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トピックス 

 

☆ 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 

 いつもハバネロ友の会会報誌を購読して頂きありがとうございま

す。 

今月もハバネロ有志のご協力により、無事会報誌を配信させていた

だくことが出来ました。 

 

 12月に入り急な寒波で、ハバネロの株もダメージを受けると共に、

積算温度が不足するため、赤く色づきがなり難い状況ですので、収

穫を終了いたしました。 

 

 最近は経ち上げた亀

岡の地域ではいまいち

盛り上がりに欠けるとこ

ろですが、方々から関心

を持って頂きハバネロな

どの激辛唐辛子につい

て問合せも急増しており

ます。 

 

 石の上にも3年と言われ

ていますが、ハバネロ友

の会を発足させて3年経っ

た今、「ハバネロ」が浸透

して来ていることに肌で感

じております。 
                               

                 

    

 

 

     

                            ハバネロ友の会事務局 
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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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 2010.11.11(木)に「ハバネロ事例」や「今後の農業の展開方法」について話をさせて頂きま

した。 

この地域では「若ごぼう」が特産ですが、「最近、若い人があまり購入してくれないし、肝心の

葉を捨ててしまう人がいるので困っている」と言われておりましたが、それは若い人が食べ

方が分からないので若い人向けにレシピを開発して啓蒙したら良いのではないかと提案さ

せて頂きました。 

 通常では当たり前のことかもしれませんが、生産者やメーカーはよいものを作れば売れる

と言うことだけに終始していることが多いため、肝心の消費者不在になっている場合が多く

見受けます。 

                                        篠ファーム 

■ＪＡ大阪中河内の生産者の訪問を受けました。 

１１月のご報告 

■第一回 南丹アグリネット交流会開催 2010,11,11 

 京都府南丹広域振興局内で農業者及び関係者の

ネツトワーク協議会が昨年発足され、今年も第一回の

交流会がありました。先進事例として弊社が「今後の

農業について」と「ハバネロ事例」の話をさせて頂きま

したところ、関心を持って頂きました３地域の代表の

方から是非一緒に取り組みたいと申し出を頂きまし

た。 

 農業の大先輩からのお話を頂き、とても喜んでおり

ます。                           

                          篠ファーム 
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 大阪・中座くいだおれビル１Ｆ(あのくいだおれ太郎

がいるビルです)でオープンしました。弊社は地域資

源の会でご縁を頂き、入口入ってすぐの一等地に展

開していただけることになりました。常々感じている

「ご縁の人脈」の大切さを感じております。 

 http://www.shokoman-osaka.jp/ 

弊社のブースにNHKのキャラクター「な

なみちゃん」やてっぱんのモデルになった

鰹節屋「浜勝」の若大将も来て頂きまし

た。 

■諸国漫遊 大阪マーケットに出店。2010.11.12オープン 
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サッポロビール様主催の講演会があり多数の飲食店の方々が参加されました。弊社も中

機構近畿支部主催の「ミーツチャレンジキッチン」でハバネロ穂使った料理が５部門中、２

■サッポロビール繁盛会 参加させて頂きました。2010.11.15  

■地域資源の会(関西)出席しました。2010.11.26 

中小企業診断士の斉藤温文氏が主催されている「地域資源の会」は東京だけでなく関

西、四国の支部まで出来広がりを見せており、参加したい方は沢山おられますが、斉藤氏の

お眼鏡に叶ったものだけしか招待状が届かないので、参加者同士お互いの信頼関係が構築

されつつあります。 

今回はメンバーの服部様の友人で西宮にあります「白鹿」辰馬酒造本家・辰馬社長のご好

意で迎賓館を使った会議をさせて頂きました。昔は西宮から甲子園までが自分のところの土

地だったそうで、今でも当時を偲ばせる工場や敷地は壮観でした。 

京都中の飲食店さんが来られ、ハバネロの良い宣伝が出来たと思っております。(満足！) 

                                              篠ファーム 

参加していつも思うのですが、異業種であっても考え方や方向性が同じ方が集まれば初

対面でもドンドン話が深まっていくことを感じ取っております。『相手への思いやりを持つ人

は、相手から思いやっていただける』に尽きます。 

こんな不景気の時こそ、その精神が必要ではないかと思っております。 
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（社）京都建築士会のご縁で、京都・三条ラジオカフェ提供番

組4/3（土）に出演させて頂きましたご縁で、参加者を一堂に

集めた交流会を開催されました。 

弊社は姉小路にお店がありますので「京都ハバネロの里・店

主」として参加させていただきました。 

■きょうと・人・まち・であいもん交流会に参加致しました。2010.12.4  

迎賓館「宜春苑」は大きな工場の敷地の中にあり、余程のことでは入れないとのことでし

た。貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。 

                                               篠ファーム  

 ゲスト講演として、「ヒトとは何か」ヒトとチンパンジーとの関わりなど 京都大学野生動物

研究センター伊谷氏、神社仏閣の文化催事を手掛けられている田中神社（京都市・元田

中）の禰宜・田中氏など通常では聞けない話や、参加者のかたかだとの交流をさせて頂き

ました。いそがしい時こそ、こういった雑学を聞く余裕が必要ではないかと感じました。 

 

