュ氏に近づき、さよならを言った
時、聞いたいくつかの事柄は、私に深い感銘をおこさせました。第一に、報道機関の人からの
ものです。そのニュースキャスターは、”一般の人は、アメリカに対するすべての脅威につい
て知らない”という趣旨で話していました。
そのことで、わたしは、考えました。
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「ブッシュ氏によってなされた、人気のない決定のいくつかは、今、アメリカの最も利益のあ
るということで現実になっていることがあるのではないのだろうか？ただ、その情報を知り
得ていないだけなのではないだろうか？」結局、我々は、彼を経済の現況を引き起こした
と言うことで徹底的に批判することができないのではないか？
二番目は、ブッシュ氏自身が述べていたことですが、多くの人びとはアメリカ史上、彼
を最悪の大統領と呼んでいるけれども、彼の長期的政策のいくつかの効果が現れてくれ
ば、将来別の見方で思い出されることもあるだろうということです。彼は、以前の大統領の
ハリー・トルーマンにたとえています。彼は史上最低の支持率（２２％）で大統領の職務を
去った人ですが、歴史学者のCNNの最新の調査では、トルーマンは、アメリカ史上、ベスト
５にランクされているそうです。
時は、さまざまなものをそぎ落とすことがあります。
施行された時期には、不人気であっても、国のためには良いことをしたとその政策にあた
らしい光があたることもあるのです。ブッシュ氏もトルーマンの最低支持率を破りましたが、
イラク戦争の結果次第では、なんらかの方法で返り咲くことはあるかもしれません。
これらの二つの言明によって、私は、オバマ大統領に世界が多くの期待をかけすぎること
はできないと考え始めました。
彼は、ひとりの人間です。また、アメリカの三権分立の法律によって、チェックされ、バラン
スを取るよう制約されています。また、ひとびとが要求する多くの問題を解決するには、何
年も要するでしょう。世界の人びとは、アメリカ人も含めて、政府内で何が進行しているの
かなどには、気づかないでしょう。我々の安全保障上、境界を越えてくるさまざまな脅威が
成功裏に打ちのめされたというようなことは聞かないでしょう。
おそらく、ブッシュは能力のある大統領であったのでしょう。
どちらにしても、オバマ大統領を悪役ブッシュの変わりのスーパーヒーローとして見るの
は、もうやめる時期だと考えます。両方とも不可能な状況の下、ベストを尽くそうと試みる
人間のひとりなのです。
我々は、高い期待を持つべきですが、不可能ではない期待を確実にするよう注意しなけ
ればなりません。同時に非難をする前に、ちがいを明確にするための時間を与えなけれ
ばならないでしょう。彼が就任しただけで世界を単純に変えることなどできません。彼の約
束を実行に移す機会を与えなければなりません。大統領による決断がなぜなされたかを
通常は知らないという事実を認識しながら。

児嶋きよみ 記
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京都ハバネロの里 姉小路店 より

京都ハバネロの里 姉小路店ではホワイトデーのギ
フト用にラッピングを承っております。
バレンタインのお返しにぴったりな定番の「ハバネ
ロうま辛飴」や「おしのちゃんあられ」を始め、日頃
お世話になっている方へのプレゼントに京都ハバ
ネロの里シーリーズの調味料などをご用意しており
ます。
話題になること間違いなしのハバネロギフトで、
ユーモアたっぷりにホットな気持ちを伝えてみませ
んか。
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ハバネロ探検隊 「ハバネロ入り爆辛たんからのり」
丹後にドライブ
この季節、蟹にカキにおいしいものいっぱいでうきうき！！
満腹の帰り立ち寄った海産物のお土産屋さん
目移りするな〜キョロ (。・̲・。 ))(( 。・̲・。) キョロ
(・−・)・・・ん?
「今夜はえみぃ〜GO!!」で上沼恵美子さんはじめゲスト出演者が絶賛
のハバネロ入りのり佃煮「たんからのり」だって
買ってみよう！！
海産物のお土産とともに食卓に乗った
「ハバネロ入り爆辛たんからのり」
少し舐めてみる・・・・
おっ！！ヾ(@⌒￢⌒@)ノ ウマヒィ
確かに辛い。けっこう辛さを感じる。
しかし・・・・・・
のりの佃煮が素直に美味しい！！
炊き立てのあったかいご飯が、辛さで激熱
確かに辛い。でも旨い！！ご飯がすすむ
ついついごはんのお代わり
やめられないよ〜っ
舌が慣れてきたら、海苔の乗せる量も、ついつ
い大盛りになってしまう。
あっ！！しまったΣ(゜□゜;)ガーン(。□。;)ガーン(;゜□゜)ガーン!!
ついつい一瓶食べちゃった。ご飯も空だ。ショック☆<(￣□￣;)>☆ショック

「ハバネロ入り爆辛たんからのり」
価格 ４００円前後
マルヨ食品株式会社
兵庫県美方郡香美町香住区香住1234
TEL：0796-36-0215（代）
http://www.maruyo-food.co.jp/
マルヨダイレクト（通信販売）
http://www.maruyo-food.co.jp/shopping/

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」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

ハバネロ料理コーナー
「かぼちゃの
ハバネロマヨネーズ焼き」
材料
かぼちゃ
マヨネーズ
ハバネロ白味噌
作り方
かぼちゃを薄く切り電子レンジに
かける「約３分」
マヨネーズにハバネロ白味噌を
1対１ぐらい入れ混ぜておく

グラタン皿に薄く油を塗りかぼちゃを
並べ、上にハバネロマヨネーズをかけ
て、２００度のオーブンで１０分焼く。

