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トピックス 

☆ 会員様特典お

得情報掲載。 

☆ 新情報や季節

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 

 台風一過で急に秋めいて過ごし易くなりましたが皆様におかれまし

ては如何お過ごしでしょうか。 

今年のハバネロは全体に草丈が伸びず、かえって台風の影響をあまり

受けませんでしたが、10月には入りましてから気温の低下や日差しが弱

くなってきたこともあり、熱帯性であるハバネロは幾分か元気がなくなっ

て来ました。  

今まで、色づきは青い実が付いてから1週間程度で赤くなり収穫でき

ていたものが、2週間以上掛かり、完全に赤くならずオレンジの状態で止

まってしまいます。 

赤くするためにしばらく置いておきますと、果実にひび割れが目立ち、

商品価値が落ちてきますので早めに収穫するようにしております。 

その上、果実は沢山成るのですが、温度不足と肥料切れで小さくなっ

てきております。 

 お蔭様で、亀岡市内でのハバネロ生産は今年も予定通り10トン程度収

穫することか出来そうです。 
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  ハバネロ友の会事務局 

少しづつ色付きが遅くなって来ました。  台風の被害は殆んどありませんでした。  

果実もだんだん小さくなってきました。  この分だと11/初まで収穫作業が続くと

思われます。  
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会員様特典のご案内 (メルマガ会員様は対象外です) 

口コミキャンペーンとしまして、ハバネロ友の会の会員様限定で、下記の「京都ハバネロの

里本舗」の商品を特典販売をさせて頂きます。 

この機会に是非お申し込み頂けますようよろしくお願いします。 

 

【対象商品】＊価格は販売価格【特典内容】 

 

 
 
どれでも1ヶお買い上げ毎に、同一商品をもう一個お送りさせていただきます。 

◎お一人様、合計15点1回限りでお願いいたします。 

＊別途、送料(525円)が掛かります。 

 

【お申込み方法/お届け】 

事務局宛にメール又はFAXで商品名と本数、お届け先、お名前、電話番号をお書きの上、

事務局までお申し込みください。 

 

e-mail info@kyoto-habanero.com   FAX 0771-24-7885 
 
受注後、1週間以内に商品をお送りいたします。(ヤマト宅急便代引き) 

 ＊お届け日や時間指定などございましたらご注文時にお伝えください。 

 ＊商品欠品時はご連絡を差し上げ入荷次第、お送りさせていただきます。 

 

【お支払方法】 

 代引き（ヤマト宅急便） 

 

【締め切り日】 

平成21年10月20日（火）まで 

                                  京都ハバネロの里 本舗 
 

ハバネロうま辛醤油         700円 ハバネロうま辛辣油        700円 

ハバネロうま辛ソース        700円 ハバネロうま辛焼肉のたれ  700円 

ハバネロうま辛とんかつソース  700円 ハバネロうま辛味噌ドレッシング 700円 

ハバネロうま辛玉葱ドレッシング 700円 ハバネロうま辛黒豆味噌    700円 

ハバネロうま辛白味噌       700円 ハバネロうま辛黒蜜       525円 

おしのちゃんあられ「醤油」     525円 おしのちゃんあられ「淡雪」    525円 

ハバネロうま辛飴           250円 おしのちゃんキャンディ      250円 

ハバネロうま辛カレー        525円   
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お蔭様で会員様の暖かいご支援を頂き、現在100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100名を超える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 
                                       

ハバネロ友の会会員&メルマガ会員の参加をお誘い下さい。 

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。 

 

                                       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 

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 

ぜひご投稿ください。 

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5日までお送りいただけましたら幸いです。 

 

当月の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 

会員の皆様の宣伝コーナー開設いたします。 
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                                               花野 勝 

 

イタリアの新しい農業経営者達の提案 

    ：オーガニック食こそ芸術的創造の源 

 

