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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 

梅雨の最中で毎日のように雨が降って湿気も高く、じめじめして不快では

ございますが、皆様におかれましてはお変わりございませんでしょうか。 

反面、植物はこの時期湿度が高い方が、生育によく、今年はハバネロに

とって、とてもよい気候環境で例年になくよく育ってきています。  

                                 ハバネロ友の会事務局 
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写真のように、今年はとてもよい状態です。主枝の分岐のところ

にはつぼみも出始めてきました。今の予想では、例年通り8月中旬

には収穫が始まりそうです。                      

                 篠ファームハバネロ担当 

今年のハバネロは順調に育っております。 
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「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 

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。 

 

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 

「ハバネロメルマガ会員」ご参加お勧めください。 

「ハバネロメルマガ会員」ご参加お勧めください。 

4月8日に売り出しました、ハバネロオリジナルソース「篠ソー

ス」はお蔭様で、全国に広がりつつあります。特に東京方面の人

気が高く、イタリアンレストラン中心に、取り扱って頂けるよう

になって来ました。 

篠ソース取扱店＊http://www.shinofarm.jp/shops/index.html 

どんな料理にも使えて美味しいというところは、従来のソースと

は全く違う食感です。是非一度ご賞味ください。 

 カレーは当たり前のように美味しい。 茄子の炒めにも相性抜群。 ボンゴレ風パスタは間違いなく美味しい。 
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                                信州大学大学院農学研究科 松島憲一 

 

まずは、告知。家の光協会から発売中の『やさい畑』2012年夏号

（http://www.ienohikari.net/press/yasai/）に「日本トウガラシの

刺激的な魅力」と題した記事が掲載された。私も監修という立場で

お手伝いさせて頂きいたので、是非、ご一読いただきたい。 

さて、本会誌3月号でも紹介した平賀源内の『蕃椒譜』などの古

い文献によると江戸時代には現在よりも幅広いバラエティーのトウ

ガラシ品種が存在していることがわかる。しかし、その後、明治、大

正と経て、第二次世界大戦後、新しい生活様式や農業近代化の波

に浮き上がれなかったトウガラシ在来品種が数多く波間に消え

去っていった様である。とはいうものの、 近の伝統野菜のちょっと

したブームに乗って結構たくさんのトウガラシ在来品種が再浮上し

てきているのも事実である。前述の『やさい畑』の記事「日本トウガ

ラシの刺激的な魅力」では、以前、本会誌23年4月号で紹介した新

潟県中越地方の‘かぐらなんばん’をはじめとして、激辛（本誌著者

の皆様にとっては大辛程度か？）11品種、中辛7品種、甘い品種が

8品種の計26品種に及ぶ在来トウガラシ品種（一部、日本全国で一般的な品種を含む）が紹介され

ている。これら品種は、現存する日本の在来トウガラシの一部に過ぎないが、誌面の写真を見ると

バラエティーに富んだ果実であり面白い。これら在来品種は、それぞれの地域の風土に応じた、そ

れぞれの地域での用途（伝統料理など）にあった形質の品種となっており、その地域の歴史や文化

とともに成立したものであるといえよう。よって、このようなトウガラシ在来品種は地域の農業文化、

食文化にとっては重要な文化財であり、我々、研究者にとっては重要な遺伝資源であり、また、地域

経済にとっては重要な地域資源にもなり得る宝なのである。これまで本会誌でも紹介してきたよう

に、‘ぼたんこしょう’（23年5月号）、‘菱野なんばん’と‘空なんばん’（23年10月号）、‘大鹿在来’や

‘あじめこしょう’（23年11月号）のように、実際にいくつかの地域では青果や加工品として、売り出さ

れて、非常に好評を得ている例もある。 

しかし、残念なことに、あるところでは史実に根拠もないのに数百年前からその地で栽培されてい

る品種であると宣言してしまっている例や、別の地域の在来品種を持ち込み、その地域に古くから

栽培されていた在来品種であると偽って町おこしをしている例もみられるようである。ちょっと前に出

席したある会議の席で、ある飲食店業界の方が「地域の名物を作って売り出すには歴史などのス

トーリーが必要だ」と発言された。なるほど、私もそれには賛成、大賛成だ。しかし、続けて「嘘をつ

いてでもストーリーは作らなければならない」ともおっしゃった。これには幻滅、大幻滅。嘘は見る人

が見れば、嘘だってすぐに分かるものなのだ。そなると、バカにされて、相手にされなくなるのが関

の山なのに…。 

 

