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ハバネロ友の会会員様 

皆様 年の瀬も近づいてまいりましたが、如何お過ごしでしょうか。 

今年の後半は天候もよく農作物はすくすくと育ってきておりますが、その反面、

価格が低迷していると聞いております。いつもことながら農作物はほしい時に少な

くて、旬の一番よい時期に大量に出荷されることもあり、そのときは価格がどうして

も低迷してしまう流れになりますが、ハバネロのように冷凍や乾燥などの一次加

工すれば、需給バランスにあわせて取り扱うことが出来るので、今後、大きな課題

と言えるのではないかと思っております。 

                             ハバネロ友の会事務局 
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ハバネロ降霜のため、完全に終了してしまいました。    

ハバネロは、１２月初旬で降霜のため、木が枯れて完全に終了してしまいまし

た。 

今年は葉天候にも恵まれたこともあり、通常１本の木から、多い人で３ｋｇ平均

のところ、６ｋｇ収穫で来た方もおられ、自然の気象と栽培技術でかなり収穫でき

ることが分かりました。 

特に、多く収穫される方は毎日、生育状況を観察され、わが子のように手塩に

掛けられていることが共通のように感じます。 

                         

来年度は新しい技術を導入して、無農薬、無化学肥料にチャレンジしていきた

いと考えております。 

原点は、山野の草木から教えを乞うと言うことでしょう。 

                                 篠ファーム ハバネロ担当  
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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。 
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                                  信州大学大学院農学研究科 松島憲一 

 

 テレビや雑誌で唐辛子特集を組む時などには、私のところにお問い合わせを頂くことがよくある。

その際、必ず聞かれるのは「世界には唐辛子は何種類あるのですか？」という質問である。そんな

問いには私は決まって「数えたことがないので、わかりません」と無責任な答えを返すことにしてい

る。まあ、正確には「数えることが出来ないので、わかり

ません」と言うべきなのだが。困ったテレビ製作会社や雑

誌編集者は、往々にして「世界には3000種類以上の唐

辛子があると言われている」と根拠のない適当な数字を

出して説明したりしていて、そのたびに苦笑してしまうの

である。 

 さて、それでは、本当にどれくらいの唐辛子品種が世の

中に存在するのだろうか？まず、植物学的にはナス科ト

ウガラシ属（Capsicum属）には5種の栽培種が存在する。

日本でも一般的なannuum種、沖縄の島唐辛子やタイの

プリックキーヌーが属するfrutescesens種、ハバネロや

ジョロキアなどが属するchinense種、主に南米で栽培さ

れているbaccatum種、アンデスの高標高地で栽培され

るpubescens種である。さらに野生種も約20種あるとされ

ており、その中でも数種は中南米では採取利用されてい

る。この5種＋αのそれぞれで、さらにその形態的特徴

などで「品種」に分化しているのである。その品種という

ものがちょっとやっかいで、ほとんど同じものであっても、

地域が違うと品種名が変わっていたり、逆に同じ品種名

で呼ばれている全く異なるものがあったりするのだ。さら

に、世界中の種苗会社や農業試験場、さらには私のよう

な大学農学部などの研究者が、日々品種改良に励んで

いるので品種数はどんどん増えていくのである。なので、私が「数えることが出来ない」というのはそ

う言う意味なのである。 

私も実験用に種子を購入することのある米国のインターネット種子販売業者Reimer seed社

（http://www.reimerseeds.com/）は世界 大数の唐辛子品種を扱っていること自称していて、辛い

唐辛子品種だけでも2,100品種を扱っているそうだ。辛く無い唐辛子品種も相当数扱っているよう

で、途中まで数えてみたけど、余りの数に断念してしまった。おそらく、前述の様なテレビ番組で適

当に言われている世界の唐辛子品種数である3000種というのはこの種子販売業者で扱っている品

種だけでもクリアしてしまう計算になる。要するに、唐辛子品種は数え切れないほど在るのだ。 

2年間にわたり連載をさせて頂いてきた拙著「信州からの唐辛子便り」ですが、今回をもちまして、

お休みとさせて頂きます。また、皆様と唐辛子談義に花を咲かせられる日が来ることを楽しみにして

おります。長らくのご愛読ありがとうございました。 
 

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 ～唐辛子何種類あるの？～ 
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バングラデシュからの便り （今月はメキシコからの便りです） １２月 号 

