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皆様如何お過ごしでしょうか。
事務局のある亀岡市内では、朝晩はしのぎやすい涼しい気温ですが、日中は
２５℃前後に上がりますので、汗ばむくらいになります。自然の多い亀岡では、野
山の木々も新緑真っ盛りで、緑の濃淡美しく、近くのため池ではそれが映ってい
るところがまた、なんともいえない風情をかもし出しております。
近くの山では鶯の声も聞かれ、心も洗われるところです。
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ハバネロ栽培報告
今月の１５日に１週間ほど、遅れていたハバネロ含めた唐辛子(今年は３５種
類)の定植をはじめます。
昨年のような異常気象や台風が来ないことを願って、大量ならぬ、多収穫が
出来ますよう祈っております。
また、世界の唐辛子は当初ものめずらしさだけしか見られていませんでした
が、ハバネロやハラペーニョ、セラーノ、ポブラノ(アンチョ)、プリッキーヌなど
は、需要も増え本格的に増産体制に入っております。
近い将来、日本も唐辛子が当たり前のように調理に使っていだたけるように
なっていくものと感じております。
篠ファームハバネロ担当
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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、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

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

「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。

ハバネロ友の会事務局
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究極の万能ハバネロソース『篠ソース』売れています。
国内ではじめて長年はバネロを栽培し、さまざまな加工食品を世の中に出してきましたが、経
験やスキルを屈指して、国内産(京都産)はバネロに限定し、化学調味料や合成添加物など一
切使用せず、パスタやピザだけでなく殆どのものに使用できる、とても美味しい『篠ソース』を開
発いたしました。
その上、価格も海外から輸入される激辛ソース『タバスコなど』とml単位は同じ価格で設定して
いますので、御手頃感があります。
4/11 京都新聞で紹介

5/6 読売新聞で紹介

篠ファーム
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信州からの唐辛子便り ～日本三大七味唐辛子～
信州大学大学院農学研究科 松島憲一
まずは、告知。（株）カザンから雑誌『月刊食生活』の6月号が2012年5月10日に発売される
（http://www.shokuseikatsu.jp/）。この中で、私も「唐辛子を加工した薬味のいろいろ」、と題した文
章を寄稿しているので、是非、ご一読いただきたい。
さて、この記事の中でも紹介しているが、唐辛子を使った薬味の代表格として七味唐辛子があげら
れる。現在では日本には各地で様々な七味唐辛子が販売されている
が、この中でも特に老舗の三軒が「日本三大七味唐辛子」と呼ばれて
いるそうだ。まずは、江戸は浅草に店を構える「やげん堀中島商店」
が最も古いとされ、寛永２（1625）年に、からしや中島徳右衛門が江
戸両国薬研堀において七味唐辛子を日本で始めて売り出したことが
その始まりとされている。次いで京都。明暦年間（1655～59年）、清
水寺に向かう産寧坂に「河内屋」という茶屋が七味唐辛子も売ってい
たとのことで、この店が文化3（1818）年に「七味家」と屋号を変えるこ
とになり、現在の七味屋本舗となる。江戸やげん堀、京産寧坂ととも
に歴史のある七味唐辛子に信州善光寺門前の「八幡屋礒五郎」が知
られている。八幡屋礒五郎は前述の二例より少し遅れた元文年間
（1736～40年）の創業である。これらの三軒は同じ七味唐辛子とは言
うものの、調合されている薬味が異なる。江戸、やげん堀の七味唐辛
子には、唐辛子、焼唐辛子、けしの実、麻の実、粉山椒、黒胡麻、陳
皮といった七種類の薬味が調合されており、唐辛子については乾燥さ
せただけの唐辛子と、焼いた、すなわち焙煎した唐辛子の二種類が
入っているのが特徴である。京都産寧坂の七味家本舗の七味唐辛子
には唐辛子、山椒、麻の実、しそ、青海苔、白ごま、黒ごまといった薬
味が調合されおり、特筆すべきは薫り高い山椒に特徴があるところで
ある。また、信州善光寺の八幡屋礒五郎の七味唐辛子には唐辛子、
山椒、生姜、麻の実、紫蘇、陳皮、黒胡麻が入っおり、江戸と京都の
七味唐辛子には含まれていない薬味として生姜が挙げられる。
このような、三大七味唐辛子に加え、他にも特徴的な七味唐辛子もある。例えば大阪堺のやまつ
辻田の七味唐辛子は、改良型品種ではない本来の‘鷹の爪’にこだわって、創業後約100年間自家
採種で品種を維持してきている。また、京都祇園では香煎の老舗、原了郭の黒七味も人気があるよ
うだ。
「松島先生はどの七味が好きか？」と人に良く聞かれるのだが、実は我が家の冷蔵庫には三大七
味唐辛子のみならず、各地の七味唐辛子が常備されており、料理の特徴に併せて使い分けている。
なので、どれが好きか？と問われたら、どれも好きと答えているのである。
筆者サイト「喰いしごき調査委員会」（http://saitamaya.net/carlos/）
「喰いしごき調査委員会mixi版」（http://mixi.jp/view_community.pl?id=656317）
twitter （http://twitter.com/#!/CarlosThePepper）
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バングラデシュからの便り