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） 

信州からの唐辛子便り ～トウガラシ在来品種は地域の宝～ 
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バングラデシュからの便り  ７月号 

バングラデシュがパキスタンから特立し40年が経ちました。世界 貧国と言われ、失敗独立
国家と言われることもありました。しかし今、貧困は残るものの、目覚しい経済成長を遂げて
います。 
今月は、1971年にジョージ・ハリスンが歌った｢バングラデシュ｣を日本語訳で紹介します。 
 
僕の友達がやってきた 

目に悲しみを浮かべて 

彼は助けたいと僕に言った 

国が滅びる前に 

 

僕には痛みは分からないけど 

何かしなければならないのはわかっていた 

今、僕はみんなにお願いする 

人々の命を助けるために 

 

バングラデシュ バングラデシュ 

たくさんの人々がどんどん死んでいくところ 

ひどい状態なのは間違いない 

こんなひどい困窮はみたことがない 

今、あなたたちの手を貸してくれないか 

そしてわかってくれないか 

バングラデシュの人々を救おう 

 

バングラデシュ バングラデシュ 

なんという大惨事だ 

私にはわからないけど 

こんなひどい困窮は知らなかった 

今、顔を背けないでくれ 

君たちがこういうのを聞きたい 

バングラデシュの人々を救おう 

バングラデシュを救おう 

 

バングラデシュ バングラデシュ 

私たちがいるところからはとても遠いかもしれないけど 

私たちが見過ごすことができないことなのだ 

私が見過ごすことができないことなのだ 

今、餓死している人に食べ物を与えよう 

私たちはバングラデシュを救わなくてはならない 

バングラデシュの人々を救おう 

私たちはバングラデシュを救わなくてはならない 

バングラデシュの人々を救おう 

                                          

                                               Ryo Takeuchi 
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こんにちは。 

暑さも日差しも増して、ビールが美味しい季節になりました。 

メキシコと言うとテキーラを連想しますが、実はビールの大量消費国でもあります。 

あの太っているメキシコ人のお腹は半分くらいはビールかもしれません。 

日本で知られているコロナビールをはじめ テカテ、ドスエキス、ネグラモデーロと 

日本ほどではありませんが種類は豊富でご当地ビー

ルなんかもあります。 

お味は日本のビールに比べて大味ですが独特の香

りがありビール好きには好まれます。 

 

面白いのがビールの飲み方。ビールを注文すると必

ずレモンが付いてきます。 

それをビールに絞って飲みます。 初は驚きました

が慣れてみるとこれが結構美味く 

わざわざレモンを追加する程。 

そのメキシコ流ビールの飲み方をご紹介します。 

 

☆ミチェラーダ☆ 

冷えたグラス   

ビール     １缶 

レモンかライム 小 半分 

塩       グラスに塗れる程度     

粉唐辛子    お好みで調節 

 

★グラスのふちにレモン汁を塗り塩と粉唐辛子を混ぜたものをつ

ける 

残りのレモンをグラスに絞り上からビールを注ぐ。 

★粉唐辛子を混ぜる代わりに味に刺激を持たせるハバネロソー

スを1.2滴ビールに垂らすのも美味しいです！ 

 

 

私は休日の晴れたお昼のビールが好きなのですが・・ 

メキシコは年中ビールが美味しく感じます。 

実際、お昼から営業しているバールや居酒屋も多くありみんなのんびりビールを楽しんでいます。

やはり気候のせいでしょうか・・・ 

是非この暑い季節に爽やかなメキシコ流ビールを楽しんでみて下さい！ 

 

余談ですが2日前メキシコで大統領選挙が行なわれましたが、 

なんと！大統領選挙の48時間前からアルコールの販売が全国で禁止されています！ 

メキシコらしいというか・・なんとも不思議な法律ですね♪ 笑 

奈佐有子さんのメキシコのお話 
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「亀岡産ハバネロのブランドマネジメント その４」 

 