                                      京都ハバネロの里 本舗 
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今年は天候異常で農作物の終了は

殆んど半減し、生産者の段階では相

当なダメージを受けてしまいました。 

今年一年を振り返って来年に繋げて

行くために、生産者のかたかだより

声を掛けて頂き、意見を出し合って

お互いがうまくいくよう話し合いを持

たせて頂きました。 

弊社とは長い間お付き合いさせて頂

いているので、来年も引き続き契約

栽培を受けていただけるとのことで

すので喜んでおります。最終的には

人間関係でお互いの信頼関係がも

のを言うと思っております。 

■生産者との反省会を開いています。2010.12.1～12.5 

和気あいあいと生産者のかたかだとの交流をさせて頂きました。 

  

                                     篠ファーム 
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11月28日から12月2日まで、バングラデシュのシェクハシナ首相が来日していました。29

日は管首相と会談、30日は広島訪問、1日は天皇陛下と面談。 

管首相とは会談で、今後の相互協力や全長約6.15キロの橋建設に340億円の円借款を

供与することで合意した。パドマ橋建設は総額約2450億円のプロジェクトで、国際協力機

構 (JICA) の円借款に加え、世界銀行やアジア開発銀行などが協調融資する。完成は

2015年で、首都ダッカと第3の都市クルナの走行時間は約4 分の1の約3時間半に短縮さ

れ、同国の経済発展に大きく寄与するものとなる。 

 

ダッカ近郊の私の唐辛子工場から、栽培地の一つであるボリシャルに訪れるには、バス→

フェリー→バス→乗合ワゴン→バイクタクシー→リキシャと乗り継ぎ7時間かけて行くか、

ダッカから12時間かけてフェリーで川を下って行くしかない。とにかく交通の便が悪いバン

グラデシュにおいて、橋の建設は経済活動に重要な役割を果たすだろう。 

 

                                          Ryo Takeuchi 

 

                                               

 
 
   

               

                                            

バングラデシュからの便り １２月号  
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ハバネロ専門店 ハバネロ館です。 

これからも、滋賀発信としてがんばります。応援よろしく！！ 

 

 ＮＥＷＳ 
 

エフエム滋賀 ｅ－ラジオ コラボ企画  ☆滋賀限定商品☆  

「滋賀まるごとカレープラス」が発売されました！ 

１１/２４～ 滋賀県内 セブンイレブン各店 

１２/０１～ 滋賀県内平和堂（アルプラ）、湖南市「マルエス」、 

彦根市「滋賀ええもんや」、道の駅「草津」ロックベイガーデン、栗東市「ハバネロ館」 

※今年、滋賀で採れたハバネロ＆ジョロキア入りの中辛仕上げです。 

滋賀にお越しの際は、是非、お買い求め下さいませ。（無くなり次第終了です！） 

 

 メディアＮＥＷＳ 
 

１１/１５（月） 彦根市「滋賀ええもんや」で発売前の無料試食会が開催されました。 
※びわ経ＴＶの撮影があり、私も出演しております。 

現在、ネット配信されています。（びわ経ＴＶ、ＹｏｕＴｕｂｅ） 

 

 

 

 

 

 

 

（びわ湖放送「びわカン」 えりり リポーターです。） 

 

●びわこ放送 『みんなのアクト』に出演！ 

１１/２７（土）びわ湖放送で放映されま 

した。 

ハバネロ商品の紹介や３名のタレントに 

よる試食コーナーが収録されています。 

ハバネロ館「マスコットキャラクター」の 

名前を番組内で募集しました。 

 

これからも、ハバネロ館を宜しくお願いいたします。 

                        ハバネロ館 店主 

 
 

   ハバネロ専門店 

       ハ バ ネ ロ 館 
〒５２０－３０３５ 滋賀県栗東市霊仙寺6丁目１－１ 

 

ハバネロ館ＮＥＷＳ   

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

  e-mail：info@habanero-shiga.com 

  ＨＰ   http://www.habanero-shiga.com/ 

１食分  

￥３５０（税込）

 