５月号

バングラデシュってどういう国？という質問を多々受ける。どういう国って言われても、一つ
の国を一言で表現するのはとても難しい。そこで、本にすることにしました。
⑤車相手の物売り
街を車で走っていると、いろいろな物を売りに来る。よく見てみるとなかなか面白い。
朝は朝刊が売られる。自分の契約した会社の新聞の名前を連呼して車を回り、金を受け取り
新聞を渡すと次の車へ向かう。1部売って1円の儲けになるようだが、1日何部売れるのだろ
うか？
売られるものは地区によっても変わる。金持ちや外国人が集まるエリアでは、最新の英語
の本（ハリーポッター・オバマ大統領・スティーブジョブズ等）の著作のコピー品や、バングラ
デシュやダッカの地図を持って徘徊する。家族が集まりそうな遊園地近くやローカルエリア
では、ポップコーンや綿飴、小さい玩具などが多い。
時季的なものも関係する。蚊が多い季節には静電気で蚊を撃退するラケットが、猛暑の季
節には冷たい水が、寒い季節には薄手のカーディガンのようなものが売られる。
そして、バレンタインやクリスマスには花が売られ、独立記念日や戦勝記念日などの祝日
前にはバングラデシュの国旗、サッカーのワールドカップになると、各国の国旗が売られ自
分のサポートする国の旗を自宅に掲げる。
花売りの最近の手口は、花を車の窓の隙間などから無理矢理押し込んでくる。｢いらない｣
と押し返すと｢あなたにプレゼントします｣と言ってくる。今夜の飯代もないような子供から花
をただで貰うわけにはいかず、仕方なしに財布から相場の5タカ（約5円）を探すが、大抵5タ
カ札は入っておらず、結局10タカを渡すはめになる。花を無理矢理押し込まれ、車が動き出
すと、彼らから物をもらってしまう罪悪感から、つい財布にある少額紙幣を後ろから追いかけ
てくる子供に投げ落としてやることになる。しかし実は、それらの心理的なところを突いてくる
戦略は、地元のマフィアが考え指導する。花1本売って、子供たちはどれくらいの金額を得ら
れるのだろうか。。。
＊このようなネタを100つ集め、バングラを知る100章として本を出版する計画。発刊時に
は、皆様にお知らせします。ご期待ください。
Ryo Takeuchi
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MUTTSUNN通信

