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ハバネロ友の会会員様 

春の訪れを感じる今日この頃ですが皆様におかれましては如何お過

ごしでしょうか。春一番も吹き、待ちに待った春がもうそこまで来ていると

思います。庭の椿は満開で、さくら草も日に日に大きくなり花を咲かせて

います。 

 今号も少し遅れ気味の配信ですが、どうぞご寛容の程よろしくお願い

いたします。 

出来ましたらみんなで作る友の会会報誌と言うこともございますので、

お気軽に投稿をお願いできましたら幸いです。 

 ハバネロ仲間をどんどん増やして行きたいと思っております。 

                              ハバネロ友の会事務局 
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数年前より栽培していましたが、栽培ノウハウも出来たことから今年から

本格的に栽培することにしました。 

弊社は国内で初めて取り組んでまいりました(5年前)ブッドジョロキアを、

今年より本格的栽培に取り組みます。 

今年は10a程度の栽培で、ハバネロの二弾として市場拡大に向けて活動

して参りたいと考えています。                 篠ファーム  

ハバネロ農園 報告  

ハバネロは先月の中旬に種を蒔きましたが、もう発芽して早いもので

は本場が展開しだしてきているものもあります。幼苗期は他の唐辛子と

比べて生育は緩慢ですが、6月に入ればどんどん大きく育ってくるのが

特徴です。20トン(200万個の果実)の生産に向けて今年も頑張りたいと

思います。                         篠ファーム農園担当  

世界で一番辛い唐辛子ギネス登録「ブッドジョロキア」本格栽培！   
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 「ハバネロメルマガ会員」ご参加お勧めください。 

ハバネロに関心を持たれておられる方がお近くにおられましたら是非お誘いください。 

申込みは簡単です。 

ホームページより申込みに必要事項をご記入頂き、事務局へお送りしていただけるだけ

で登録完了です。 

また、いつでも退会出来ますのでお気軽にお申込みください。 

メルマガ会員の方には特典も考えております。 

http://www.shinofarm.jp/habanero_tomonokai.htm 

 

会報誌の郵送ご希望の方は1年間分の郵送料と印刷代（モノクロ）・封筒代2,000円を申し

受けますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。 

送金は郵便振替(払込取扱票)」にてお願いいたします。 

 

＊口座は 00900-7-122727 ハバネロ友の会です。 

(振込み手数料はご負担ください。) 

 

                                       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 

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」とお伝えください。 

 

                                       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したら 

どんどん投稿してください。行政関係の方も投稿お待ちしています。 

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 
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□2/18(木)～19(金)AM10:00～PM5:00 

京都ビジネスフェア（きょうと農商工連携フェア）に出展（伏見・パレスプラザ）  

＊京都府応援条例認定事例紹介「ハバネロの栽培と加工食品製造と販売システムの構

築」 

2ヶ所でコーナー展開させて頂き、宣伝効果抜群でした。 

 

□2/20（土）AM10:30～PM3:00 http://www.kkoryu.com/apply/index.html 

「ワールドフェスタ」テーマ『もったいない』 （亀岡市交流活動センター）   

大勢の参加者で大賑わいで、激辛ハバネロカレーの振る舞いをいたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□3/2(火)～5(金) 

 foodex japan2010(千葉・幕張)に出展いたしました。 

 来場者数も期間中75,000人とさすがアジア最大規模の食品展だけのことはあると感じま

した。 

 準備も含めて、5日間の出稼ぎではありましたが、大手企業からの引合いが多数あり、今

まで以上の成果を出すことが出来るものと思っております。 

ハバネロ・イベント予告（2/18～3/12）  
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□3/10(水) PM3:00～6:30  http://www.kyo.or.jp/chie/challenge/ 

 京都・知恵ビジネス交流会2010ポスターセッションに参加いたしました。 

 京都商工会議所主催で昨年から知恵ビジネス推進室が設置され、

京都を知恵の街として活性させようと試みられた活動です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

□3/10（水）PM7:00～9:00  http://www.doshisha-net.org/business_atelier/index.html 

第七回ビジネス・アトリエ プレゼンターとして参加いたしました。 

（同志社 さいりん館） 

ハバネロを含めた農産物のマーチャンダイジングや社会貢献事

業の説明 

起業家を目的に社会人起業家と交流するのが狙いで、参加され

る方は真剣そのもので盛り上がりました。 

 