イタリア料理は世界中を席巻していますが、

日本でも新しく開店する西欧料理店は、イタ

リアンばかり、そしてスーパーマーケットでも

沢山のイタリア料理の食材が売り場に並び、

日本の一般家庭でも食事メニューのひとつ

になっています。さてそのイタリアでも「旨い」

から、「安全」に目が向けられてきており、

オーガニックの食材が脚光を浴びつつある

ようです。もっとも全食材の内で、オーガニッ

クの占める割合は精々２％に達するかどうか

であるのは、日本の状況とさして変わりはな

いところです。何と言っても値段が一般のも

のに較べて割高であるのが主な原因でしょ

う。 それでも大半の生産者は、収支を合わ

せるのに四苦八苦しているのが、実情で しょう。かれらは地域ごとにグループを作りな

がら生産・販売など互いに助けあい、イタリア人の得意とする人の輪を形成して、困難を乗

り切ろうと活躍しております。 

だが何故そこまでオーガニックに拘るでしょうか。今日はその中で私の友人のマリーサ・

サッジョさんを紹介しよう。彼女は世界的に活躍していたイタリアの有望な画家でありまし

たが、５年前ほど、年老いた両親から、果樹園の経営を突然任されてし

まった。それを引き受けるのに、オーガニックへの転向を条件としたの

です。そして今や画家家業は全く中断して、農業に専念しているのです

が、彼女はそこに新たな総合芸術の可能性を見ているようです。それ

は芸術家として未来を見る時、化学薬品に犯された食の危険を、本能

的に感じとり、オーガニックの食材を通じて、食の安全への処方箋を提

示しようとする強い意思が働いているようです。彼女の果樹園はトレビ

ゾという町の郊外にあり、ベニスの北３０キロのところにあります。主に

桃とリンゴを生産しております。私もリンゴもぎを手伝っていますが、正

しく重労働。折角もいだリンゴも鳥がついばみ、虫が食べる。それらは

もう使いものにならいので捨ててしまう。やっと収穫できたリンゴは、あ

たかも鳥や虫の食べ残しを頂くような感じであり、それから更に選別さ

れて、やっとリンゴジュースになる。これでやっと本物のオーガニックの

リンゴジュースの完成である。これを飲むとスーパーで紙パックで売ら

れているリンゴジュースはもう飲むことができなくなる。 

イタリアからの報告   
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バングラデシュの縫製業 

 

ユニクロが990円ジーンズを発表して話題に

なりましたが、その後イオンが880円ジーン

ズ、そして西友が850円と立て続けに大手が

価格引き下げに追随しました。西友はアメリ

カ、ウォルマートの仕入れルートを使い、バ

ングラデシュで縫製されたものを輸入してい

ます。ユニクロもバングラデシュに営業所を

置き、上海工場から少しずつシフトしていま

す。イオンのジーンズは中国産ですが、価格

競争をしていく上でより安い人件費の国や地

域へ生産を委託するようになることでしょう。 

縫製業が輸出の一番大きな割合を占めるバ

ングラデシュでは、世界の不況による各社の

効率化やコスト削減のため、縫製業に対す

る海外投資は年々増えています。しかし、工

場が販売する単価はとても安く、仕事は増え

国は潤いますが、賃金や利益はなかなか上

がらないようです。 

 

作る側はとにかく安く作り、買う側はとにかく安

いものを買う、という流れは経済にとっていい

ことではありません。収益を伸ばしている小売

店もありますが、収益率が低いため、価格競

争で体力を消耗していきます。個々の行動

は、世界経済の繁栄を求めて行われるのでは

なく、個人や自社の最適化を求めることになる

ので、ミクロの最適化はマクロの最適化とはな

りません。 

 

過度の価格競争の先にあるものはなんでしょ

う。一時的な繁栄の末の破滅とならなければ

いいのですが・・・ しかしそれと同時に、1000

円を切るジーンズを販売する小売店の企業努

力に感心する今日この頃です。  

 

                   Ryo Takeuchi 

バングラデシュからの便り １０月号  

 

 



