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☆ 季節の話題イロ

イロ。 

☆ 海外の話題も掲

載中。 

☆ メール会員募集

中。 

 

 

ハバネロ友の会会員様 

今年は気温があまり上がらず、ハバネロを含めた夏野菜の生育が

若干遅れ気味ですが、これからの温度上昇で、追いついてくるも

のと期待しておりま

す。 

 

収穫は今年も8月上旬

を予定しております。 

これから生育状況な

ど、月を追ってご案内

させて頂きますので楽

しみにしていてくださ

い。 

 

そろそろ蕾が見えかけ

てきました。   

 

馬鈴薯の花が盛りを迎

えています。 
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ハバネロ友の会&メルマガ会員の参加をお誘い下さい。 

お蔭様で会員様の暖かいご支援を頂き、現在50名近くの会員登録を

させていただいております。 

また、今年から初めました無料の「メルマガ会員」も沢山の方に参加

して頂き、盛り上がりの手応えを感じております。 

詳細はhttp://www.shinofarm.jp/habanero_tomonokai.htm をご覧

下さい。 

メルマガ会員はメール送信のみとなりますので、会員特典や郵送を

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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5月26日、バングラデシュにサイクロン

が襲いました。今回のものはバングラデ

シュ南部と西部を襲ったもので、私の住

むダッカでは被害は少なかったのです

が、町は水浸しで私の工場は暴風と冠水

で破損し、修復に数日掛かりました。最

も被害を受けたバングラデシュ南部と西

部は、地上2mにまで水位が上がり作物や

家屋は壊滅状態にあります。現在も家を

失くした数十万人が水と食料を求めてい

ます。また、疫病の集団感染が２次被害

をもたらし死者は増える一方です。イン

フラの不整備と政府の対応の悪さへの不

満が高まっています。更に悪いことに、

今年は異常気象のため雨が殆ど降らず、

湿度を必要とするライチは実がならずマ

ンゴーは熟す前に落ち市場価格は高騰し

ています。 

 

さて、ジョロキアの加工ですが、先月号

でお伝えしたとおり、ヒリヒリとズキズキで毎日痛みと戦っていますが、従業員は

それぞれ痛みをなくす独自の方法を持っています。塩をかける、レモンの汁でこす

る、バナナの皮でこする等、それぞれが自分の信じる方法をとっています。また、

特にトイレへ行くときが修羅場で、小のときはチャックに棒を突っ込み下着を横に

ずらす、膝までズボンを下ろす等が行われています。 

いろいろな加工段階の中でも

最も苦痛を伴うのが粉砕で

す。マスクを３重にし、防護

メガネをしていてもどこから

か中に入り込み、むせて泣き

ながら行っています。 

そんな笑える苦労話と共に

ジョロキアが日本に浸透する

ことを願っています。 

  

 Ryo Takeuchi 

 

バングラデシュからの便り ６月号  

 

 



花と緑の会 東京研修旅行 ３回目 
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                                        花と緑の会 格畑 學 

 

 東京研修旅行３回目、 

 日比谷公園ハンギングバスケット、コンテナ寄せ植えコンテスト作品を紹介します。 

いずれも入賞作品です。 

 

コンテナ作品の上の部分が切れていました。大変失礼な撮影で申し訳ありませんが皆様

の参考になればと思い、記載させていただきました。 
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 滋賀県にハバネロ専門店 ハバネロ館をオープンして、約２ヶ月が過ぎリピーターの方も

少しづつ増えて来ております。 

あらためてハバネロ人気、辛いものに関心のある方の多さに関心しております。 

ハバネロを滋賀県の皆様にもその良さや独特の風味を知っていただきたく『京都ハバネロ

の里』シリーズを販売することになりました。 

滋賀県から全国に・・・・・・・ 

ハバネロの良さを発信していきたいと思っております。 

  ハバネロ友の会の皆様、お近くにお出向きの際は是非とも滋賀ハバネロ館にお立ち寄り  

下さい。心よりお待ちしております。 

                                                                                                  店 主 

 

         Ｎ Ｅ Ｗ Ｓ 

 

★ハバネロ館が「Ｌｅａｆ リーフ」に掲載されます。 

   「７月２５日号」です。 

   よかったら見てくださいね！ 

 