□3/12（金）AM11:30～PM3:00 http://www.kansai.meti.go.jp/3-
2chisin/houkokusho/kinkisbn/daiichibu.pdf#search=' 

http://www.osakanpo-center.com/ksbn/ksbn_jyouhou00.pdf#search= 

近畿SBN農商工連携ワーキング第4回 （京都･亀岡へき亭）     

＊コミュニティが支える農業、農業が

支えるコミュニティ事業概要説明 
 

■3/17(水)PM6:00～9:00 

京のほんまもん塾3月例会 (会員制) 京都府中小企業会館 

～地場野菜で京漬物！～ 初代亀蔵 西村社長 

京都でこだわりの商品や活動をされておられる志のメンバーが集

まって、勉強会や交流を行います。 

関心のある方のゲスト参加もありますので、ハバネロ友の会事務局にお気軽にお声をお掛け

ください。 
http://www.k-honmamon.net/zyukusei/index.html 

 

■3/19(金)AM10:30～PM4:30 

きょうと農商工連携フェア2010展示交流会   亀岡ガレリア2階大広間  

特産ハバネロを中心に、農産物の展示パネルを掲示いたします。 
http://www.pref.kyoto.jp/nougyo-business/resources/1264551959702.pdf 

主 催 農業ビジネスセンター京都（(社)京都府農業開発公社）／(財)京都産業21／京都府 

                           

                                       ハバネロ友の会事務局 
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バングラデシュからの便り 

 

バングラデシュは猛暑の季節に入りました。 

つい2週間前まで長袖を着ていたのに、突然35度

近くに気温が上がり各所でエアコンのスイッチが

入り、停電が頻発するようになりました。 

1日に1時間の停電が6、7回起きます。ここまで停

電が多くなると、懐中電灯の充電が完了する前に

また停電となり、充電が切れたあとは暗闇に包ま

れます。バングラの人々は、そういう生活に慣れ

ているとはいえ、電気が消えるたびにため息をつ

いています。 

そしてもう一つの問題が水です。乾季は地下の水

のレベルが下がり、ポンプで水を吸い上げられな

くなります。ダッカ市内の自宅も水が出ないことが

たまにあり、飲み水のボトルの水で風呂に入るこ

ともあります。 

 

バングラデシュではお酒は禁止ですが、それでも

政府公認の飲み屋はあります。ダッカ市内に約10

か所にあるバーは、中はとても暗くとても怪しい雰囲気です。売っているお酒は、外国産と

現地産のウィスキーやビール。ビール缶コレクターにはたまらない、メイド・イン・バングラデ

シュのHUNTER ビール。

超レア品です。味は薄く

発泡酒みたいですが、暑

い日中に冷えたビールは

最高です。 
 
 
       Ryo Takeuchi 

  

バングラデシュからの便り ３月号  

 

 

↑バングラデシュビール 

↑  夜中12時、船着き場の風景 
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ハバネロ館ＮＥＷＳ  
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                                       花と緑の会 格畑 學 

 

アンネ・フランクの父オットー・フランクさんより贈られて来た苗木を育て、接木をして

増やし、平和の願いを込めた使者として送られてこられた父の意思を継ぎ２３年、アンネ

のバラを送り続けておられる山室建治さん宅では10年前より中・高校生に接木の講習を

始められ、それに一般の方も加わり、平和の願いを込めたバラの苗作りを広められてき

ています。 

 今年も1月9日に山室さん方のビニールハウス内で講習会がありました。約50名の参

加があり、２班に別れての講習で私も急遽指導を依頼されました。野バラを挿し木して育

てられた台木にオットー・フランクさんより贈られて来た親木より採取した穂木を1本づつ

丁寧に継ぎ木をされました。 

２０１０年秋にアンネ・フランク生誕８０周年にあたり、アンネに関する演劇を製作中の

英国女優エリザベス・マンズフィールドさんが、ロンドン在住で共同制作者の長井壞央さ

んのお２人が、アンネのバラに関する資料が日本語でしか残されていないものもあり、平

和を願うバラへの取り組みをされている山室さんに協力をお願いされこの接木会に参加

と取材をされた。 

『アンネ・フランクのバラ』（通称 アンネのバラ）（２） 

指導中の山室さん（左）  取材中のエリザベス（中央）長井（左）  

山室夫妻（右端）と一部残られた皆さん 
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３月５日に、平和都市宣言をしている亀岡市にふさわしい花として新駅舎の花壇にアン

ネのバラを１０本植えました。５月下旬には美しい花を咲かせてくれると思います。 

同時に亀山城築城４００年の花文字パネルも製作しました。３月１３日（土）の複線電

化開通式を始めいろいろな行事に使われると思います。 
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Aoiさんのメキシコ通信  メキシコ・チレ  

Holã! 