今月はメキシコからの便りです。 

 

宝探しの旅に出ました、と言っても、探しているのは金銀

の財宝ではなく、日本で売れそうな珍しいスパイスや食材

などのことです。もしこの宝が見つかれば、将来に事業の

利益として金銀財宝と同等の価値を生むことになる、はず

です。 

 今回は唐辛子のメッカであるメキシコを中心とした中米、

スパイスの生産が盛んなカリブ海を目指し、ロスアンゼル

スから旅を始めました。原稿を書いている現在は、ティファ

ナという、アメリカーメキシコ国境のメキシコ側の町です。

これからどんどんメキシコを南下し、貿易の国パナマに向

かいます。 

 コロンブスがスパイスを交易しジパングを目指したよう

に、自分はジパングからスパイスの交易のためにカリブを

目指します。旅が終わるまでに、宝が二つ三つ見つかれ

ばいいのですが。。。 

 来月号は、旅の経過をお知らせします。 

 

 ふと立ち寄ったハリウッドのセブンイレブンで、聞き覚えのある言語が耳に入ってきました。店

員同士がベンガル語で話をしていたのです。話しかけると、異郷で会った外国人のベンガル語

が嬉しかったのか、仕事そっちのけでいろいろと質問をしてきました。 

 名前は？仕事は？結

婚は？兄弟は何人？ 

バングラデシュにいるバ

ングラデシュ人と全く同

じです。どこに行っても

ベンガルの血は変わら

ないのだなと、私の第二

の国バングラデシュを思

い出すのでした。。。 

 

  

                       

Ryo Takeuchi 
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一段と寒さが増してきましたね。 

今の季節メキシコも1年で一番寒い時期を迎えます。と言っても0度以下になることは 

皆無で 低気温が10℃ 高気温は24℃と日本の秋並みなので 

暖房器具も使ったことありませんが、寒さに慣れていないメキシコ人には 

相当こたえる寒さのようです。 

みなさんは寒くなると食べたくなるものありますか？ 

メキシコ料理はなんとなく夏の料理というイメージが強いような気がするのですが 

私は冬になると食べたくなるものがあります。それは「モレ」と呼ばれる伝統的な煮込み料理です。 

 

モレにもいろいろな種類がありますが、すべてに

使うスパイスはなんと40種類！ 

中にはチョコレートを使ったモレネグロ(黒いソー

ス)もあります。 

見た目も不思議ですが食べるとまた不思議な

味・・近い味をあえて探すなら・・・ 

うーん、カレーでしょうか。甘いような、スパイ

シーなような。 

この作り方と準備があまりに複雑な料理なので

近は一般家庭でもカレーのルーのようなペー

ストを買うか粉末状に乾燥させたもので作りま

す。 

 

 

 

作り方は簡単 

 

①鶏のスープ(骨付き)をつくる 

②モレのペーストをとく 

 

簡単！！！（というかインスタントっぽいですが・・・）

このあつあつソースをメキシコ風ご飯にかけていただ

くと 高です。 

メキシコ人はオフクロの味だそうで 

の一品は結婚式には必ず出てきます。 

みなさんもメキシコ料理を食べる機会があれば是非

モレネグロをお試し下さい 

はまる方はきっとトリコになりますよー。 

奈佐有子さんのメキシコのお話 

モレネグロと鶏肉 トウモロコシのご飯添え 
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今年も残りわずかとなりました。クリスマスパーティーや忘年会などご友人と集まる機

