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☆ 新情報や季節

の話題イロイロ。 

☆ メール会員募集

中。 

 

 

ハバネロ友の会会員様 

 今年の長梅雨で農産物全体に生育不良や立ち枯れなどがでてきて

いるようですが、ハバネロも一部で株の傷みが出始めており 

早く梅雨が空けるのを期待してい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のことでしょうか。 

それにしても「食べるラー油」ブームでまだまだ激辛ハバネロが注

目されると手応えを感じております。 

                          ハバネロ友の会事務局 
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篠ファーム農園担当  

 

第一果が付き始め 

大きくなってきてい

ます。 

この分ですと、8月

中旬から収穫が始

まりそうです。 
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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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綾小路(綾小路きみまろ)2010.07.25きみまろさん来店！  

本家本元「綾小路きみまろ」さんが来店されます。 

お時間が許せましたら是非お立ちより下さい  
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                        京都学園大学バイオ環境学科 

                                    バイオサイエンス学科 

                                          教 授 深見 治一   

        

トウガラシの香り part４ 

 

トウガラシの香り 

 

私たちは篠ファームで販売されていた15種の外国産トウガラシ：レッドサビナ（Red 

Savina）、オレンジライプ（Orange Lipe）、ブートジョロキア（Bhut Jolokia）、黄辛トウガラ

シ（Vietnamese Yellow）、プリティホワイト（Pretty White）、ハラベーニョ（Jalapeno）、韓

国うま辛唐辛子（Korean pepper）、ベトナムオレンジ（Vietnamese Orange）、インド唐辛

子（Indian pepper）、ゴールドチリ（Gold Chili）、アヒチーニョ（Ajicino）、チェコスロバキ

アブラック（Czechoslovakian Black）、ネパラーゼベル（Nepalese Bell）、カリビアンレッド

（Caribbean Red）、四川唐辛子（Sichuan pepper）の香り成分を調べました。また、京都

のトウガラシとして有名な万願寺とうがらし、鷹ケ峰とうがらし、伏見とうがらしなども調

べました。 

激辛のハバネロ品種であるレッドサビナやオレンジライプ、カリビアンレッド、またギ

ネスブックで最も辛いとされるブートジョロキアにはイソ吉草酸のエステル類が多く含ま

れています。エステルというのは脂肪酸とアルコールから水分子が抜けることによって

作られる物質です。代表的なものに酢酸エチルがあり、これは酢酸（酢の本体）とエタ

ノール（酒の本体）から作られ、果物の香りとして含まれ、またマニキュアの除光液に使

用されています。リンゴ、バナナやパイナップルの香りはエステル類が主成分です。特

に、イソ吉草酸イソヘキシルというエステルが多く存在します。これらのイソ吉草酸のエ

ステル類がハバネロの果実を割った時に感じる華やかでフルーティーな香りです。もと

もとトウガラシ臭（ピーマンの臭い）というのは2-イソブチル-3-メトキシピラジンという物

質であると言われていますが、この臭い成分はほとんど検出することができません。 

ところで、イソ吉草酸（イソバレリアン酸）という物質をご存知でしょうか？靴下や足の

ムレたような臭いの成分で、生体ではアミノ酸のバリンから作られます（生合成されると

言います）。バレリアンという言葉を健康食品などで耳にされたことがあると思います。

これは西洋カノコ草というハーブで心を落ち着かせ、安眠を与えると言われています。こ

の植物からこの臭いがする成分が取られたことから（イソ）バレリアン酸と命名されまし

た。勿論、イソ吉草酸にその作用があるわけではありません。このように臭いイソ吉草酸

がエステルに変化すると果物の香りに変わります。イソ吉草酸エチルはリンゴの香りの

成分の１つです。 

トウガラシの香り part４ 
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世界の唐辛子 

 2010年度は25種栽培  

2009年度  

京都デザイン賞受賞  

鷹峯唐辛子の栽培風景  

京都３大唐辛子 

 「田中」 

 「万願寺」 

 「鷹ヶ峯」  
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株式会社 ウルミ 
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 開運！手揉み揉み 仕事運アップさせましょう！！ 
 

手揉み揉みの公開です！！！ 

準備はいいですか？？ 

今日は、仕事運アップに繋がるといわれている【手揉み揉み】です。 

 

【仕事がほしいなぁ～】ってレベルの望みじゃ困ります！！！ 

 

どんな才能が欲しいのか？  

どれくらいお金が欲しいのか？  

 

まず少しでもいいですから、具体的に考えてください♪ 

今日揉む箇所は4箇所になります。 

 

みなさん！ 

おそらく、今週1週間は、頑張って揉まれると思います！！ 

それで仕事運が上がるなら！！と！ 

でも、時間が経つと・・・・揉まないものです。 

私もそうですから。。。 

続けるってことの難しさですね。 

ということで、ひとつアドバイスを頂いて、 

そんな 

私のような 

忘れがちになりやすいあなたに！！  

ちょっとしたときに私がつぶやく、ツイッターで揉み忘れがないように 

呟かせていただきます。たまにですけどぉ。  

こちらをフォロー下さい！！（言い方合っていますか？） 

 

http://twitter.com/temomimomi 

 