ハバネロ館ＮＥＷＳ 
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ハバネロ専門店 ハバネロ館です。 

これからも、地元発信としてがんばります。応援よろしく！！ 
 

 ＮＥＷＳ 

 激辛会が第２回目の「ＥＣＯ」清掃活動！ 

９月２７日（日） １３時よりに琵琶湖烏丸半島広場集

合！！ 

コスモアースコンシャスアクト クリーン・キャンペーンｉ

ｎ草津 「激辛会参加」！！ 

琵琶湖周辺・草津市烏丸半島（琵琶湖博物館西隣）を

くまなく清掃しました。 

激辛会はハバネロに関心のある方や辛い好きが集まり試食会やイベントを開催してます。 

又、激辛会を通じて参加して頂き「ＥＣＯ」活動や「地域」活動もしております。 

みなさんも、熱い連中ばかりの「激辛会」に参加しませんか！！ 

９月２日（水）ＦＭ草津 生放送！！ 古代米「ハバネロあんぱん」と「激辛会」の紹介！！ 



PAGE 9 １０月号 

９月１５日（火）びわ経ＴＶの 

撮影がありました。 

９月１８日（金）よりネット 

配信！！動画がみられます。 

古代米「ハバネロあんぱん」と

「ハバネロアイス」の紹介！！ 

９月１６日（水）ＫＢＳ京都ラジオ 「笑福亭晃瓶のほっかほかラジオ」生放送！！ 

古代米「ハバネロあんぱん」の紹介！！ 

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

e-mail：info@habanero-shiga.com 

滋賀初のプロバスケチーム「滋賀レイクスターズ」です。 

大津プリンスでのレセプションパーティーに出席してきました！ 

 

 

ハバネロ館前に 

       自販機を設置！ 
売上の一部は滋賀レイクスター

ズの支援金になります。 

滋賀を盛り上げるためにハバネ

ロ館も応援します！！ 

滋賀県栗東市霊仙寺6丁目１－１ 

    ハバネロ専門店 ハバネロ館 



京都の便り http://www.pref.kyoto.jp/plant/  
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                    児嶋きよみ（亀岡市交流活動センター）  
 
１０月３日(土）に、亀岡市交流会館で、「心のエステ」という魅力的なタイトルの講座
がありました。 
昼前に、東京から講師の中野満知子さんとアシスタントの飯嶌ちはるさんが到着
し、外の景色がよく見える2階ホールで準備が始まりました。大きな4枚の布が壁一
面に貼られ、雰囲気が出てきました。ブルー・オレンジ・ゴールド・グリーンの4色で
す。それぞれの色が何かを語りかけているような気もします。 
 
１：３０前になると、事前予約で申し込まれた人達が、集まってきました。人のため
に仕事をされている方達も多くいらっしゃるようです。ケアの仕事・インテリアコー
ディネーター・カウンセラー・会社の経営者・留学先から帰国したばかりの方・カ
ラーコーディネーターなどいろいろです。知り合いのいない場に単独で申し込んで来られた方がほとんど
のようで、始まるまであまり会話はありません。 
 
前の席で座りながらにこにこされていた、講師の中野満知子さんが静かに話しを始めるとみなさんは、
ゆっくり耳を傾けはじめました。1８名(講師込み）の参加者は、一重の輪をつくり、どなたも後ろでそっと聞
く体勢ではありません。 
 
始まるまでに名札に呼んでほしい名前を書いてもらっています。「バーバラ」「おしのちゃん」「ひろ」などさ
まざまです。それぞれが簡単な自己紹介をすることから、講座が始まりました。 
 
「伝えたい思いが空回りするようで、このような講座が必要かと思って」とか、「人の話しを聞いたりお世話
をする仕事をしているので、上司にあなたがいかなあかんと言われて来ました」など参加した理由や、呼
んでほしい名前の由来なども。 
 
わたしは、名前が、「きよみ」なのですが、小学校の時から何故自分だけ漢字がないのだろうと思い、勝
手に好きな字を当てていました。「清美」という字です。これを、最初に真剣に学んだ中国語の読みで「チ
ンメイ」というので、今日はそう呼んで欲しいと、お願いしました。 
 
「おしのちゃん」と呼んでといわれたのは、高田実さんで、「篠ファーム」の経営者でこのハバネロ通信の
編集者でもあります。 
 
このように、始まり方を詳しく述べたのは、ただの一般的な講義を拝聴するというような形式の対局にあ
るということを言いたかったわけです。 
 
さて、自分の好きな色を左側から並べ、次にカラー札の裏を返して、グループの特徴としての記述を読
むように言われました。それで、色や絵のイメージとは違う場合は、順番を変更し、もう一度自分のカラー
札の順番を認識しました。 
 