ハバネロ友の会会報誌に寄稿させていただいてから、今回で4回目となりました。早いも

ので、私たちが考えたプロジェクト、「ハバネロ大作戦」もキャンペーン期間が終わろうとして

います。初めは、ハバネロが亀岡の特産品であることを知らない人が多かったのですが、

近では食堂での“ハバネロ体験”や、学内の新聞部からハバネロ大作戦の活動が取り上げ

られたことにより、周囲の人が興味を持ってくれて、知り合いではない人からも声をかけられ

るようになりました。 

新聞部の記事で、ハバネロソースを食堂のメニューにかけて、何のメニューが1番合うの

かという調査をやっていただきました。調査の結果、ハバネロうま辛醤油はカレーにかける

と辛さが増しておいしいということがわかりました。ハバネロうま辛とんかつソースは、とんか

つはもちろん唐揚げや照り焼き丼などにもかけるとおいしいということでした。これからの季

節、どんどん暑くなってくると思いますが、普段の料理にハバネロソースを加えて夏バテ対

策してみてはいいかがでしょうか。 

 

私たちが今まで行ってきた「ハバネロ大作戦」。2か所の食堂にハバネロソースを置いた

ハバネロ体験は話題を呼び、ソースを置いたら2日で無くなってしまうほど大人気でした。し

かし、twitterの方までは中々アクセスが行き届かず、フォロワー数は予想より少ない結果と

なってしまいました。知り合いにサクラになってもらったりもしたのですが、インターネットで

の宣伝は難しいものでした。ですが、キャンペーン期間内に予想以上に多くの方々にソース

を食べてもらい、体験してもらったことで、亀岡産ハバネロの印象が大きく広まったことは間

違いありません。私たちの考えていたtwitterからハバネロ体験という流れとは逆に、体験し

てtwitterを知る流れになったものの、ハバネロを知名度アップさせたいという作戦は見事成

功しました。期間限定の活動でしたので、ハバネロ大作戦は今月で終了となります。また何

か機会があれば、ハバネロ大作戦を再開させ、さらに多くの方々に亀岡産ハバネロを知っ

ていただけるよう奮闘したいと思います。 

 

4か月間の短い連載でしたが読んでいただき、ありがとうございました。 

それではみなさん、またどこかでお会いできることを心から楽しみにしております。 

 

京都学園大学人間文化学部メディア社会学科 

切通
きりどおし

 亜由美
あゆみ
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               2012年ハバネロ通信７月号 児嶋きよみ(Office Com Junto主宰) 

  

6月のglobalsessionのリポートをお届けします。 

今回も”The Paradox of Perfection”というタイトルで、いろいろな対話がありました。対話は勝

ち負けを争うものではなく、人の話に耳を傾け、なるほどと思えば納得し、はじめからの自分の

意見が変わることもあります。朝日新聞に平田オリザさんが、同じような意見を書いていまし

た。「国会では討論でもなく、ひとりごとを言っているだけ」とも。 

「政治を話そう インタビュー」2012年7月5日(木） 

 英語の方が結論を先に言うので、私などは話しやすいと思うのですが、いかがでしょうか？ご

意見のある方は是非、これからのglobalsessionにご参加下さい。 

 

2012年6月のGlobal Session Report 
期日：2012年6月16日（土） 

時間：1:30~3:00     参加費：600円 

場所：ガレリア3階会議室 

ゲストスピーカー：Kim-Chi Doさん 

Coordinator：小早川しのぶさん 

参加者：Kim-chiさん・小早川さんほか、合計12名 

 

”The Paradox of Perfection”というタイトルで、事前に送付し、大体の方がよく読みこんで来て

おられるようです。 

以下は、小早川さんに書いていただきた、 初の部分です。 

 

