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日に日に朝晩が過ごしやすくなり、むしろ肌寒い時もありますが、皆様におかれ
ましては如何お過ごしでしょうか。 ハバネロはこういった寒暖の差があるほど生
育も旺盛になり、高品質のものが獲れだしますが、これから急激に冷え込んでくる
ため、色付きが遅くなります。
ハバネロ友の会事務局

ハバネロ圃場見ごたえあります。
今年は、異常気象や大きな台風もなく、順調に育って、通路が見えなくなるほ
ど、株の広がりを見せています。その枝には無数のハバネロ果実がびっしりつい
て、色付いたものから一つ一つ手作業で、早朝から1～2時間程度かけて収穫さ
れ、その日の午前中に、弊社のファクトリーに持ち込まれ、選別された後、新鮮な
うちに出荷されたり、冷凍保存しております。
今年は、昨年と一昨年が不作だったことから、栽培面積も2haと例年の倍近くに
拡大したこともあり、良質のハバネロが、ゆうに20トン、数にして200万個の収穫が
見込まれ大豊作となるもようです。
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京都府・京丹波町Y氏 圃場 300本植えられていて、壮観です。
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京都府・京丹波町H氏圃場
150本植えられています。
見事です。

篠ファーム ハバネロ担当

究極の万能ハバネロソース売れています。
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
地元京都大丸では、品切れが出るほどの人気振りを見せていま
す。
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。

えびのボイルにゴマだれと合
わせてたっぷりと･･･。

一番のお奨め、とんかつにとても
よく合います。

鶏のボイルときゅうりのサラダ。もう
たまりません。

小ビン(100ml)の他に
業務用(１Ｌ)とポーションタイプを
ご用意しております。
中華料理店はじめ、イタリアン、
麺類店、洋食店、和食店など、
使っていただいているところが増
えつつあります。
マスコミの効果もありますが、一度
食べたら忘れられない味で、とりこ
にしてくれますよ。
ラッシャー板前さんも美味しい～
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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。
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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信州からの唐辛子便り ～チポトレは燻製ハラペーニョ～
信州大学大学院農学研究科 松島憲一
今年の夏も猛暑が続いたが、こういうときにこそ、焼き肉でスタミナを付
けて夏バテを乗り越えたいと思うのは人の常。私も、8月のある暑い日、メ
タボな自分のお腹を見て見ぬ振りをして、某有名焼き肉チェーン店に出
撃した。さて、何を食べようかとメニューに目を通していると、「紅の激辛豚
カルビ」と「スパイシーハラミ」という熱限定メニューが載っていた。なんと
も私好み。
前者は、読んで字のごとく、真っ赤になるまで唐辛子粉をまぶした豚カ
ルビだったが、後者は見た目が特に赤いわけでもなく、いわゆる唐辛子っ
ぽくない色合いであった。しかし、メニューの説明によると、実はこちらの
ハラミにもちゃんと唐辛子は入っており、それも「チポトレ」というメキシコ
の唐辛子が入っていると書いてあった。この「チポトレ」とは、ピクルスなど
に使うことの多いメキシコのトウガラシ品種‘ハラペーニョ’を乾燥・燻製に
したもの。ピクルスには、通常、緑色の未熟果実が使用されるが、チポトレ
にする場合は完熟させた赤い果実が使われる。推察するに、‘ハラペー
ニョ’は果肉が厚いために、本来なら乾燥に適していない品種なので、燻
しながら乾燥させることで保存性を高めたのが始まりではないかと思われ
る。しかし、燻されたた結果、生のハラペーニョとは違った独特な味わいを
出てくるようになるのが面白い。メキシコではトマトと合わせて「サルサ・
デ・チレ・チポトレ」と呼ばれるソースに使われ、シーフードをはじめとした
様々な料理に使われているようだ。また、同様に燻製にした唐辛子では、
‘ハラペーニョ’より小型の唐辛子を使ったもので「チレ・モリータ」というも
のもある。さらに、‘ポブラノ’と呼ばれる大型のトウガラシを乾燥させた
「チレ・アンチョ」もスモーキーな香りがするが、同じ‘ポブラノ’を乾燥させ
たものでも「チレ・ムラート」と呼ばれるものが更に燻された香りが強いとさ
れている。同じトウガラシ品種でも乾燥処理法などにより、別のスパイスと
して使っているところがメキシコの唐辛子食文化の奥深さを感じる。
さて、今回のチポトレ入りの「スパイシーハラミ」であるが、残念ながら、チポトレ特有のスモーキー
な香りや辛味を感じるほどはたくさん入っていなかったようだ。しかし、一般的な韓国風の焼き肉と
いうよりはTEX-MEX料理（アメリカ風にアレンジしたメキシコ料理）っぽい味つけがしてあって、これ
はこれで美味しかった。
参考文献：渡辺庸生．2008．本格メキシコ料理の調理技術タコス＆サルサ．旭屋出版（東京）．
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