 

 ２月に入りメキシコでは今年の寒さを越しました。正午には陽射しがジリジリと照りつけ、

夏のようです。それでも陽射しのない早朝と夜はまだまだ肌寒いので出かけるときは上着を

持っていなければならず、道を歩く人々のセーター、ジャケット、半そでというチグハグな服

装に目を疑いたくなります。 

週末になるとそんな人々で溢れかえる街ですが、家の中では親戚が集まり「ポソレ」という

料理を食べます。この料理は週末に食べる料理と言われており、家の味とでもいうのでしょう

か、１０の家庭があれば１０通りのポソレがあるそうです。 

基本は豚で出汁をとったスープにトウモロコシと割いたササミが入っています。それに好

みで生の玉葱、ラディッシュ、レタスを盛り付け、最後にレモンとチレソースで味を調えます。

そして揚げたトルティーヤに甘くない生クリームを塗って一緒にいただきます。トウモロコシ

は日本で食べられているものとは違い、あまり甘くなく大きくて、もちもちしており主食なのも

うなずけます。 

ポソレを食べだすと、「レモンを取ってくれ」「トルティージャを取ってくれ」とポソレのお供を

みんなで回し合い、食卓はとてもにぎやかになります。 

メキシコでは家族または親戚単位で自営していることが多く、経済的理由もあり子供は成人

しても家に留まり、親戚が同じ家または近くに住んでいるのが一般的です。私の友人は週末

になると必ず近所に住む祖父母を訪れ食事をします。もちろん、毎週末ポソレを食べるわけ

ではありませんが「週末のポソレ」は親戚も家族と呼び、その家族と過ごす時間を大切にす

るメキシコを象徴する料理なのかもしれません。                  

                                                    mutsumi  
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                    児嶋きよみ（亀岡市交流活動センター） 
  

2月20日（土）に、亀岡市交流活動センターでは、１０：３０ころから 
ワールドフェスタが開催されていました。さまざまな国の保存食を紹介し、食を中心に
「もったいない」とどのように考えていくかのプレゼンテーションが数々、提案されていました。 
バングラデシュのGloryさんとShishirさんもおいしいバングラデシュ風肉団子カレーを作ってくれ
ました。リクエストが一番多かったので、レシピを以下に掲載します。 

 

バングラデシュカレーの材料とレシピ 
   Spicy meat ball or O`dango with vegetable 
   スパイシーミートボール または、野菜入り肉団子 

材料 

1).Chicken minced 1/2 kg & Chicken boneless 1kg. 
鶏ミンチ肉５００ｇ ＆ 鶏胸肉 または 鶏もも肉 1kg 

2).Olive oil 5oo gm or,350 gm. 
オリーブオイル ５００ｇ1本 または、３５０1本 

3).Spices(  Coriander  powder,  cinnamon,  cardamom,mace,chili powder,turmeric, 
garam masala). 

スパイス（コリアンダー・シナモン・カルダモン・メース・チリ・ターメリック・ 

ガラム マサラ） 

4).Onion 2 kg. or 8 pieces,Garlic 2 pieces, Zinger -1 whole, salt --as required. 
たまねぎ２ｋｇか8個・ガーリック２個・しょうが1個・塩少々  

5).Japanese Dashi and mirin --- as required. 和風だし・みりん 少々 
６） Negi ( I need little more),  Radish--1 whole,  Carrot --8 pieces, hasksai ） 

ねぎ 少々・だいこん1本・にんじん8本・白菜  

  

Cooking procedure--作り方 
1).Preparation of meat ball (Spices+ chopped onion,radish, carrot,haksai,+ turmeric, chili powder, 
salt+ Dashi= mixe them properly). 

ミートボール作り 

タマネギ・大根・ニンジン・白菜をみじん切りにして、スパイスを混ぜ込む 

（ターメリック・チリ・塩・だし） 

2).Cooking----Heat the oil in a broad vessel and fry slices onion, garlic , zinger + spices on a slow 
fire.Add pieces of boneless chicken and dashi,after 3 minutes add radish, carrot  and then water , 
when it comes to the boil put meat ball.Add mirin as required. 
Before serve put haksai and negi. 

