
ハイライト： 

 ハバネロも順調に

育っています。 

 会報はフレッシュな

話題いっぱいです。 

事務局より近況報告 

ハバネロ友の会 事務局 
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ハバネロの果実が発売と同時に会員さんの友情出演で、作詞・作曲していただきまし

た「ハバネロソング」を流通関係者に売り場で流していただけるように現在仕掛けてお

ります。 

ハバネロ果実と共に売り場で流れていたらどんなに楽しいでしょう。 

きっと近い将来、来店される消費者の方が皆さん口づさんでいただけるのを夢見てい

ます。 

皆さんも紹介頂けそうなところがありましたら是非お勧めください。 

右記のアドレスからお聞きいただけます。 

http://www.shinofarm.jp/habanero_song.htm 

 

また、ハバネロを使った商品もいまだ多くのメーカーから発売され、ハバネロパワーで

衰えを知らない状態が続いており、流行だけに終わらず、「このハバネロだけはちょっ

と違うぞ！」と言う感覚で大きな需要に繋がっていく予感をしております。 

・・と言いますのも、私のところでも多分に漏れず1ヶ月に1品目の商品発売を重ねてき

ておりますが、常に注目され、各方面で活躍のシビアなシェフに試食していただき、リ

サーチしておりますが、全員、口を揃えておいしいと言う反応が返ってきますので、む

しろこちらが不安になる場合もあるくらいで

す。 

 

更に、マスコミからの引き合いも強く、先日

(6/22)にもKBS京都の「de ちゅう」の生放送

でしたが6分間ハバネロを紹介していただけ

ました。 

その他、読売テレビ「食べごろまんま」日本

テレビ「思いっきりテレビ」テレビ大阪「みみ

よりぃ」など引き合いも来ております。 

マスコミの広がりは、広告料を払って放映す

るより宣伝効果も大きく常に話題性のある

「ハバネロ」ならではと思っております。 

                                  ハバネロ友の会 事務局 
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会員の皆様いつもお世話になります。 

ハバネロ友の会を発足し、早や6ヶ月が経ちました。 

お蔭様でハバネロフェアの開催や会報も多数の皆様のご

協力で内容も充実出来、ますます広がりを見せてくれる

ことと楽しみにしております。 

今年のハバネロの栽培の方は昨年と違い、気象変化も

少なく、今では花が咲いて小さな実を結んできておりま

すので、今年は中頃から収穫が始まり、昨年以上の収量

が見込めるものと思っております。 



鹿肉の燻製 ハバネロ風味 

今年は３カ所に、オレンジとレッドサ

ピナを栽培してます。全部で６０株。写

真はレッドサピナ・・・可愛らしい実がつ

きました（今はとても大人しげ・・・） 

生徒も実が出来はじめると、興味が

増してきました。色づき始めるごとにど

んどん増していくでしょう。今まではあ

まり加工が出来なかったのですが、今

回は生徒たちと何かを作ろうと考えて

います。ポップコーンも栽培しているの

で、「ハバネロポップコーン」とかいかが

でしょうか！？ 

梅雨にも負けず♪♪ 

ル袋に入れると良い） 

 二 鹿肉を約３センチ巾の輪切りにして入れ

よく混ぜる。 

  

約３キロでしたから、３倍の液を作り、その中

にハバネロを半分、微塵切りにして入れる。 

２～３昼夜冷蔵庫にて寝かせる。その間数

回、よく混ぜる。 

  

取り出した肉を水洗いし、冷蔵庫に入れ１昼

夜乾燥させる。 

  

約５時間、６５℃～７０℃で乾燥させる。 

  

約２時間、８０℃で煙

をかける。 

  

取り出した後は１日常

温で保管。 

  

以上で出来上がりです。 

  

ほど良い辛さで出来上がりました。皆さんもお

試し下さい。       

 

 