１０月 特別号

今月は、バングラデシュの観光名所をお伝えします。
仏教の歴史の古いバングラデシュ（インド帝国）は、研究
者にとっては重要な地でもあります。現在はイスラム教国の
バングラデシュですが、11世紀までは仏教が盛んで、その
後ヒンドゥー教となり、現在に至ります。
パハルプール：
インド亜大陸最大規模の仏教僧院跡で、8～9世紀に掛けて
建てられた。壁にはおよそ2800枚のテラコッタがはめ込ま
れ、仏陀の顔、ヒンドゥー教の神々、動物や人などが描かれ
ている。世界遺産に登録されている。

バゲルハットのシャイト ゴンブス モスジット：
15世紀前半に建てられたモスクで、世界遺産に登録されて
いる。シャイトは、ベンガル語で60を意味し、60のドームを
持つ。
カントノゴル寺院：
18世紀の建物で、東洋様式と西洋のネオ・ルネッサンス
様式が取り入れられている。

独立記念等：
1971年の独立戦争当時、パキスタン軍の基地が置かれて
おり、トラックで運ばれた遺体が捨てられた地に建てられ
た。バングラデシュのお札にも描かれている。
国会議事堂：
アメリカ人建築家ルイス・カーンが設計し、独立戦争を経
て17年後に完成した。

Ryo Takeuchi
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MUTTSUNN通信
いつものように朝食をとるため海岸沿いの屋台に向かうと、見慣れぬ光景が、、あれ、ん？まさ
か、、クスコの先住民族が素敵な民族衣装を身にまとってコーヒーを飲んでいました。この驚きが
みなさんに伝わるでしょうか。
民族衣装はその名の通り民族によって柄などが違います。服装のみならず顔だって山岳地帯と
海岸地帯では違いがはっきりわかります。クスコはパイタから飛行機に2回乗ってやっと着く山岳地
帯にあります。でも飛行機は高いですから大抵ペルー人は長時間のバス移動。それでも彼らにとっ
て決して安い旅費ではないはずです。
職場に着くとさっそく、クスコの先住民族がいるんだけどと同
僚に報告。しかし興奮しているのは私だけ。彼らは「あ、そう」とこ
ともなさそうにしています。というのも全国各地、または国境を越
えて巡礼者たちがこの港町パイタにやってくる年に1度の宗教行
事がもうそこまで近づいていたのです。
当日町は祭り一色。普段はただの民家だったのが即席で用意
された布の日陰の下「ボカディート」というピーナッツを甘いもの
で固めたキューブ型のお菓子があちらでもこちらでも大量に量り
売りされています。道は屋台と人でごったがえしてなかなか前に
進めません。そして祭りといえば必ず登場するのが
移動遊園地。もちろんパイタにも来ました。
これはその移動遊園地のメリーゴーランドの写真で
す。何か違和感がありませんか？そばに立っている
お兄さんの手に注目です。そうです、手動なのです。
電気の力になんか頼りません！人力メリーゴーラン
ドです。
ペルーで生活していて驚くのは節電の徹底さ。という
かインフラが整ってないだけなんでしょうけれど、建
物の中は基本的に薄暗いですし、シャワーも水で
す。パイタはまだ常夏なのでわかりますけれどクスコ
などの標高３０００ｍを越える山岳地帯でも基本的に
水もしくはおなべでお湯を沸かして使います。いつでも蛇口をひねればお湯が出るってすごく贅
沢。移動遊園地の遊びもいたってシンプル。大抵小銭を賭ける賭け事ばかりです。子供が楽しそう
に賭けているのを見ると、カジノが合法の国とはいえ
いやぁいいのかなぁ、なんてつい余計な心配をしてし
まいますが。
そして夜はこれでもかというくらいスピーカーの音量
を上げて、花火や爆竹の爆音が延々と町全体に鳴り
響き祭りのフィナーレを一気に盛り上げます。祭りのメ
インは聖人を担いで練り歩くプロセッションと呼ばれる
まるでおみこし担ぎのような行為。信仰対象は違うけ
れど案外どこも同じようなことをやっているんですね。
mutsumi
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奈佐有子さんのメキシコのお話
秋らしくなってきましたね。いかがお過ごしですか？
メキシコは民芸品や工芸品が有名ですが、今回はメキシコの焼き物のお話です。
メキシコにはいくつか有名な焼き物があります。
トナラ焼き タラベラ焼き セルビン焼き メキシコ南部オアハカの黒い陶器
探せばもっと小さな窯元や地元の焼き物も数多くあると思いますが
中でも私のお勧めはメキシコ中部ハリスコ州出身の焼き物トナラ焼きです。
メキシコの多くの陶器は16世紀にスペインに征服された際にスペインから伝えられたものですが、
トナラ焼きもその一つで素朴な色柄と伝統色のすこし青みがかったベースの色が特徴です。
メキシコの伝統柄とスペインの技術が混ざって現在のトナラ焼きのデザインなりました。
シティから近い工房を訪ねてみると・・・1点づつロクロで形成そして手描きで絵付けしていました。
作品も工房も手作りのほのぼのした感じがとても印象的でした。