Kim-Chi：日本のバーで、バーテンダーが素晴らしいパフォーマンスとともに客のニーズに合わ

せてオリジナルのカクテルを作ってくれるのに感激。アメリカでは、ただシェイクするだけで

choreographedなものは見られない。まさに、芸術としてもperfectionを感じました。私は、マ

ティーニーが好き。 

FS：娘が大阪でバーテンダーをしていて、その技術コンテストがあり、そこで競われる技はすば

らしい！ 

小早川：パーフェクトメロンとは何でしょうか。 

Kim-Chi：日本の果物はどれも美味しくて、メロンは、しかも形が美しい。そのせいで値段もとても

高い。アメリカの果物は美味しいけれど、見た目をそんなに気にしていない。日本人の

perfection追求がそこにもあると思います。 

MT：アメリカにいたころ、町でチェリーがとっても安くていっぱい売っていたので毎日食べていま

した。 

小早川(Co）：小学生の音楽会でビックリしたそうですね。 

Kim-Chiさん：７歳のクラスから、すべての楽器をパーフェクトにこなすのでビックリ。アメリカで

は、学校行事として、全校生徒が参加する音楽祭とか運動会はありません。音楽やスポーツに

興味のある子は放課後に個人的に習う。学校でのフェスティバルでは、やりたい子が集まって

それぞれに発表をしている。全員が同じようにできることを目指すのに戸惑ったのです。  
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HY：全員がうまくできるようにさせるのに、教師は大変。組み立て体操や音楽会・合唱などでは、

音程のそろわない子に口だけ開けていてねと言うこともあります。 

（ここから、児嶋が書きました。） 

Kim:日本の学校を見ていると、どの子にもある一定のレベルまで伸ばそうとしているようです。

アメリカでは、それぞれの特徴を伸ばそうとしているのです。 

Kim:アメリカでも音楽のクラスは、もちろんありますが、参加したり、練習したりという過程を重視

していて、日本の普通の小学校でやっているような高度なレベルでは、ありません。通常の暮ら

しの中でも、より洗練されたものを作ろうとしていてそれ以外の目標には意味がないと思ってい

るように見えます。 

Co:完全性を求めるということのなかには、ネガティブな面がありますか？ 

Kim:完全性を否定するのではありませんが、ゴールではないと思います。私のポイントは、どの

ように表現するかという過程が大切ではないかということです。過程に注目するとしたら完全性

をそれほど求めないのではないかと思うのです。友人に書道をやり始めたアメリカ人がいて、

いっしょにやっている日本人の書の線の引き方などをみていると恥ずかしくなると言っていま

す。けれども、一方では、先生の書を手本にして、皆がコピーするように全く同じ字が書けるよう

に練習しているとも見えます。 

KK:私は、同じ感覚を、 初は、書道に持っていて、一年に一回だけある先生に誘われて教室に

行って、家で１００枚ほど自由に書いて、その中から何枚かを選び、先生にお願いして一枚を表

装し、毎年京都の展覧会に出しています。その展覧会は他と全くちがっていて、ひとつひとつの

作品が、全く別で、見に来られるひとも見るのが楽しいと喜んでいらっしゃいます。展示会の作品

は先生は、一切お手本を書かれないのです。このような書の方法もありますよ。 

MT:私も書道をやっていますが、それは、気を静めるためです。書い 

ていると、すーっと落ち着いて来るのです。 

KK:茶道でも同じように、気持ちをクールダウンするためにやると 

言うひともいますね。 

 

英語を話すことについて： 

Co:日本人は中級レベルで英語が話せても、「わたしは、英語が話せません」 

と言います。日本人以外は、挨拶しかできなくても、「I can speak Spanish」などと言いますね。

ちょうど真ん中なんてないのでしょうか？ 

Kim:日本人の中には”Hunble”（謙遜する）とか、”Arrogant”(尊大な）とかの言葉が頭にうごめい

ているのではないでしょうか？ 

MT:それは、日本人というのではなく、その人次第だと思いますよ。私でも、外国に行ったら、フラ

ンス語やド イツ語が挨拶しかできなくても、「できますよ。」と言って、挨拶しますよ。 

          Kim:ヨーロッパ人もあまり完全に話そうとはしないで、いろいろな言葉で話すの 

 が日常になっていますね。完全主義は日本文化のひとつなのでしょうか？ 

  友人のクラスに、英語のテストの成績は完全なのに、ひとことも英語が出てこ

ない男の子がいるそうです。 

  Co:両親の影響かもしれませんね。テストの結果が良いだけでなく、 

  話した方がいいと言ったら、話すのではないでしょうか？親の影響   

   はとても大きいですよ。 
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 Kim:良い大学へと両親が言っているのでしょうか？ 