4月も終わる頃、私の住む港町パイタでストライキがおこなわれました。漁師が制限
されている漁獲量を上げるためにおこなったものですが、これはまたとないチャンスと
ばかりに近隣地域から泥棒が集まり、市場などを荒らしていきます。
静まり返った町では、住民はラジオをつけストライキが行われている前線の中継に耳
をすませています。銃声が響きわたり、結局、男性1人、子供1人が銃弾に当たって死
亡したところで、ようやく政府が動き漁師の主張が受け入れられストライキは解散しま
した。
約1週間のあまりにも緊迫した日々にほとほと疲れた私は、ストライキが終わった翌
日、以前から計画していたワラス旅行へ。
ワラスに着いて、前入りしていた友人との久しぶりの再会に心底ほっとしました。
ここワラスは世界的に有名なトレッキングエリア。標高の高いワラスに入る前には高山
病にかからないように薬を飲んでおきます。
常夏の海辺パイタとはうって代わって、寒い！久しぶりに吸い込むヒンヤリとした空
気のおいしいこと。緑の山々にかこまれた海抜3980mの場所にある湖の水面はおだ
やかで、標高5000mの氷河は鳥も鳴かないほどの静けさ。砂漠地帯から来た私は
「やっぱ山だよ」と何度もつぶやく。でもちょっとはしゃぐとすぐに息がきれる。それもそ
のはず、どの山も富士山の頂上をゆうに越えています。
争い、略奪という人間の悲しさを実感した後だからでしょうか、その自然の圧倒的な
存在の美しさにただ感動。
ワラスの町にはパイタにはないおしゃれなレストラン・カフェがわんさか。久しぶりの
カフェにまったり。念願だったカルボラーナの濃厚さに満足。どう考えてもタイにあると
は思えないトムヤンクンと春巻きの味に爆笑。もう少し、ペルーでがんばってみようか
な。と思えるのでした。
mutsumi
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奈佐有子さんのメキシコのお話
こんにちは どんどん暑くなって夏気分のこのごろですね。
今回はメキシコ小旅行＆旅先の食べ物をお送りします。
「アカプルコ」って皆さん名前は聞いたことが
あると思います。
メキシコシティからバスで約5時間 シティか
ら南西に約300キロの太平洋岸に位置する
リゾート地です。メキシコ有数の貿易港でも
あります。
リゾートと言ってもカリブ海側の大型リゾート
とくらべると庶民的。
日本の海水浴に来たようで日本人の私はと
ても落ち着きます。

もちろんホテルもいいのですが、この時は何人かの友達とコ
ンドミニアムをシェアして楽しみました、大体プール付きな
ので海に行かなくてものんびりと過ごせます。
そして、もう一つの楽しみはシーフード。
アカプルコはなんと言っても魚介類が美味しい！
地元でも人気の「ハイバロカ」(直訳すると「バカなカニ」)と
言うレストランに行きました。