             花と緑の会  格畑學 

今年、私が燻製の料理を

楽しんでいることを聞かれ

た猟師さんから数回の鹿肉

の燻製依頼がありました。 

今年の禁猟になる数日前

にこれで禁猟になりますの

でと３キロの肉を持ち込ま

れました。 

最後だから少し何か変えて

見たいと思い、ハバネロを使うことにしまし

た。 

その時のレシピをお知らせします。皆様のご

意見をお聞かせ下さい。 

  

1. 鹿肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ｋｇ 

2. 水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２００ｃｃ 

3. 赤ワイン・・・・・・・・・・・・・・・・・５００ｃｃ 

4. 三温糖・・・・・・・・・・・・・・・・・１００ｇ 

5. 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００ｇ 

6. ガーリック・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ１ 

白胡椒、ナツメグ、タイム・・・・少々 

  

 イ 鹿肉は、脂、筋をとりきれいに水洗いを

して、水気をふき取っておく。 

 ロ 水に、④、⑤、⑦を加え数分沸騰させ

る。後、濾して常温まで冷ましておく。 

 ハ ロの中③、⑥を加えよく混ぜる。（ビニー
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皆さんもお試し下さ

い。 



おしのちゃんＵＳＡ便り 

ハバネロ畑からの近況報告    篠山市「くの一農匠」特派員より  
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まさに梅雨っ！！という日が続いていますね。人間にとってはだるーい、しんどい季節ですが、植物

にとっては恵みの季節。 

今年の雨は結構、思い切り良くダーッと降ってくれますがカーッ

と晴れるところまではいかなくて“もう少しお日様がほしい～”と

ハバネロ達は言っているような気がします。この時期、篠山の農

家は黒豆の定植の真最中。 

その間ハバネロはほったらか

し？・・・いいえ、よく肥えた土から

栄養をもらって 

自分でぐんぐん成長しています。 
 
 
 

 
 

 

決して、大袈裟に言っている

訳ではありませんよ。 

おしのちゃんは、世界を制し

ますので、よろしくです。 

 

画像などもお送りしたかったのですが、明日から

日本への出張準備の為、送れませんでした。 ご

めんなさい。 

今後、サンフランシスコのゴール

デン・ブリッジや、ニューヨークの 

自由の女神などに「おしのちゃん」

のノボリを掲げた画像をお送りしま

すので、楽しみにしていて下さい。 

 

おしのちゃんは、今年からＵＳＡ、

いや世界も活躍しますよ！ 

おしのちゃんＵＳＡ便りです。 

ハバネロ友の会のみなさまお元気ですか。 

 

アメリカはご存知の通り、多種多様の国籍の人々が

生活しています。 

ですから、アメリカ合衆国、合わさる民の国、という

意味です。 

うまいこと日本語を名づけたな～、と思います。 

 

国や人種が違えば、当然 食文化も違ってくるので

すが、さすがわ「おしのちゃん商品」です。  

これまで、アメリカ在住のメキシコ人、韓国人、タイ

人、中国人、ヨーロッパ系統の方々に、おしのちゃ

んの醤油、ラー油、味噌などを食してもらいました

が、皆さんに気に入って頂き、これはどこで買える

のかなどと大好評です。 

5/29 定植したばかりの頃 

6/29撮影 大西理一郎さんの畑 

今年のハバネロはとても元

気すくすく順調に育ち、なん

の病気もしていません。 

ただ、根きり虫までもが元気

で何本か倒されてしまいまし

た。 

背が25ｃｍになりました。

茎も太くなって大分、逞しく

なってきました。 

どの樹も花が３輪ほど

ついています。 

実が出来て、赤くなるには

あと何日･･･まちどおしぃ～ 



 