上左：絵付けの前に乾燥させているところ

下左：伝統柄の太陽の絵皿

上右：昔の大きな煉瓦造りの円形窯

下右：伝統色の青色ティーポット

今回ご紹介したのは陶器ですが、地方に行けばインディヘナ(先住民)が作るアルテサニアとよ
ばれる質の高い民芸品や工芸品が沢山あります。
旅行の際にはインディへナの極彩色の伝統工芸に触れるのも楽しみの一つです。
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今月号のメキシコのお話で紹介したメキシコ陶器(トナラ焼き)の
お店オンラインショップです。
窯元で買い付けた良質のトナラ焼きです。
ご興味がある方は是非サイトをのぞいて見て下さい。
お気に入りの一枚がみつかるかもしれません♪

メキシコ雑貨 スエルテ

http://cocina.shop-pro.jp/
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我が家の いつものメニュー･チリ」

「我が家の いつものメニュー・チリ」

中村まり子

〜ピッツァ〜
我が家ではピッツァは、息子たちが小さい頃からの大人気メニューのひとつで、パン焼き器を
利用してよく焼きます。
ピッツァのトッピングには、ハム、ベーコン、ソーセージ、玉ねぎ、オリーブ、アンチョビ、シーチ
キン、ゆで卵やポテトなど、これはごく普通なのですが、ピーマンの代わりにハラペーニョやポ
ブラノを使うのが我が家のオリジナルです。
また、以前は世界的なブランドの○○○○の2倍ホットタイプのハバネロソースが欠かせな
かったものですが、今ではハバネロの華やかな香りの広がる篠ソースが欠かせず、箱買いし
て愛用しています。
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ハバネロ通信 １０月号
（global session 9月から）

児嶋きよみ(Office Com Junto主宰)