会もふえるのではないでしょうか？ 

そこでホームパーティーなどに、わが家のとっておきのメニュー、メキシカンタコスをご

紹介します。 

 

 

我が家の いつものメニュー･チリ」  

「我が家の スペシャルメニュー・チリ」                 中村まり子 

 

〜メキシカンタコス〜 
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まず美味しいトルティーヤを用意します。わが家では近所では買えないので、コーントル

ティーヤを自社工場で焼いているところから購入して冷凍保存して使っています。(トルティー

ヤの重た〜いプレス器も持っているのですが、肝心のトウモロコシ粉を手に入れるのが難し

くって�) 

 

トルティーヤは一人5枚が目安です。(うちの大食いの息子は8枚は食べますが) 

後はトルティーヤに巻く材料を用意します。 

豚ロース薄切り肉(4ミリ厚さ、一人当たり150〜200gが目安)、レタスの千切り、そしてサルサ

を用意します。 

お肉は何でもよいのですが、わが家の一番人気は豚肉です。 

サルサは4人分なら、熟したトマト大2個、玉ねぎ大2個(新玉ねぎの時期が一番美味ですが)、

コリアンダー(香菜)1束、フレッシュチリを粗みじん切りにして混ぜ、塩、胡椒、醤油で軽く調味

して作ります。 

チリには何といっても篠ファームさんのハバネロがおすすめです。中でも香りの華やかなカリ

ビアンレッドがわが家の一番のお気に入りです。サルサに入れるチリの量はお好みで調整し

て下さい。何度も食べていると次第にチリのお好みの量はふえていくのが不思議です。(チリ

をまな板で切ると、しばらく辛みが取れないので、わが家ではニンニクチョッパー(写真参照)

をチリ刻み専用に利用しています) 

このサルサはいろいろなメニューに美味しく使えますので、後日またご紹介することに致しま

す！ 

 

材料が揃ったら、肉を焼き、荒く切って、温めたトルティーヤにサルサとレタスと一緒に巻いた

ら、美味しいタコスの出来上がりです！ 

 

肉を焼く時には、塩をしっかりめにふるのがポイントです。普段は家庭用の焼肉プレートで焼

きますが、バーベキュースタイルにして炭で焼くとなおいっそう美味しいタコスになります！ 

トルティーヤは蒸すかフライパンで素焼きで温めてアルミホイルと布巾かタオルなどで巻いて

保温しておくといいと思います。わが家ではオリジナル保温ケースを作ってしまいましたので

とても便利です。 

お飲みものは、よく冷えた缶ビールの口にたっぷりのライムを絞って、塩をふりかけて、メキシ

カン風にどうぞ！ 

 

では皆様、タコスを巻いて、どうぞよいお年をお迎えくださいm(_ _)m 
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                                   児嶋きよみ(Office Com Junto主宰) 

Global session Report (11月)  
日時：2012年11月24日(土）10:30~12:00 

場所：ガレリア第1会議室 

Guest：高原幸子さん(インテリアコーディネーター） 

Coordinator：四方美智子さん（教員） 

参加者：（13名） 

  

 久しぶりの亀岡での開催になり、3階の第1会議室からは、山々の紅葉 

 が手に取るように見えます。今回も 初に参加者の自己紹介から始まりました。 

  