私の場合は、グリーン・オレンジ・ブルー・ゴールドの順で、内容を見た後でも、順番の変更はありません
でした。 
 
次にもっともぴったりくる項目から、もっともちがうと思う記述の点数を入れていきます。 
 
たとえば、Bの項（親しい相手との関係で、もっとも大切にしたいのは・・？） 
では、（わくわくして楽しめること・慣れた間柄で安心できること・共感や心使いがあること・趣味や関心を
共有できること）の４項目に最もぴったりくる項目から点数を付けていくのです。４点̃１点まで。 
 
ちなみに、私の場合は、４点（わくわくして楽しめること）・３点（共感や心使いがあること）・２点（趣味や関
心を共有できること）・１点（慣れた間柄で安心できること）の順番です。 
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このような「気づきのためのチェックリスト」の点数を色別に合計します。私の場合は、グリーン１６点・
オレンジ１４点・ブルー１４点・ゴールド１０点になりました。カラーの順番とほとんど同じなのが不思議で
すね。 
 
 TRUE COLORS JAPAN（トゥルーカラーズ・ジャパン）公式テキスト＆ワークブックより 

 
オレンジのグループの特徴は、「私の強みは、行動し挑戦する力」 

ゴールドの特徴は、「私の強みは、責任をまっとうする力」 

ブルーの特徴は、「私の強みは、周囲とつながる力」 

グリーンの特徴は、「私の強みは、知識と考える力」 
 
自分がわかってきたら、こんどは、他人との人間関係を見て見ましょう。 
   
   「あの人はどうして、こんなふうに反応するの？」 
    「こういう相手は苦手だ。どうもうまくやれない・・・」 
    「私は、なんであの人みたいにできないのかな？」 
 
不安になったり、腹が立ったりして、ストレスを抱えることがありませんか？ 
ちょっとした言葉の使い方や態度が、家庭や職場のトラブルのひきがねとなり、そのストレスで心身の
健康は大きな影響をうけます。 
でも、どうしてそうなるのか、謎がとけると人間関係が楽になるようです。 
 
ブルーとの関係を育てるために 
 ブルーって優柔不断？ 周囲に気を配りつつ吟味しているのです。 
      おせっかい？ 相手の役に立とうと親身になっているのです。 
 
グリーンとの関係を育てるために 
 グリーンって心を開かない？ 人との間に適度な距離が必要なのです。 
      批判的？ 物事を客観的、多面的に検討しているのです。 
           完成度を求め るグリーンに と って、相手 と対等に議論し、批評 し           
あって、お互いを高め合うことはよろこびです。 
ゴールドとの関係を育てるために 
 ゴールドっっておもしろみがない？ 確実さ、着実さを第一にしているのです。 
        「・・べき思考」が強い？ 物事の基準を明確にしたいのです。 
        融通がきかない？ 立てた計画を遂行したいのです。 
 
オレンジとの関係を育てるために 
 オレンジってわがまま？ 自分に正直で、裏表がないのです。 
       遠慮をしらない？ 欲しい人はほしいといえばいいと思っています。 
 
誰かとの関係をカラーで調べてみましょう。 
  あの人の第１カラーから、第４カラーまでを並べてみましょう。  
 

自分を知り（自分の本当のカラー・個性を発見し）、次に、相手のカラーを理解するというプロセスが大

切です。 

  

 「TRUE COLORS入門 人間関係違いがわかればうまくいく！ 
 

 教育学博士 ハワード・カツヨ著 
  

（カリフォルニア州立大学フレズノ校教授・カウンセラー・08年早稲田大学客員教授） 
 お申し込みは、（株）アスク・ヒューマンケアまで   http://www.a-h-c.jp/ 
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お互いの違いに気づくと、個人としても、チームとしても力が出せるようになるようです。 

この講座(TRUE COLORS）は、このような能力の開花(Empowerment ｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄ）のためのプログ

ラムです。        

 

 
 

引き続き、学びたい方へ 

TRUE COLORS基礎講座 
基礎講座では、周囲との関係だけでなく自分自身についても、さらに深く探っていきます。 
今までどんなふうに成長してきたのか、どんな力が隠されているのか……。 
驚きと発見がいっぱいの2日間へ、ぜひどうぞ！ 
 