左：「アルメハビバ」生のハ
マグリです。メキシコで生
を食べられるのは貴重で
す！
右：カニの身を緑のサルサ
で和えたもの。日本では考
えられない組み合わせで
すが
食べると意外に合います。
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左：注文をすると直ぐに出てくるサルサ。左奥のピンクの物はハバネロとたまねぎの酢漬けで
す。ピリッとしててシーフードには欠かせません。
右：メキシコでシーフードといえばまずこれ！
「カクテルデカマロン」むき海老のカクテルです。
トマトのサルサに使って見えませんがすごい量の海老が入っています。
甘いサルサなので好みでチレを足して頂きます。
もちろんメキシカンテイストのシーフードももちろん美味しいのですが・・・
お刺身大好きな日本人としては・・・
海沿いに旅行する時はお醤油とわさびを持参をお勧めします！
庶民派リゾート「アカプルコ」
メキシコ旅行の際は是非足を伸ばしてみて下さい。また違ったメキシコがみれますよ。
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「亀岡産ハバネロのブランドマネジメント その２」
みなさんこんにちは。私は京都学園大学人間文化学部メディア社会学科3回生の切通亜
由美です。2か月連続でハバネロ友の会会報誌に載せていただき、大変うれしく思います。
今回のお話は、前回もお話させていただきました、「ハバネロ大作戦」の続編です。「ハバ
ネロ大作戦」というのは、簡単に言うと、亀岡産ハバネロをTwitterで宣伝し、ハバネロの知名
度をアップさせようという作戦です。その作戦の一つである「はば×こい」について詳しくお話
したいと思います。
最近、企業の宣伝でも注目されているTwitter。多くの企業は、新商品の情報や自社のHP
のURLなどをTwitterでつぶやいて商品を宣伝しています。しかし、私たちのような素人がプ
ロの企業と同じような宣伝をしていても目に止まらないと考え、ハバネロを絡めた恋物語「は
ば×こい」を展開するということを考えました。コンセプト・ストーリー・キャラクターのデザイ
ンや設定などすべて一から私たちが考えました。
この物語のコンセプトは「みんなで、応援してハッピーエンドにつなげよう！」という“参加
型・ラブストーリー”です。つまり、フォロワー達が主人公にアドバイスやメッセージを送ること
で、主人公が動き出し、物語が変化していく仕組みです。もちろん大体の流れはありますが、
告白のタイミングやセリフ、様々な言動がアドバイスによって変わっていくようにしたいと思っ
ています。ハバネロ専門店の娘なので、ハバネロの宣伝のつぶやきもしていくつもりです。こ
れを見ている人達に「恋愛物語を応援しているつもりが、いつのまにかハバネロに夢中に
なっていた。」なんて思っていただけたら最高ですね。この物語はそういう狙いですから。“自
分のアドバイスで主人公が動き出す“という新しい感覚に皆さんもハマっていただけたら嬉し
いです。もう一つ企画があるのですが、その話はまた次の機会があればさせていただきま
す。HPでもご確認いただけるので、ぜひご覧ください。
Twitterだけの宣伝ではなく、実際にハバネロの美味しさを体験してもらおうということで食
堂に篠ファームさんの商品の、「ハバネロうま辛ハバネロとんかつソース」と「ハバネロうま辛
玉ねぎドレッシング」、「ハバネロうま辛醤油」を置かせていただきました。
調味料コーナーに置いていたソースは、学生・教授達に大好評で、なんとわずか3日で無
くなりました。早くも食堂からまた置いてほしいという声があがっており、追加で置く予定で
す。また、大学の新聞部が私たちの活動を知り、ぜひ取材させてほしいと言われています。
まだ始まったばかりの「ハバネロ大作戦」ですが、既に宣伝効果の手ごたえを感じておりま
す。今後も多くの方の注目を集めて、もっと亀岡産ハバネロを知っていただけるように頑張り
たいと思います。
京都学園大学人間文化学部メディア社会学科
きりどおし

あゆみ

切通 亜由美
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＊TwitterでこちらのIDを検索してください。
・ハバネロ恋愛ストーリー →Twitter ID:＠habaneroDSS1 「みき」
・ハバネロ雑学 →Twitter ID:＠habaneroDSS2 「ハバネロ大使」
※twitterの企画詳細はＨＰをご覧ください。
HP「ハバネロ大作戦」：http://habanero-dss.jimdo.com/

＊宣伝用に作成したはば×こいのフライヤーです。
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ハバネロ通信 ４月号
2012年ハバネロ通信4月号

児嶋きよみ(Office Com Junto主宰)