★有志が集まり５/12に「ハバネロ激辛会」を 

   旗揚げいたしました。 

   「ハバネロ」に関心のある辛いもの好きが 

    集まる会です。 

   ○近日中「飲食会開催」予定 

   ○会員募集中！！ 

 

■事務局 

滋賀県栗東市霊仙寺6丁目１－１ 

アスリートファーム内 

TEL 077-551-5078 FAX 077-551-5080 

ｅ－meil：info@ｈａｂａｎｅｒｏ－ｓｉｇａ．Ｃｏｍ 

※事務局までお問い合わせください。 

ハ バ ネ ロ 館 ＮＥＷＳ 

住所/ 滋賀県栗東市霊仙寺６丁目１－１ 

       ＯＰＥＮ   / １０：００ ～ １８：００ 

    ＣＬＯＳＥＤ/ 不定休 
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            「艶芸サロン」 

     ～ 上方講談「中将姫」と江戸粋曲 ～ 
 

■日 時 ： ２００９年 ６月２８日（日） 

            13：30開場 ／１４：00開演 

 

■場 所 ： 「当麻寺」中之坊 

       http://www.taimadera.org/ 

         〒639-0276 奈良県葛城市當麻1263 

         TEL/FAX 0745-48-2001 

 

 

■内 容 ： 旭堂南海 講談 『中将姫伝説』 

       柳家紫文 粋曲（あのネタに、中将姫が？？） 

       対談 ： 當麻寺 中之坊院主・松村實昭×旭堂南海 

       その他 

 

■料 金 ： 前売/2500円（拝観料込み） チケット発売は5/11～ 

 

         お問合せ・メール予約は、艶芸サロン 080-5337-6734 

                    kappore1000@yahoo.co.jp 

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何でも投稿して

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（ info@kyoto-habanero.com ）宛にお願いいたします。 

                                       ハバネロ友の会事務局 

「艶芸サロン」 ～ 上方講談「中将姫」と江戸粋曲 ～  
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■平城京跡 
藤原京（奈良の橿原市）から710年に遷都され長岡京に遷都されるまで74年間都が

置かれ政治の中心であった。この地は遷都後、長岡京の南に位置することもあり南都

と呼ばれた。 

京都から少し遠征したお便り  

平城京遷都1300年（2010年）を記念して現在、大極殿の復元が行なわれていました。 
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先日、はトラクターに乗って代掻きを

やっていました。 

半分くらい進んで野鳥がうろうろしてい

るのが気になりつつも早く終わらせたい

な～と思いながら、膝に甥をのせて運転

していると、 

「あっ。なんかある。」 

と甥が気づいき見てみると鳥の巣がある

ではないですか！！このままでは、トラ

クターで潰してしまう。 

一旦作業中止。 

急いでスコップをとりにいきトラクターにのせて鳥の巣近くまでトラクターを進

める。下りて鳥の巣に向かう。 

親鳥がキキッキキッと鳴きながら飛んでくるではないですか！ 

つつかれたらどうしようかと思いましたが、トラクターの音に負けたようでス

ルーして飛んでいきました。 

トラクターに戻ろうと足を動かすと抜けない。足が抜けない。 

足首をまっすぐにしてゆっくり足を抜く。これ田んぼの基本。しかしスコップが

重くてそんなことやってられない。根性で足を抜き、回転してトラックに戻る。

どうにか綺麗に巣を救出することができました。 

巣を移動しても気づいてくれるか心配しながらとにかく作業を進めていくと、

元々巣があった周辺を親鳥がうろうろしているではないですか。 

父よ、どうしてそんなに分かりづらいところに移動させたのか？ 

そしてどうしてさっさとスコップを持って自分だけ昼食食べに帰ったのか？ 

夕方、気になって近所の子供たちを連れて鳥の巣を観に行くと、無事にあり、近

くに親鳥がうろうろしていたので、とりあえず一安心。 

人間様の都合で申し訳ないと思い

ながらなんとも少々複雑な気分で

す。 

 

無事にひな鳥が生まれることを

願っております。 

後で調べると鳥は「ケリ」という

種類だそうです。 

野鳥のたまご救出大作戦！！  乙女のささやき 

 