では、今日は、仕事運アップの方法ですね。 

 

女性は右手を揉み揉み。 

 

男性は左手を揉み揉み。 

 

間違わないでくださいね～。 

でも、余裕があるあなた！！ 

逆の手も揉んでください！！ 

乙女のささやき  運手揉み 
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 開運手揉み揉み！  

仕事力アップ揉み揉み♪ 

呪文はあなたの望みに合わせて変えてください。 

ここで書く呪文は一例です！！ 

 

 

まず、薬指の下のところを揉み揉み 

太陽線を伸ばすようなイメージで、10回引っ張りあ

げるような感じで揉み揉み。 

呪文を唱えて、たとえば 

【神様～♪○○の仕事が受注できますよう

に！！】 

【月収○○○万円入るくらいの仕事を下さ～い！】  

 

  

  

 

 

 

 

続いて、薬指と小指の間で、感情線のところを親指

の横詰めを使って押し揉みます。（１０回） 

 

呪文は 

【一生遊んで暮らせるくらいのお金が入ってきます

ように！】 

お金が入るということは、仕事が順調ってことです

からね！！ 

ここは子宮と繋がっているらしく、女性の方はホルモ

ンが活発になると言われています。  

男性の方はオ○○○ンが元気になると言われてい

ます。  

ここの脈が普通に触ってわかると運気も絶好調とい

うことです！ 
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 続いて、知能線と環状線の間のところを 

10回摘みます。 

 

 

【たくさんの営業が取れるようなセンスを下さ

い。】 

【お客様を喜ばせるデザインが書けるセンスを

下さい。】 

 

 

具体的にどんなスキルが欲しいかを呪文にす

るといいと思います。 

 

知能線が下がっているかたは、黄色い線のよう

にまっすぐになるように揉み揉み。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、中指のところを揉み揉み。 

 

【出世しますように！！】 

 

運命線が出るようにひっぱりあげるような感じ 

で揉み揉み 

 

みなさんの仕事力がグッとアップするように

願っております！！  

 

 

 
 



児嶋さん 7月号 
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                    児嶋きよみ（亀岡市交流活動センター） 
  

 6月26日には、global sessionで、パウレット・リコードさん 

（亀岡市英語指導助手）をゲストにお迎えし、母国アメリカに 

帰国前の揺れる気持ちを聞き始めました。参加者は、 

11名でした。この中には、仕事でパキスタンをはじめ、 

アジア各国に30回以上訪問された方もいます。 

コーディネーターの四方美智子さんは、パウレットさんの 

日本でのくらしぶりを少しずつたずねていくと、驚くことに、 

狂言を習っていたという事実が判明。 

アマチュア狂言の会は、京都の茂山千三郎の指導の下に本格的に練習を重ねているのです。 

その後、二三日してから、パウレットさんから、帰国を前に、ビッグニュースが飛び込んで来まし

た。 
 
 

  
 

 
 

 Greetings, friends! I bring you great news! Or at least, pretty awesome news. As most of 
 you may know, I have the great fortune of participating with an actual amateur 
Kyougen 
 group led by Shigeyama Senzaburo in Kyoto. I also have a small part in a performance 
 coming July 19th. For those of you who didn't know, well, now you do! And now I have 
 more details as to the place & time! I also have programs for anyone who wants one, 
 although one is not necessary for entry. Plus, entry is free! 
   What:  七三の会  （しめのかい） 
  Where:  京都烏丸一条下ル金剛能楽堂 tel ： 075-441-7222 
  When:  July 19th, starting at 10am & running till 4:30pm. 
 My performance will be around 11am & you can come & go as you please. 

 http://www.kongou-net.com/access.html 

 Paulette   
 

 みなさん、どうぞ、パウレットさんの出番だけでもご参加を！  
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どこかへ行って帰って来るということが、ふるさとの家族と自分では思いが変わってしまっ

ているはずで、それを認識した上でないと、帰国して「わたしが日本にいた時は、・・・だっ

た。」と言っている自分を想像してしまう。その相手になる家族や友人はどのような気持ち

で聞くだろうか？パウレットさんも揺れています。 

 

何度も海外に行き、帰国した近藤さんの場合を聞いて見ました。「外国での話を日本に

帰ってしましたか？」英語で即座に「No!」 

  

 なぜか、話ができにくい雰囲気があるのでしょうか？日本でも。 

 

 パウレットさんは、帰国後、いままでやっていた舞台のコーディネーター・舞台衣装制作・

メーキャップなど仕事が待っているのは、ラッキーだと言っています。以前は、舞台俳優だ

けの仕事では暮らしてゆけず、レストランのウエートレスなどアルバイトを続けていたそう

です。でも、当時はそのアルバイトをしながら、必要なネットワークも築けないことがわか

り、「やりたい仕事をしよう。生活のためだけの仕事をするのは、もうやめよう。」と決心し、

JETプログラムに応募したそうです。 

 