Chilli（Chilliぶろぐ主催）  http://chillipepper.blog65.fc2.com/ 

 今年２月、ギネスブックに世界一の激辛唐辛子として

登録されたBhut Jolokia。篠ファームさんでも100組

300株の苗があっという間に売り切れとなり、この夏は

レッドサビナと並んで全国の激辛好きを楽しませてく

れることになるかと思います。  

ハバネロ通常種の約３倍、レッドサビナと比べても２倍

近い辛さを持つという凶器にも等しい唐辛子をドライで

入手して、一足お先に味見をしてみました。残念なが

ら生ではなくドライ――とはいっても半生で状態は良い

とは言えないものでしたが――での入手でしたので、フライパンでから煎り後にミルで粉砕。パ

ウダー状態にして試食することにしました。結果から言いますと……辛さに関しては期待を裏切

らないものでした。スパイスを使って完全に手作りし

たカレーを小皿にとりわけ、一人前に耳かき２杯分ほ

ど入れて試してみたのですが……結果は思わず声

が出るほどの辛さ！ 乾燥状態

だったので香りは乾物臭に消され

た形となっていましたが、それでも

Capsicum Chinense特有の芳香を

兼ね備えていることは確認できま

した。ハバネロやレッドサビナほど

フルーティーな香りを持っているのかは実際に生のものを収穫するまで判りま

せんが、かなり期待しても良いのではないかと思います。勿論調理する際に

は手袋＆マスクを装着することを忘れないようにします（笑）。 

 もしインターネットを使える環境があったら、是非このページをご覧になってみてください。 

http://www.ndtv.com/convergence/ndtv/videos.aspx?id=5897 

 

 インドに住む25歳の女性がBhut Jolokiaの大食いにチャレンジした時のビデオが視聴できま

す。こんな無謀なチャレンジをするだけあって普通の人とは味覚も痛覚も違うようでなんと目に

すり込んだりもしています！ 世界は広いなぁ…とつく

づく感心させられてしまいますね。 

 人間にとってはうっとおしいばかりの梅雨ですが、唐

辛子達は真夏に向けて着々と花芽を付けている最

中。１日も早く生の唐辛子を味わいたいなと切望して

いる自分のように篠ファームさんの唐辛子販売を待

ち望んでいる人も多いのではないでしょうか？ 次号

の会報が届く頃にはフレッシュな実を楽しめることを

願っています。 

「ギネス世界一は伊達ではなかった!? Bhut Jolokiaを試食！」 
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「印象に残るような

文章を読者の目を

引くよう、記事の中

から選びここに記入

します。」 



会員自己紹介 
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会員の皆様、是非とも投稿コーナーに寄稿してください。 
いつでもＯＫ！．気が向いたらメールや郵送・FAXで事務局宛に送ってください。 

(毎月末日が締切り日です。) 
皆様からの投稿をお待ちしています。 

今月号も多くのご投稿ありがとうございました。 

続編等もよろしくお願いいたします。 

 

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   fax0771-24-7885 

                      氏名： 浅井幸広 （会員番号0055） 

 

 某商社に勤務しております浅井と申します。 

 

食料自給率の低下が深刻となっている日本ですが、国内産地は将来の生

活を支える大切な基盤であります。 ただそれを維持するだけでは将来性

が乏しく、産地ならではのユニークな事業を打ち立てることが今後の課題と

なっております。 

 

 先日 高田社長を訪問させていただき、ハバネロを主軸としたユニークな発想と事業展開に感銘

を受け、即座に入会させて頂こうと考えた次第です。 

 

 現在、商社にて食料全般を取り扱いしており、全国一の流通網を利用した食材の

販売を手がけております。 自身、インドネシアに10年駐在した経験をもち、現地

の’’チャベ’’なる緑色の唐辛子を毎日食しておりました。いまだにその味が忘れら

れず、日本各地のインドネシア料理店を探訪しております。 

 

 唐辛子は決して主役となる食材ではありませんが、脇役となるのでなく、食した人

の人生のスパイスとして脳に刻み込まれ、まるでウィルスのようにその人の食感を

変容させ、それが宗教のように広まる特異性があります。 

 

 高田社長に洗脳された私としては、皆様と一緒にハバネロ教を布教して参りたい

と考えております。 

ハバネロ教を布教

して参りたいと考

えております。 

投稿大募集中！！ 



 