第2期GLOBAL SESSION
2012年4月21日GS report

Topics：It's Okay, Cupid: Courtship in the Modern Era

キューピットもいいんじゃない？
Guest : Kim-Chi Doさん
Coordinator ： 秋宗希久子さん
参加者：１２名
今回は初めてガレリア３階の市民活動推進センターの大部屋で開催しました。見晴らしもよく、
最初から１２名の参加で上々の滑り出しです。
Coordinatorの秋宗さんは、海外で勤務されたり、外国人オーナーの英語学校でジェネラルマ
ネージャーなども経験があり、英語で楽しく話していらっしゃいます。
Kim-Chi Doさんは、アメリカ生まれのアメリカ人ですが、ご両親はベトナム生まれで、そのご両
親が、「ベトナムでどのようにして出会ったのか」から話が始まりました。
Ba Ngoai と Ba Noi という言葉が出てきます。我々は皆、固有名詞だと思っていたので
すが、これは家族関係を大切にするベトナムの習慣で、Ba Ngoaiは、母方の祖母の呼称であ
り、Ba Noiは、父方の祖母の呼称であると知りました。
秋宗さんとKim-chiさんとの最初の会話を少し拾ってみましょう。
「ベトナムのおばあさん達の時代は、米の貸し借りは普通にあったのですか？」
「明日の米の貸し借りはよくあり、そんなにまじめに考えてではなくて、祖母は真剣で特別で
あったと思います。」
「名前についてはどうですか？」
「母には８人の姉弟がいたが、番号で呼ばれていたようです。私自身４番目の子どもでKimとい
うのは、goldの意味で、Kim-Chiは、golden flowerという意味らしい」
参加者からは、「最初、コリアンかと思った」とか、「おいしそうな名前と思った」などとも。
秋宗：お父さんとお母さんはロマンスで結ばれたようですね。」
Kim：チャーミングな物語でしょう？
秋宗：日本にもアレンジメントで結ばれるのは、今もありますね。
ｋ：最近は市などが斡旋する会までありますよ。
Kim：どのように決めるのですか？
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Kim：どのように決めるのですか？
秋：最初は親戚などがエスコートしていっしょに会って、あとは２人で会うようですよ。Kim：選べ
るのですか？英国のロイヤルファミリーなどは選べないみたいですけど。
秋：断れますよね。
T: 隣の人が紹介してくれてチャンスを４３年前にもらいました。
H: 結婚する前に夫以外の人と会ったことはなかったです。
Kim：父母は紹介されて、選ばれて愛し合ったと思うのですが、わたしもできたらそうしたいで
す。でも、会社などで言われたらプレッシャーはないですか？
秋：プレッシャーはあまりないのではないですか？離婚率も低いし。
M: 多くなっていますよ。
Kim：アレンジされた結婚の方が離婚率が低いとも聞きましたが・・・
さて、今日の話題は、インターネットで知り合い、結婚という話へ
Kim：Onlineで自分の条件を出してあるのを見たことがあります。「３０才以下で、ロマンチック
パートナーを求む」などと書いてあって、自分の年齢を考えると変と思います。秋：危険と思いま
すか？
Kim：スカイプで顔も見えるし、e-mailでチャットをして、時間をかけて、あとで個人的に会い、
フィーリングが合って結婚したというカップルも多いです。
秋：NHKで見たのですが、街コンというのをやっていました。インターネットで紹介されて、小さな
レストランに集まり、２、３０００円払い、時間制限もありというような。
Kim：みんな忙しいからいろいろな人に会うことがむずかしくなっているのですね。
ｋ：ゲストハウス藤原邸でもやっていますね。
秋：chemistryってどういう意味ですか？
Kim：相性というような意味ですよ。
はじめて日本に来たとき、驚いたことがあります。男の人が
「この人は私のボーイフレンドで、この人はガールフレンドで」
と言われて頭が大混乱しました。
アメリカでは、ボーイフレンドとかガールフレンドというのは、普通の
友人には使わないので。
ｋ：今も親は子どもの結婚を心配しますね。でも独りでいることを望む人もいる
でしょう？
H: 今は合コンも盛んでしょう。医者と看護師とか、キャビンアテンダントと何かの職業の人とか
を決めて。夕食後分散してカップルで話し合うとか。
S: アレンジされ て結婚したわけではなく、高校時代からの友人で。
N: 高校時代から付き合いだしたが、早すぎたとは思わないです。別々の大学に行ったけれど
も、１週間に一度くらい会っていた。７年前の亡くなったけれども今もナンバー１と思います。
今回は、中学生になったばかりのキョウカさんが参加していました。英語を話せるように
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なりたいと思って、このような英語のdiscussionの会にも出席しました。大きな希望を持って立ち向か
う姿はとても新鮮です。
秋宗さんからの質問で、「どのような人と結婚したいと思っていますか？」それに対して「会って尊敬
できる人なら」と答えていました。なかなかですね。
ベトナムの祖父母の紹介で結婚されたKim-Chiさんのご両親の時代と、今のインターネットで話し、
feelingが合いそうだったら実際に会ってみる。そしてE-mailで何度も書き合いながら、確認していくと
いう方法を取る現代の人々。今後はどう変わっていくのでしょうか？