 TKさん：水彩画が趣味で、展覧会にも出展されています。 

 HKさん：プロのツアーガイドで、外国にも連れて行く自己流のツアー計画が可能        

北欧のオーロラを見る旅を今年の12月に予定 

 SYさん：立命館大学大学院博士課程・東九条マダン劇の脚本も書き、太鼓も叩き、テ      

レビにも出演・祝祭の研究者 

 MMさん：インテリアコーディネーター・ラオマイ主宰（2002年からラオス織物の紹介とチャリ

ティー活動で学校を建設） 

 MHさん：太秦映画村でNPO活動「利休さんをたずねて」「火天の城」紹介 

 SFさん：英語・中国語・能の勉強中 

 YHさん：この冬ヨーロッパに旅行予定 

 SKさん：堀場製作所勤務・テニスが趣味 

 SMさん：京都の時代祭で馬上に・野菜作り・元高校教員（物理） 

 HTさん：建築家 8月にボストンでの大学卒業を終え帰国・九州大学研究員 

 STさん：2年間のボストン暮らしから大阪へ帰国・ 

 MSさん：教員・おさるさんのような子ども達と毎日格闘中 

 KK：11月中旬に仙台の友人（横瀬和治さん）を訪問し、globalsessionについて2日間で10時間

を越えるセッションを終え、飛行機で伊丹に帰り、帰宅するまでに、同席してパソコンに記録し

ていていた助手2人からメールが送付され、30枚にもなっていて、びっくり。 

 

 Sachiko（S）:昨日大阪に東北のちくちくの会のメンバーを招待し、「べっぴんタオル」       

を持って来られたので、今日も持って来ました。 

 ボストン生活を紹介するために、パワーポイントの映像を見て下さい。 

 春から夏へ向かっている自宅近くのボストン市内の公園です。犬を日本

から連れて行ったので、どこへ行くのも一緒でした。どこでも、ドッグフー       

ドをポケットから出してくれたりしてとても親切にされた。 

 四方：犬も英語がわかるんですか？ 

 T: 家では日本語で、外でも話しかけられるので、いくつかは覚えた

みたいです。 
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  「Sit down」とか。 

 S:秋の公園の風景です。 

 四方：あまりきれいで、ぜいたくな環境がうらやましい。 

    雪は降りましたか？ 

 S：1年目は降り、2年目はほとんど降りませんでした。 

 四方：Big Public Parkがあってうらやましい。亀岡にも 

    あるといいのに。 

 ｋ：今年の紅葉は美しい。去年より今年のほうが美しい。 

 ｈ：日本にはこんな芝生が公園にないですね。フェンスがなくて。 

   どこでも入っていけるような。 

 四方：映像を見ると、ローズガーデンのようですね。 

 

第1のボランティア活動（公園の美化のボランティア活動） 

 S:一ヶ月に2回くらいのペースでボランティア活動がありました。市民はだれでも応募  

できて、一人のOfficerが世話役をしていました。美しさを保つためにはボランティアがとて

も必要とされていました。    

 kk：ボランティアをする日は決まっていたのですか？そうでないと勝手に花を切って行   

く人もいるかもしれないと思って。 

  S: その日にリーダーが 初にどうするか教えます。grooming（きれいに整える）する前  

に、 雑草や花柄取りなどの説明を受けて始めます。 

 四方：日本にもありますか。 

 ｋ：このガレリアにもローズガーデンがあり、ボランティア活動でもっていますよ。 

 kk：緑化協会だと思います。 

 

第2のボランティア活動（南三陸町へ） 

 S：ボストンにいて、ニュースで知ったときは驚いた。自分に何ができるだろうと思った

時、無力感に襲われました。 

  昨年の12月に知り合いの死を、その人の夫から聞き、彼女の誕生日に日本に帰り、  

南三陸に行くことを決めました。仙台に住む前の上司に何ができるかを聞いた。 

  彼は、１．忘れないでほしいのでまず、自分の目で見に来る。 

     ２．被災地で何かを買う。 

     ３． 初に見た感想を誰かに伝えること。 

  この3つがまず、一番大事であると。 

  これを聞いてボランティア活動をしようと思いました。 

 四方：ボスはいいアドバイスをしてくれましたね。 

 S:2，3日のボランティアしかできない状況だったので、どのボラン

ティア活動がいいのかチェックして、東京から2日間の予定で南三

陸町にはボランティアバスで行きました。そこで見たことは、とても

信じられない光景でした。あったはずのところに何ひとつ無く、ビルの上に船がのったまま

で。 

  その時のボランティア活動は、石を分けることでした。（バスの写真）これは、トイレ   
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  用のバスで女性専用です。 