 料理の順番 

 １．広い鍋に油を入れ熱する。そこにスライスしたタマネギ・しょうがを入れ、 
   炒める。 

 ２．火が通ったら、スパイスを加え、弱火にする。 

 ３．切った鶏肉とだしを加える。 

 ４．3分後、だいこん、にんじん、水を加える。 

 ５．沸騰したら、ミートボールを加える。みりんを適宜加える。 

 ６．皿に並べる前に、白菜とネギを加える。 
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実は、Gloryさんに「レシピを書いてね。」と頼んだメールに母国の大事件の記事も添付さ
れていました。 
 
バングラデシュの首都ダッカから南東へ２５０ｋｍほど進むと丘陵地帯が広がります。 

ミャンマーとインドに接するチッタゴン丘
陵地です。ここには、ジュマとよばれるモ
ンゴロイド系の少数民族が暮らしてい
て、仏教徒が多いようです。人口はおよ
そ50万人。バングラデシュ総人口は、1
億4千万人で９９％がイスラム教を信仰
するベンガル人です。チッタゴン地域は
バングラデシュの１０％ですが、その地
域に１％のジュマが焼き畑農業文化を持

ち、暮らしていました。1971年東パキスタンは、「バングラデシュ人民共和国」として独立
し、それ以後、ベンガル人の移住がはじまり、少数民族であるジュマへの迫害がひどく
なってきたのです。以後ジュマのゲリラ組織とベンガル人移住者と軍との衝突が 
続いていて、村への襲撃事件が多発していました。仏教寺院も被害に遭い、その再建に
は、日本の仏教徒からの浄財が多くを占めています。その後の事件が今回の仏教寺院も
含めた焼き討ちです。 
 
Gloryさん達の故郷もここにあり、「過去の話をすると、胸が苦しくなるのでできない。」と
何度かお聞きしました。 
 
日本人向けにアレンジした、おいしいカレーを提供し、そのレシピも書いて送りながら、故
郷の家族や知人にどれほどの心配をされていたのかと心が痛みます。 
 
その日以後、わたしは、何紙もの日本の新聞を探しましたが、バングラデシュのチッタゴ
ン丘陵地域の焼き討ち襲撃事件を報道した記事は、見つかりませんでした。 
（2010年2月20日以後） 
 
2月19日午後、バングラデシュのビルマ（ミャンマー）とインドに接するチッタゴン丘陵地
では、ジュマと呼ばれるモンゴロイド系の仏教徒住民が、軍隊とベンガル人のこの丘陵地
への意住民達に襲われていました。その日の夜、８：３０に再び、大勢のベンガル人の移
住者達と軍隊がジュマ族の村を襲い、火を付け始めました。、その時に少なくとも、3つの
村の、35件が焼かれ、その中には、7件の店舗と、教会やUNDP支援の村落センターが 
含まれていました。証言によると、火を付けただけではなく、貴重品を奪い、略奪もしてい
たそうです。ジュマの村人は、ジャングルに逃げていました。 
20日の朝になり、村人は村に戻り、対抗策をとるために集まってきました。そこへ、 
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 ベンガル人の移住者達は、再び、武器を持って戻って来て、ジュマ族の村人に、ここか
ら、立ち去るよう命令しました。住民はそれを拒否し、１０：００ころから、移住者と軍隊は、
無差別に殴打し始めました。ひとりの兵士にひどく叩かれた、ある村人が、その兵士を叩
き返し、兵士がそのな
かにいたまま、火をつ
けたので、その兵士は
死亡しました。これを契
機に、軍隊は、村全体
に火を付け始めまし
た。少なくとも6人が死
亡し、25人が負傷し、
軍隊は、その場から3人
を逮捕しました。 
 
この後、軍隊の支援を
受けたベンガル人移民
達は、ジ ュ マ民族の
家々に火を付け、少な
くとも更に１６０件が消
失しました。 
 

 

   
 

 



ハバネロ探検隊 ポテトチップス七味味 
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スーパーのお菓子売り場の目立つ場所に、 

大きいスペースに「カルビーのポテトチップスこだわりの七

味味」が置かれている。 

パッケージには「京・清水産寧坂角 七味家の七味使用～」 

って書かれている。裏面には七味やの解説。チョット期

待！！ 

 

開封すると、山椒や麻の実の七味の香りがする。 

ポテトチップスの表面に満遍なく七味が付いていている。 

まずは一口・・・ 

山椒の香りと味が、口の中と鼻に広がる。 

辛さは・・・・全く感じない。 

どちらかというと、山椒味かな。 

山椒のピリピリした刺激が舌に残

る。 

とてもあっさり、さっぱりしている。 

大人の味だ。 

中身は５０ｇと少し少量かな。 

山椒が強めなので、ちょうど良いか

もしれない。 

 

このポテトチップス七味 

 

期間限定、販売地域限定らしい。 

販売期間は３月中くらい、 

販売地域は滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県限定。  

見つけられたら、一度お試しあれ。 

 

 

 

   カルビー株式会社 

 

   カルビー・ホームページ  

   http://www.calbee.co.jp/ 

 

   ポテトチップス・ホームページ  

   http://www.calbee.co.jp/potatochips/ 

 

 



〒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 

ハバネロ料理コーナー 

「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、 

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。 