祇園祭のコンチキチンが京の街中に流れ出しました。これを

聞くと「もうすぐ夏」。でもその前に、もう少し続く、シトシト・・・ジメ

ジメ・・・の季節。「梅雨（つゆ）」です。６月から７月にかけての長

雨の時節の事を言い、日本で「つゆ」と呼ばれるようになった由来は、「露（つゆ）」からとも

考えられますが、梅の実が熟し潰れる時期であることから、「潰ゆ（つゆ）」と関連付ける説

もあります。北海道を除く日本、中国の揚子江流域、朝鮮半島南部に特有の現象で、語源

は、この時期は湿度が高く黴（カビ）が生えやすいことから「黴雨（ばいう）」と呼ばれ、これ

が同じ音の「梅雨」に転じたという説。この時期は梅の実が熟す頃であることからという説。

この時期は“毎”日のように雨が降るから「梅」という字が当てられたという説もあります。い

やいや、もっと単純に、普段の倍、雨が降るから「倍雨」・・・。これは違うかぁ・・・ 

 この季節が過ぎれば、灼熱の太陽が降りそそぐ「夏」がやってきます。夏はやっぱり「激

辛」の季節。（冬にもそんな事を言っていた記憶もありますが・・・最近、物忘れが激しく

て・・・ボケの始まり？）。 

 栄養学的に、ハバネロの辛味成分「カプサイシン」は、食欲増進や、血行促進の効能が

あります。ピリッとした辛さに、思わず顔をしかめてしまうほどですが、これがまた何ともた

まらず、やみつきになってしまい食欲をそそります。この「カプサイシン」には、さまざまな

効能効果があります。その一つがダイエット効果で、発汗を促し、体脂肪

を燃焼させます。他にも、食塩の嗜好を低減させる減塩効果や、免疫力

をアップさせる効果があるといわれており、夏風邪をひかないための大切

な役割も果たしているのです。また、夏バテを解消する立派な効能もあ

り、殺菌効果と共に胃を丈夫にする効果があると言われています。もちろ

ん辛くて汗をかけば新陳代謝も良くなる。食欲がないと言う人も、ピリッと

辛いものなら何となく食べられる。食べれば胃も元気になってモリモリ行け

る。  

 この大活躍の「カプサイシン」は、脂溶性の無色の結晶で、摂取すると受

容体活性化チャネルを刺激し、実際には温度は上昇しないものの、激しい発熱感をひきお

こします。この機構はメントールによる冷刺激と同様の効果があります。体内に吸収された

カプサイシンは、脳に運ばれて内臓感覚神経に働き、副腎のアドレナリンの分泌を活発に

させ、発汗を促します。発汗することにより、体温調整がなされ、涼しく感じる。つまり、暑い

夏を乗り切るには、やっぱり「激辛」ではないでしょう

か？ 

 

 今年のこの夏は、おしのちゃんと「ひと夏の経験」？ 

「誰でも一度だけ 経験するのよ 誘惑の甘い罠・・・」 

食べすぎには、ご注意を！  

Ｌ・Ｏ・Ｖ・Ｅ！ 百恵チャン！ 

 

                        Ｋｅｉ－ＴＡＲＯ 

「ハバネロ雑学⑤ おしのちゃんと「ひと夏の経験」？ 
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「誰でも一度だけ 

経験するのよ 誘惑

の甘い罠・・・」 



ハバネロ探検隊 Vol.8    早速挑戦だ！！ 

ハバネロ探検隊 Vol.7   函館の味 
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坂の町の洋館 

函館の元町を散策。 

梅雨の無い北海道はε-(´ｏ｀;A アチィくらいの日差しに、 

結構強めの浜風が吹いている。 

おっ！！かわいいお店！！(￣―『＋』)発見!! 