６月ハバネロ通信 global sessionより（国際結婚） 
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                          児嶋きよみ（亀岡市交流活動センター）  

 

 皐月末の30日（土曜日）の午前10:30にぞくぞくとglobal session（英語でディスカッ

ション）のために交流会館に人が集まり始めました。 

今日のTOPICSは、”国際結婚（International Marriage）”です。 

 

 ゲストは、Sara Del Pianoさん（京都府国際センター国際交流員）と夫君のポールさ

んです。Saraさんは、イタリアのサルディーニャ島出身で、ポールさんは、アフリカの

コートジボワール（象牙海岸）出身です。京都造形大学で陶芸を学んだ後、今は国立

民族博物館の研究員で日本のお地蔵さんの研究をされています。昨年暮れに結婚し、

その後、コートジボワールとイタリアのサルディーニャ島のそれぞれの実家をたずね

る旅を終えたばかりです。 
 

 イタリアのサルディーニャ島は？  

 コートジボワール   （アフリカ西海岸に面して） 

コートジボワールの海岸  
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「International Marriage（国際結婚）とは、二人が違う国の出身でバックグラウン

ドが違い、民族・人種・文化・宗教などが違うことを意味します。 

 信じられないかもしれませんが、USAでも1967年まで、１７の州で異人種間の結婚

が禁止されるという法律がありました。けれども、現在では、1993年に異人種間の

結婚が31万組登録され、2000年には、約26７万組に増加しています。一方、日本で

は、2003年には、36000組が日本人と日本人以外の結婚として登録されています。こ

れは、20組にひと組が国際結婚ということになり、その８０％は、日本人男性と日

本人以外の国籍の女性との結婚だそうです。イタリアのことわざに、”奥さんと牛

は、自国の人がいい”というのがあります。」 

 

 このようなTOPICSがSaraさんから提案され、簡単に内容の説明の後、コーディネー

ターの小畠敬子さんの司会でディスカッションが始まりました。 

 小畠さんからは、「日本の農村で嫁不足のために東南アジアからの花嫁を募って結

婚し、国際結婚になった例もたくさんある。」と意見が出されました。今は、韓国で

も同様な国際結婚が増えていると、ソウルの知人から聞いたことがあります。 

  

 Saraさんからは、国際結婚を続けるための課題がいくつか提案されています。 

 

１．コミュニケーション 

    国際結婚のカップルにとっては、相手の言語を学ぼうとしてみることが大切。 

    相手のみでなく、その社会生活が気持ちよく感じられ、家庭の外で友人を作る 

      ことにも手助けになる。 

 

２．毎日の習慣（家庭生活・ドレスコード・外出等） 

    それぞれのパートナーの出身国の友人の輪を作ることが必要。 

    そうでなければ、最初の年に失望を味わうことは、普通にあることである。 

 

３．住む場所 

    配偶者が自国を離れてもう一人の配偶者の国に住む場合は、地元の配偶者の 

      心使いが重要である。できれば、双方の国に住んでみて違う文化の下で住む 

      体験をしたほうがいい。 

    双方の母国ではない第3国に住むのも秘訣であろう。（ポールさん） 

 

４．男性/ 女性の役割 

    男性の方が重視される文化に育った場合とそうでない場合。問題が起こる場合 

      が多い。 

 

５．親として 

    子どもの育て方の考え方の違い。摩擦の起こる可能性を考えながら取り組んで 

       行けば、問題を和らげられるかもしれない。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

交流会館の裏山に

今、捻木（捻木）の

花が満開です。静か

な白い小さい花なの

で見つかることが少

なく、あまり花の名

前を聞かれません。 
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ネジキ Lyonia ovalifolia var. elliptica  
  捻木の新緑は毒があるそうです。 
         馬酔木と同じくらいの小さな花を縦に一列並べて咲かせています。 

        6月13日(土)交流会館で １０：３０～１２：００ 

ゲスト：Austin Peay State University(テネシー州)の8人の学生(日本文化専

攻)と引率のDavid Nelson先生を迎えて、ディスカッションです。 

どうぞご参加を！ 

６．食習慣 

    食べ物での習慣の違いは大きく、一方が好きでも、他方は嫌いな場合も多々 

      ある。誰にでも喜ばれる食事やどちらも好きな料理を見つけることも必要。 

      新天地で自国の食事をすることは希で、問題解決のためには、好きな物は 

      家族が一緒に食べない昼食時に取るのが良い解決方法かもしれない。 

 