2012年9月29日(土） globalsession Report
Guest ： 高原浩之さん
Coordinator ： 西本好江さん
参加者 ： 10名 時間 ： 10:30～12:00 場所 ： ガレリア3階第1会議室
Title : 東日本大震災における復興プロジェクトの具現化提案
－新キャンパス「THE FUTURE COLLEGE」
プロジェクトが生み出す再出発への希望－
A design Proposal for a Reconstruction after the Tohoku Earthquake and Tsunami
－The Future College:A proposal for Visualizing the Power of Design and Education to
motivate the futures－
高原さんご夫妻とのご縁は、OSUの造園建築学科の学生の受け入れから始まりました。彼ら
は、Paul Hsu先生と共にStudy Abroard Programで10年以上前から亀岡市を拠点に毎年5
月に来ていました。その間、京都市内の寺院や庭園の見学と共に、大阪という大都市の庭園
や造園建築デザイン＆施行をされている事務所の見学もしていました。5.6年前から国立国際
美術館の設計に参加された建築家の高原さんに案内をお願いし、その後、靭公園近くにある
高原さんの事務所（HTAデザインオフィス）も訪問して、若い建築デザイナーのみなさんといつ
もにぎやかに昼食会をしていただいていました。
その高原さんが、アメリカのボストンに留学するということになり、2年間があっという間に過ぎ
ました。ボストン滞在中の昨年3月11日東北大震災が起き、すぐ、高原さんも幸子さんも交互
に一時帰国され、東北地方に行かれました。その頃からの復興都市の企画です。大学の卒業
論文でもあります。
先に、内容を説明され、その後、セッションに入りました。
高原：実は25周年の結婚記念日で・・50才近くになってMount Ida Collegeに学生として行って
いました。この間、東北大震災が起こり、建築家として何ができるかを考え続けた日々でした。
ｓ：何故、南三陸町へ？
高原：震災一ヶ月後くらいに現地に行ったときに、「未来に何をしていいのかわからない」と言
われたのです。 私がアメリカに行った最初は、英語で話す力も低かったが、だんだん話せる
ようになると、自信もついてきました。震災に関わらず、女性や高齢者が次の仕事を見つける
ことはとても難しい。でもskillがあれば、何かができるのではないかと思います。たとえば、エク
セルやワードができれば、できることが増えるのではないかと。では、そのようなことを学ぶ場
を作ることが必要と考えました。そこで、コミュニティカレッジのイメージで、若者だけでなく、誰
でも、何歳になってもでも、学ぶ場に帰ってくるのは、アメリカでは普通のようです。
養老孟司さんの、「教育は雰囲気つくり」ということばが好きです。また、震災後のボランティ
アの活動が、私を奮起させました。
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幸子：高原の後に、東北地方へ行き、ボランティア活動に参加をしました。そこで知り合った人
が「べっぴんタオル」運動を始めていて、四国のタオルの産地から多くのタオルをいただき、そ
れで、手ふき用のタオルの飾りをつけて800円で売り始めました。それをアメリカに持って帰り、
震災とそこの方達ががんばっていることを覚えていてもらうため、紹介しながら売りました。とて
も喜ばれたと思います。
ｋ：自分たちの家に残っているタオル地を送ったり、それを使って、みんなで作る会をし、売り上
げを送ることもできますね。
高原：アメリカに帰ってから、ボランティアキャンペーンとして、寄付金集めに、折り鶴を折り、寄
付した人みなにあげたことがあります。僕より、中国人の友人が折り方をよく知っていて、僕も
教えてもらって、折りました。
西本：１１月のglobalsessionに幸子さんのべっぴんタオルの活動を話してもらったら如何でしょ
う。
ということで、

次々回 11月24日(土）
場所 ： ガレリア3階第1会議室 時間 ： 10:30～12:00
Guest ： 高原幸子さん
Coordinator ： 四方美智子さん
Title : べっぴんタオル(仮題）
次回 ：

１０月の予定
１０月１３日(土）1：30～3：00

場 所 ： 〒605－0018 京都市東山区花見小路通古門前上る巽町450番地

京都市東山いきいき市民活動センター
TEL：075-541-5151

Guest Speaker ：
Matt Farrellさん
(京丹後市ALT）

Coordinator :
亀田 博さん
Title :

Blue Eyes

１０月号
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高原さんの論文の要約

ABSTRACT
The Tohoku earthquake and tsunami disaster on 3/11/2011 in Japan ruined
so many human lives, facilities and citizens’ futures. The Future College
Project is intended to restore their futures by inspiring the residents and giving
them a sense of optimism. The local government published a revival plan of
the area in December 2011. That plan states that residential areas should not
be located on the flood plain. The plan is correct, but still, the survivors have a
difficult time imagining what the future will be like as they face the gravity of
what was lost.
The Future College will be located in front of the new train station. The
convenient access will enable students and faculty to come from not only the
local area but also from outside of Japan. The academic focus will be to foster
students’ thinking and creativity. The Future College is composed of the
Center Building, the Studio Buildings and the Future Necklace which is a
public corridor 20m above sea level that connects all areas in the town and
creates a sense of safety. The Future College uses three different space
inspirations. One is MEMORY which connects the past to the future. Second is
CREATIVITY which links knowledge and motivation. Third is COMMUNICATION
which bonds minds to minds. The mission of this proposal is to visualize the
revival plan.

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
ピり辛肉みそ
材 料
豚肉（ばら）
ネギ
生姜
砂糖（少々） 塩（一つまみ）
酒
ゴマ油
ハバネロ味噌
作り方
豚肉は細かく切るかミンチにする。
ネギは小口切り、しょうがはスライス。
フライパンにゴマ油・生姜を入れ火をつけ熱し、そこに豚肉を入れて炒める。
酒、塩砂糖を入れバラバラになるように炒める。
ネギを加え炒め、最後にハバネロ味噌をいれ味をととのえる。