 英語指導助手と国際交流員の仕事をアレンジしているのが、日本のJETプログラムで、

1985年くらいから当時の文部省・外務省・自治省の3省が共同で開始したものです。合格

するまでには3度の厳しい審査があり、そのためもあり、合格者は、かなり良い保証制度の

下に活動しています。1年ごとに継続するかどうかを聞かれた後、更新しますが、通常は3

年間で、その後は5年目まで延長が可能です。このような説明もセッションの中で話されま

した。 

 

 パウレットさんがエッセーを朗読されると、女優さんらしく、 

良い声で聞き惚れてしまいます。 

 

セッション参加2度目の韓国人の朴君は、「日本のサービス業は 

世界一と思うので、日本に就職してそのノウハウを学び、韓国に 

帰ってレストランを開きたい」と言っていました。帰国後の話の出て 

いるときです。このように、なかなか話が尽きず、 

１２：００をとっくに回ってしまいました。 

 

 最後にパウレットさんをはじめ、母国に帰るというのに、何となく気が重くなる理由につい

て考えてみました。それは、今までに、この地で築いてきたつながりが切れてしまうのでは

ないかという不安があるからではないかと思います。 

 

 



PAGE 13 ７月号 

 20年前にブラジルから帰国した私たちは、その後、ブラジルから来られた方のお世話

などをすることで、ポルトガル語も思い出す程度でしたが、現在の通信状況は全く一変

しました。 

いつでも、どこでも、メールで、ことばも写真も送り合うことができます。わたしのとても

親しい友人たちも、国籍に関わらず、世界のあちこちに散らばって住んでいます。で

も、時々、メールが来て「ああ、元気なのね。」と安心したり、考えていることに対する意

見を求めたりしています。男も女も、若い人も年配の方たちもいます。その間、ご家族

の不幸もあり、職が変わったり、大学院に行ったり、状況はずいぶん変わりました。け

れども、友情は変わっていません。 

 これからの自分の考えていることを確認するときにも、各地に散らばる友人たちの存

在が欠かせません。 

会員の皆様、是非ともお気軽に投稿コーナーに寄稿してく

ださい。 

いつでも何でも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。 

今月号もご投稿ありがとうございました。 

続編等もよろしくお願いいたします。 
 

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 

投稿大募集中！！ 



ハバネロ探検隊 ハバネロボンレス 
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ＣＭで頻繁に、嵐の大野君が、ケンタッキーフライドチキ

ンのハバネロボンレスを食べている。 

やはりチェックしなくちゃねε=ε=ヘ(;゜∇゜)ノ ゴーゴー♪ 

赤のパッケージには 「レッドホット史上最辛！」 「ギブ

アップ続出？」 「早食い厳禁！」 なる言葉が書かれてい

る。 

期待度アップ 

箱の中には、一口サイズのチキンが３個と小さな激辛挑

戦ソース一袋 

 

まずはそのままで

m(‾○‾)mアーン♪ 

おっ！こりゃヾ(@⌒¬⌒@)ノ ウマヒィ じゃん。 

外側はカリっと、中はふっくら。モモ肉の適度なアブラ

に辛さがマッチしてて、しかも旨味も感じられる見事な

味付け。骨がないから食べやすいし、さすがケンタッ

キー。  

でもあんまり辛くない。チョットピリッって感じかな。 

 

 次に激辛ソースに挑戦。 

注意書きはあるが、この際たっぷりかけちゃえ。えいえ

い。 

後からじんわりくる辛み。

結構辛いかも。でも味の

バランスは崩れてない。 

  

チキンナゲットみたいに衣ギトギト感もないし、肉も整形じゃなくて

ちゃんとしてる。 

辛さは子供向きではないけれど、さわやかな味付けでまさに夏向

き。 

辛さ自慢のソースもちゃんと味付けしてあってうれしい。 

パッケージも楽しい。 

３個１８０円でこの味なら手軽で旨くて大満足。 

ちなみに冷めてもおいしく食べられた。  

暑い日のビールのおつまみに超お勧めです。 

是非お試しあれ！！ 

期間限定だと思うのでお早めに！！ 

 

「ハバネロボンレス」１箱（３ピース入り）１８０円 

ケンタッキーフライドチキンＨＰ  http://www.kfc.co.jp/index.html 



〒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 

 贅沢木の芽和え 
 
材料 筍（ゆでたの） 中１本  

   木の芽     一握り 

   だし汁     カップ２～３ 

   砂糖      大さじ１～２ 

   塩       小さじ１ 

   薄口醤油    大さじ１ 

 

作り方  

   鍋に筍のスライスしたのを入れ 

   だし汁、砂糖、塩を入れ 

   火にかけて煮る。 
     

 木の芽を微塵きりして、熱湯をかけてあら熱をと

る。 

 

 ボールに煮汁は入れず筍を入れ、そこに微塵切

の木の芽を入れ混ぜ合わせる。 