７．家族に受け入れられること 

  時には、家族が受け入れを拒否する場合もある。その場合、人種偏見は大きな要

素になる場合がある。 

 

 日本国内でも、京都では3世代が住んで初めて、仲間に入れてもらえるとも聞いた

ことがあります。また、何年経っても京都生まれでない人の京都弁（京言葉と言わ

ねばならないそうです。）は、見抜かれてしまいます。私自身は、福井出身なの

で、新任教員として宇治市に赴任したとき、クラスの子ども達に発音してもらって

一語一語のイントネーションを外国語のように学びました。それでも、30年以上

経ても違うところの生まれと気づかれます。私は、ある時期から、「OK。私は、

京都では外国人なので、好きなようにしていいや。」と思うようになり、ずいぶん

楽になったことを覚えています。 

 

 国際結婚でも、そうでなくても、相手の状況を思いやることが結婚生活を長く続

かせる秘訣であろうという意見がおおかたを占めた頃、12:00を越えていたことに

突然気づき、そのまま課題を残して終わりました。 

次回のglobal session 



 

「父の日にしてほしいことランキング」（gooリサーチ）は「一緒に食事をす

る」がダントツの1位！やっぱり、家族と共に過ごす事がお父さんにとってなに

よりのようです。蒸し暑くなってきたこの時期は、思いっきり辛い京都ハバネ

ロの里「ハバネロうま辛カレー」をお父さんと一緒に食べて過ごしてみては？ 

「ハバネロうま辛カレー」は、いろいろな野菜をベースにこだわりの素材とハ

バネロ果実を混ぜ合わせ、独自の製法で仕上げた、素材の旨みがとけ込んだ絶

品カレーです。さらに刺激的な辛さがお好きな方は、国内産の白大豆と小麦を

使い熟成させて製造した濃口醤油に、ハバ

ネロ果実を混ぜ合わせた「ハバネロ醤油」

をプラス。醤油のコクとカレーの旨味が

マッチした和風激辛カレーのできあがり。 

ハバネロ本来の風味と辛みをお楽しみくだ

さい！ 

手作り派の方はカレーの風味付けに「ハバ

ネロうま辛カレー」と「ハバネロ醤油」加

えても。 

お父さんと一緒に手作りカレーに挑戦する

のも楽しいですね！ 

「ハバネロ醤油」700円（税込）▶ 

「ハバネロうま辛カレー」525円（税込）▶ 
 

 

 

 

 

 

 

PAGE 11 ６月号 

京都ハバネロの里 姉小路店 より  



ハバネロ探検隊 「とうがらし梅茶」 
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ドライブの途中に立ち寄ったお土産屋さん 

お土産屋さんというのは、日ごろはお目にかからない商

品とイロイロ出会える。 

 

今回も期待！！((o(‾(●●)‾)o)) ワクワク 

おっ！！目立つポップが・・・・ 

「カプサイシン入り！とうがらし梅茶」 

これは購入 

 

やっぱ辛いのかな～っ？ 

湯飲みにパウダーを入れ、お湯を注いで・・・・ゴックン 

(・－・)・・・ん?あんま辛くない・・・ 

さっぱりしてヾ(@⌒¬⌒@)ノ ウマヒィ  

これはいける。昆布茶が熱いって感じ程度、唇が少しぴ

りぴりするかな。 

何でもお茶漬け・おかゆ・おにぎり等にも使えるらしい。 

試してみる価値あり！！！ 

 

しかしここで問題が・・・ 

この商品、製造会社名等がパッケージに何も

表示されていないΣ(゜□゜;)ガーン(。□。;)

ガーン(;゜□゜)ガーン!! 

 

次買うには・・・・おみやげ物屋さんに行くしか

ないのかエッ? (;゜⊿゜)ノ マジ? 

 

 

 

 

 

 

とうがらし梅茶 

 

お土産屋さんの片隅で販売されています。 

２ｇ ６袋入り １５０円くらい 

 

 



〒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 

 

 

  あて先はこちら    
                               

 

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 