  【日  程】 12月コース：12/5(土)・12/6(日)※2日間 
  【時  間】 各日とも10:00～16:00 
  【参加費】 29,400円 ※テキスト＆教材費含む 
  【定  員】 20名  
  【講  師】 今成知美（TRUE COLORS JAPAN認定ファシリテーター） 
 
  会社名 株式会社アスク・ヒューマン・ケア   
 所在地 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-16-7-7F  
 電話03-3249-2551・FAX    FAX 03-3249-2553   
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

  
  中野満知子さん アサーティブジャパン認定トレーナー 

 

  アスク・ヒューマン・ケア ライフスキル･センター講師 

 特定非営利活動法人アサーティブジャパン 事務局長 

 

 1951年生まれ。1989年、女性の社会参加のための地域グループを設立。 

 女性学を 学びながら、講座や講演会などを企画、実施。 

 ミニコミ紙発行などの活動を続ける中、1995年アサーティブ・トレーニングに出会う。 その後ト

レーナーとしての研修を積み、98年、森田汐生とアサーティブジャパンを 立ち上げた。全国各地

の公民館・男女共同参画センター・市民セミナー等の講師を 務めるほか、県・市職員研修・医療

スタッフ及びその関係者等にトレーニングを実施している。その一方、「何人分もの人生を生きた

ような気が……」という本人の弁通り 職業や人生経験においても多彩な顔をもつ。営業・販売か

ら文芸雑誌編集まで数多くの仕事、かつ私生活でも激動をのりこえて、若い世代の苦労も、女性

としての痛みも親の大変さにも、共感度大。「自分自身の気持ちを大切に表現していくコミュニ

ケー ションをお伝えしたいと思います！」 

【プログラム】 

●パイチャートで状況ごとのカラー調べ 

●４つのカラーの対比 

●身近な人間関係を調べる 

●カラーで自己表現！ 

●ストレス下でのカラー 

●否定を肯定に言い換える 

  
  ●他のカラーを育てるためのヒント 

  ●ライフプラン 

  ●カラーのグループワーク など 

  ※この「基礎講座」を受講した方は、その後に 

 ファシリテーター認定までのコースがあります。 
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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  
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リカーショップのレジ横で発見！！！ 

おつまみミニいかごろも 激辛ホット味 ハバネロ 

パッケージのコメントが「辛さにコクと旨味ありのおつまみイカフラ

イ！」って期待をそそるコメント 

 

m(‾○‾)mアーン♪ポリッ・・・・(;‾ー‾)...ン? 

か・・・・・炎炎炎＞(̃Q̃;;) カラィィイイ!!  

口に入れた瞬間、すぐに辛さが来たーっ！！ 

 

しかしすぐに辛さはおさまり、イカフライの味が・・・・少し甘くてサク

サク美味しい。 

最初の刺激は強いが、すぐに慣れる辛さだ。 

今度はこの刺激が癖になり、ついつい後を引く。 

なんだか･･････ヾ(@⌒¬⌒@)ノ ウマヒィ  

おつまみにはサイコーだね v(*’-^*)ｂぶいっ♪ 

 

  ミニいかごろも （ハバネロ味） 

 

  株式会社 マルエス 

  http://www.maruesu-web.co.jp/ 

 

 

 

 

                                                       

 

ところで、ある駅の道でこんなものを見つけた。 

七味唐辛子（ハバネロ入り） 「坊さんヒィ～ヒィ～」大辛   

現在愛用の七味唐辛子と良く似た名前の商品だと思い購入 

価格は確か500～６００円くらいだったと思う。 

 

早速使ってみた・・・・・・が 

たぶんこのビンを開けることはもう無いだろう・・・・ 

 

  残念 

     



〒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 

   万願寺とうがらしの卵炒め 
 

材料   

  万願寺唐辛子（ピーマンでも可）  5個 

  豚バラ  100グラム（千切り） 

  卵     3個 

  塩コショウ 

  胡麻油 

 

作り方  

  フライパンに胡麻油を入れ、熱くなって 

  きたら豚ばら入れ炒める。 

  万願寺とうがらしも千切りにしたのを 

  そこに入れ炒める。 

 

塩コショウを入れ、最後に溶き卵をい

れる。 

食べるときの好みでハバネロラー油

をかけて食べてください。  