KT:中学校から英語を習い始めたけれども、私たちのころは、英語を話すところまでいく時間がな

かったと思います。大学卒業後、必要になって、Conversationをし始めました。教育システムは力

をつけるためにはとても大切です。孫はすでに学校で声に出して話し始めています。将来は、日

本も変わるかもしれません。 

Kim:学校でたくさん習っても、話さない子が大勢います。アメリカの大学に行くと、先生は、「自分

の意見は？」「あなたのアイディアは？」としつこく聞いて来て、話さないと許さないのです。 

「Maybe」とか、「Perhaps」などという単語は使ってはいけないのです。 

HY:日本は江戸時代は寺子屋で、明治になって学校制度になったのですが、一方通行「One 

Way」でした。 

Kim:教育は"challenge”するように仕向けることが目的ではないでしょうか？ 

 

FM:このパラグラフは良いところを見ていると思います。 

Kim:日本はサービスもいいし、生活の中でどこへ行ってもきれいにしてあって美しいです。夜も安

全だし、食べ物も美しいし、おいしいです。小さな毎日のくらしは、完璧です。 

MT:よその国は、きれいなところと汚いところがたしかにありますね。 

FM：マクドナルドに行っても、アメリカではひとつの皿にバーンと乗ってくるし、だいぶん日本とは

ちがいますね。 

Kim:日本ではマクドナルドでもとてもきれいです。でも、どこも同じですね。この間、ドイツへ行った

のですが、ドイツも似ていますね。とても美しいです。でも落書きが書いてあったのですが、消して

はなかったのです。 

MT:日本人は落書きが書いてあったらすぐに消して抗議するでしょうね。 

FM：ニューヨークに行ったとき、ホテルに南京虫がいて、日本人はその 

ホテルにはもう誰も泊まらないと思いますよ。 

KH:日本のバルサンみたいな煙の出る駆虫薬はないのかな？ 

Kim:”Fogger"な薬？ 

KH:完全なひとっていないと思いますよ。 

Kim:完全になりたいひとはいるでしょう。わたしは、幸運にも 

両親が離婚せず、4人も姉弟がいます。家ではずっとベトナム語で話していました。 

外では英語なので、バイリンガルでした。でも家では、学校の成績が大切などとは言われません

でした。前回帰国したとき、父が自分に英語で話しかけて来て、びっくりしました。英語しか話さな

いお客さんがいたためと思いますが。 

FS:ベトナム文化は日本似ではないですか？それともフレンチ？ 

Kim:北と南はずいぶんちがいますね。ベトナムへ行くと、アオザイがとてもエレガントなので、オー

ダーすると、2.3日でできますが、今は注文が多くて無理みたいです。昔は、私のお母さんがたくさ

ん作ってくれました。 

NT:1年半くらい前にベトナムへ行ったら、バイクがとても多く、また、信号がないのでどうやって道

を渡るのかと不思議でした。 

Co:残念ですが時間です。  
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   7月のGlobal Sessionのご案内 
 
  7月7日(土）10:30～12:00 

 場 所：ガレリア3階受付のある会議室で 

 
    Guest：Kim-Chi Doさん Coordinator：船越茂さん 
    （Kim-Chiさんは、7月末に帰国予定で、今回が 後になります。） 
 
    Session後、ガレリアのレストランでさよなら昼食会をします。当日朝に 
    人数を確認し、予約しますので、みなさまもどうぞ、ご参加下さい。 
 
    連絡先： 
     児嶋きよみ（Office Com Junto） 
     0771-23-6579・090-5675-6572 
 
           ＊7月用テキストは29日に送付しました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

       8月11日(土）1:30～3:00 
 

 場 所： 
  京都市東山区 東山いきいき市民活動センターで 
 

 ゲストスピーカー：未定 
 
 Coordinator：どなたかやりたい人はあとで、言って下さいね。 

 

 Office Com Junto主宰 児嶋きよみ 

 0771-23-6579  

E-mail：kiyomi-kojima@gaia.eonet.ne.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 

    まかない麻棒豆腐 

 
材料    
      焼き豆腐1丁、 

      人参、 

      ピーマン、 

      玉葱、 

      筍、 

      椎茸、 
     （やさいは冷蔵庫の余りやさいで。）    

      豚肉（ミンチ肉でも）100グラム。 

      胡麻油、 醤油、 酒、 

      塩、 胡椒、 

      ハバネロラー油 

作り方  

 フライパンを暖め、胡麻油を入れ豚肉を炒め、野

菜は薄くきっておき、豚肉に火が 入ったら野菜を入

れ、焼き豆腐をさいの目にきったのを入れお酒を入

れ醤油、塩、胡椒で味を調える。 