１２月号 PAGE 10 

メキシコレポート 

メキシコも朝晩は急激に冷え込んできました。

その割に昼間は半袖で十分という、なんとも慣

れない気候に苦しんでおります。皆様いかが

お過ごしでしょうか。メキシコから岡です。 

１２月に入り、こちらではカトリック信仰が盛ん

なため、クリスマス一色になっています。どの

家も大きなクリスマスツリーを家族で飾り付

け、なかなか家の中が華やかです。 

ちなみにツリーはプラスチックの葉ではなく、

すべて本物です。大体２メートルほどありま

す。よく、道でツリーを屋根の上にのせている

車を見かけます。また日本とは少し違うのか

な、と思ったことの一つに２４日の過ごし方があ

ります。日本だと恋人と過ごすというのが一般

的な気がしますが（私がそう感じているだけか

もしれませんが）、こちらでは恋人がいようが

いなかろうが、関係なく、家族と一緒にすごし

ます。こちらで通っている語学学校でヨーッ

ロッパ系の友人たちに聞いても、似たような答えが返ってきます。カトリックの本場では、ク

リスマスは少し違う形なのかなと感じました。といっても、２４日に向けて盛り上がるのは間

違いなく、メキシコでも様々なイベントが開催されています。 

家族の人数分、大きめの靴下も用意されてい

ます。（写真左）私のホストファミリーの家で

は、家族一人一人の名前が書かれた紙をくじ

引きにして、家族全員で引きます。引いた紙

に書いてある名前の人に、１日から２４日まで

の間、プレゼントをその人の靴下の中に贈り

続けるという、遊びをやります。もちろん内容

はチョコレートでもなんでもＯＫです。ただし、

誰に贈るかは贈る人しか分かりません。２４日

に発表します。もちろん私も参加しているので

すが、サンタクロースになった気分で楽しいで

すよ。ぜひ皆様もご家族やご友人とやられて

はいかがでしょうか？ 

と、今回はクリスマスのお話になりましたが、

次回はメキシコの年始の話（予定）を投稿した

いと考えています。 

          では失礼いたします。 
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フェリス・ナビダッド！メリークリスマス！ 
 

12月に入りましたね。でも今年の冬は何だかまだまだ暖かくて、建物の作りも

違うのでしょうが、メキシコにいた冬のほうがずっと寒かった気がします。先月

お話したメキシコに住んでいる日本人ですが、なぜメキシコに住むのか聞い

てみると理由はもちろんそれぞれ。特におもしろいなと思ったのが、陶芸家と

画家の友人です。メキシコでなら作品を売りながら暮らしていけそうなのだそ

うです。その友人達と一緒にメキシコの田舎町で暮らす芸術家や、大学で研

究者として働く日本人とお会いしましたが、好きな場所で好きなことをしてい

るからでしょうか、実年齢よりもずっと若々しく見える生き生きとした姿が印象

的でした。私も何年たっても生き生きとした表情でいたいなと思います。 

 
                                  mutsumi 

チレ・メキシコ 
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乙女のささやき 

心と身体を健康でいたい人への手揉み 
 

今年も残りあとわずか、心と身体を大事にしながら、忙しい年末を乗り越えましょう！ 

 

心と身体を健康でいたい人への手揉み 

総合運アップの手揉みを応用します。 

 

10回ではなく、 

一箇所につき30回揉み揉みします！ 

３０回です。 

一箇所30回です。 

なので、片手が2分44秒かかりました。 

 

まず全体の揉む位置です。 

 

女子は、右手を揉み揉み 

 

男子は、左手を揉み揉み 

 

 

呪文は、 

 

心身ともに健康で元気で過ごせますように！ 

 

こちらは動画でどうぞ！ 

 

ただし、動画は1箇所につき10回ですが、 

30回ずつ揉んで下さい。 
 



ハバネロ通信１２月号   
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ハバネロ探検隊  
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街はジングルベルが流れている。 

忘年会のシーズン到来。 

忘年会といえば・・・・・鍋料理 

今年は餃子なべがブームらしい。 

餃子なべということ、やはり今年大流行した

食べるラー油を薬味として・・・・ 

やっぱり今年の締めはこれだね！！！ 

♪ｖ(*’-^*)ゞ^;*・’゜☆ブイ☆ 

 

で、今月のネタは・・・ 

Ε=ε=ε=ε=( *‾▽)ノノ ||コンビニ|| 

キョロ (。・_・。 ))(( 。・_・。) キョロ 

 

おっ！！！[壁]スッ≡(‾ー『＋』ゝ発見!! 

チーズコーナーに 

「Ｑ・Ｂ・Ｂ 激辛ＳＰＩＣＹスモークチーズ」 衝撃の味 ハラペー

ニョ入り 

袋の裏には赤い文字で 

「非常に辛い商品ですので、お子様や辛いものの苦手な方はご

遠慮ください。」 

(ΦωΦ)ふふふ・・・・期待！！ 

 

ポイッと口の中に・・・・(;‾ー‾)...ン?青臭い独特の風味が・・・・・

来た！！ 

辛い・・・が、びっくりするほどではないかも・・・ 

ハラペーニョの香りと味を感じる。 

チーズの味が美味しい。 

なかなか良い感じ。 

しかし中身が5個とは寂しい。 

あっという間に完食しちゃった。 

おつまみに買ったのに味見で終了。(‾□||||!! 

 

 

Ｑ・Ｂ・Ｂ  

六甲バター株式会社 

ホームページ http://www/qbb.co.jp 

 

 



〒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 

 豆乳鍋 
豆乳のお出しの材料 

     出し汁 １ 

     豆乳  １  

     牛乳  ０．５ 

     塩  薄口醤油、味をつける 

鍋の材料  

     白菜  菊菜  水菜  

     椎茸  しめじ 

     豚肉  春雨 

作り方 

鍋に豆乳のだしを入れ、沸騰させないで材料を入れ

て煮る。 

好みでハバネロの味噌を入れて食べるといいです。 