５月のglobalsession
期日：５月２６日(土)
時間：午後１：３０～３：００
場所：ガレリア３階 受付のある部屋
ゲストspeaker：Kim-Chi Doさん
Coodinator：どなたでも(募集中)

連絡先：児嶋きよみ
e-mail：kiyomi-kojima@gaia.eonet.ne.jp

tel:0771-23-6579 090-5675-6572
〒621-0815亀岡市古世町1-2-41
参加したい方は、メールか電話でお申し込み下さい。
１週間前までにテキスト(Kim-Chi Doさんのエッセー)を
e-mailでお送りします。
メールを使わない方は郵送しますので、
ご住所をお知らせください。

It’s Okay, Cupid: Courtship in the Modern Era
by Kim-Chi Do
I clearly remember the story my mother and father recounted to me of how they met in
Vietnam: One sunny afternoon, my father’s mother, Ba Noi, traveled into town to meet with
my mother’s mother, Ba Ngoai. Ba Noi was visiting Ba Ngoai’s rice farm to repay a debt,
which her

daughter (my auntie) had accrued over some rice which Ba Ngoai had given

her on loan. Much time had passed since my auntie had received the rice. With gratitude, Ba
Noi handed the money over, saying with the utmost sincerity, “You were so kind to give my
daughter rice and to let her debt go unpaid for so long. Clearly you are a very generous and
patient woman. Do you have any daughters?”
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And that was the story of how my parents met.
My siblings and I didn’t realize until later that this charming story of romance was
actually a very subtle and nuanced example of old-school matchmaking. Our parents had
an arranged marriage! Until then, my impression of arranged marriages came only from
films about English royalty. They often involved stories of aristocrats who were forced to
marry their chosen spouses with no courtship or meeting beforehand. My parents’
marriage wasn’t so strict, yet to me their traditional and arranged meeting was an oldfashioned relic from a lost era.
But was it? I thought about how my friends met their spouses. Some met in person
either through work or mutual friends. An alarming number of them, however, met
through online dating sites. That surprisingly high number made me wonder how valid it
was that two people could meet through technology. How can two people fall in love
through a medium that seems so impersonal? The internet works to connect people all
over the world, yet it is so very cold, impersonal, and detached at the same time.
“How could successful relationships arise without the couple ever having met in
person?” I wondered. What about chemistry? What about conversation? When my mother
and father met, both of my grandmothers were using certain key criteria to help make the
match. They paid attention to things like age, family background, and their kids’
occupations. They used their own good judgement to assess whether or not their children
would be a good match for each other. After that, once my mother and father met, they
were given the liberty to decide whether or not they wanted to continue. Thankfully, they
did! Arranged marriages weren’t that cruel after all.
The idea that finding love and marriage over the internet could be compared to oldstyle matchmaking might seem absurd at first. It seems odd that two people should be
able to hit it off without ever having met each other face to face. However, maybe oldschool arranged marriages and those found online really aren’t that different. Both of
them use methods that employ the same basic criteria for selection-age, occupation,
common interests. Nowadays, people who meet online have a wealth of resources like chat
and skype to get acquainted. Much like the way which Ba Noi and Ba Ngoai introduced
their children, two people today who might not have ordinarily found each other can be
brought together through the World Wide Web and kismet. Considering the changing
modern world we live in today, is meeting online now akin to the arranged marriages of
yesterday?

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

■「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

ハバネロ料理コーナー

「桜エビのかき揚げ」
材

料

作り方

桜エビ 三つ葉 天ぷら粉
卵 水 天ぷら油 塩
ボールに桜えび、小口切りの三つ葉を入れ
天ぷら粉と卵といれよくかき混ぜる。
油を１８０℃に上げ、一口の大きさにして油に
入れる。
少し長い目にいれてカラットなるまで揚げる。
食べる時に塩を降って食べる。