  ちくちくの会はあとで知りました。大阪に帰ってから、友人のひとりの井上さんに会   

いました。彼女も南三陸にボランティアに行き、そこで自立したいけれどどのようにし  

たらいいのかわからないという何人かの女性に会ったそうです。それで、彼女は女性

達が縫い物の会で作っていたタオルのユニークな形に縫われ、べっぴんタオルという

名付けられて作られていました。彼女はこれを女性達の自立の第1歩となればいいな

と思ったのです。彼女らは全てを無くして、今は前を向いて動きだそうとしています。こ

の話を聞いて、自分の役目はこれを伝えることであると思いました。 

 

第3のボランティア活動（べっぴんタオル） 

 S:これは、ちくちくの会の支援活動です。  

 四方：べっぴんタオルというのはいい名前ですね。 

 S:南三陸町で作っているべっぴんタオルですが、ボランティアをしたあと、ボストンに  

帰り、ボストンのボランティアグループなどにもいろいろ聞きました。 

  チャリティーフェスティバルに出したらとか。友人は売らないほうがいいと 

  言っていました。それで、自分でファンシーショップに行って相談してみると、「こ   

れは、可愛くてもプロの方法で作られたものではないので売ることはできない。」と   

言われました。別の友人が日系人経営のグロサリーストアのマネジャーを紹介してく   

れて、そこで寄付行為の品物として売ってあげようと言われたのです。 

  当時、冬に日本に一時帰国して、6月から8月の間に日本への帰国が決まっていた

の  であまり時間もなくて、大変でした。 

  アメリカ人は、日頃ハンカチを使わず、備え付けの紙が普通でしたし、値段もそこそ   

こします。一個が＄１２で日本円では800円です。リサイクルの着物の端切れから作  

ったタイやショールは、¥4000円です。受講している英会話クラスでも自分で紹介す  

ると、英語の先生達も買ってくれました。 初は12枚くらい売れたのですが、妹が  

日本から預かってきた50枚を売り切りたいと思っていました。そこで、直接自分の  

友人達にメールを出し、支援をお願いしました。 後には、 

  50枚を完売しました。今後は、いろいろなところを再度訪ねて 

  お礼をいいたいと思っています。 先日ちくちくの会の5人の  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 メンバーを大阪に招待し、 

ゲストハウスのようなところで宿泊してもらい、地域の施設で、 

和布を使った洋服でのファッションショーもしました。   
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 四方：外国に住むと多くの日本人は、日本人のコミュニティーだけに行き、そこの人た   

ちとは親しくなっても、現地の人と交わらない人も多いと思いますが、高原さんご夫   

妻はいかがでしたか？ 

 S:公園でのボランティアでたくさんのアメリカ人と知り合い、英語のクラスでは、先生 

  や、外からアメリカに来た人たちと知り合い、そして南三陸の人たちとも知り合いに   

なれました。帰国してからも交流を続けたいと思っています。けれども、たはり続け   

ることはなかなか意識しないと難しいと思います。 

 

  ボランティア活動に絞ってBOSTONでの2年間を振り返っていただいた高原幸子さんで

すが、英語で自分自身を語る力がぐーんと伸びられたと感じました。誰でも英語を話す

地域に行ったらそうなると思いますか？どのようにして伸ばされたのかを直接お聞きに

なりたい方は、ご連絡ください。連絡先をご自身にメールを送っていただきますので。 

 

 
 

      お問い合わせ・連絡先 

    

  Office Com Junto 児嶋きよみ 

   E-mail：kiyomi-kojima@gaia.eonet.ne.jp 

    Tel：0771-23-6579 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 なにがはいっているのでしょうか 



〒621‐0008  

京都府亀岡市宮前町神前上長野2  

有限会社篠ファーム内 

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 

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などを入れて食べるといいです。 