覗いてみるとそこはソーセージやさんだ。 

函館Carl Raymon・・・(;￣―￣)…ン?聞き覚えが・・・ 

あっ！！昨夜浮かれたビアホールで食べたおいしいソーセージ、ここか！！！ 

手作りソーセージが冷蔵ケースに並ぶ。旨そう。C(・。・) ちょこっと試食。 

ベーコンうん～ま～いいいいいい！！！サイコー♪ｖ(￣(││)￣)ｖ♪ブヒブヒ 

ハムもヾ(´〇｀)ノアーン…！！モグモグ。  

(;￣―￣)…ン?ハバネロサラミ？？？  これ買ってみよう。 

早速薄くスライスして～～ヾ(´〇｀)ノアーン…((((´～｀)モグモグ……(´―;｀)フゥジューシー(;￣―￣)…

ン?。。。。炎炎炎＞( Q̃ ;̃;) ヒィィイ!!カラィィイイ!! 

これは効く！！いつまでも口の中が(;´д｀)ゞ アチィー!! 

ジューシーでさっぱりしておいしいサラミにパンチの効いたハバネロ味・・・

なかなかやるな！！カール・レイモン 

 

函館Carl Raymon レイモンハウス元町店 

北海道函館市本町３０－３ 

H.P http://www.raymon.co.jp 

６月号会報をチェックしてると、(^・ω・^)…..ンニュニュ?これは・・・・ 

超暴君ハバネロだと～～・・・これは・・ε=ε=ε=ε=( *￣▽)ノノ ¦¦コンビニ¦¦ 

早速m(￣○￣)mアーン♪ 

おお、サイズが2倍。大きくなってなかなか食べ応えがあるぜ～ 

うまい。辛さは１．５倍らしいがそんなに強くなった感じはしないが、食べごたえ感がおいしい。 

最近辛さに鈍感になってきたのでは・・・・不安 

(￣_Ｊ￣)ん？来た～炎炎炎>>(/ Q̃ ;̃;)/貝 カライ!! 

ついつい手が伸び食べてしまう。やけに癖になるスナックだ。 

一緒に買ったスパイシータコス味もひとつ・・・・ 

こっちの方がすっぱさが加わり、刺激が強い気がする。 

Ｔａｇ的には、超暴君ハバネロのほうが好きだ。 

ギザギザカットに変わり、サイズも大きくなった超暴君ハバネ

ロ・・・ 

Ｔａｇは超こいつが気に入ったぜ！！ 

種類がどんどん増えていく暴君ハバネロ・・・こいつはあなどれ

ない。 

 

東ハト 暴君ハバネロ  コンビニやスーパーで販売中 
http://www.tohato.jp   http://tgw.st（携帯サイト） 
Ｔａｇのはまった暴君ハバネロ暴大入試もあるよ～！！ 
 

ハバネロ探検隊は

今日も行く・・・・ 

炎炎炎＞(~Q~;;) 

ヒィィイ!!カラィィイ

イ!!  
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事務局より 
 

この会は皆様の思い入れとご協力で成り立っている

ものと考えておりますので「ハバネロ会報誌」をご活

用いただき、自分の紹介やハバネロにまつわる話、

自社の新商品の紹介など、どんなことでも結構です

ので、ふるって投稿をお願いいたします。 

 

また、「ハバネロ」に関心がおありな方がおられまし

たら、お声をお掛けいただけましたら幸いです。 

どんどん、「ハバネロ仲間」の輪を広げていきたいと

思います。 

 

これからの時期は、日に日に気温が上昇して「ハバ

ネロ」はすこぶる元気になりますが我々は逆に凌ぎ

にくなって参ります。 

 

会員の皆様におかれましては、十二分にお体をご

自愛ください。 

                     

                ハバネロ友の会 事務局 
 

ハバネロ友の会 事務局 

 

作り方 

 

玉葱は微塵に切り、布巾に包み塩を入れも揉

みながら、パセリも微塵にしたのも入れもみな

がら水の中で洗い流す。 

 

胡瓜は、サイコロにきる、トマトはスライスする。 

 

皿に、トマト、鰹、を盛り上に玉葱、パセリを載せ

て 

盛り付ける、食べるときに、ハバネロ醤油を掛

けていただく。 

 

今回は、ハバネロ醤油の食べ方を、鰹の代わり

に、鳥のささ身とか、マグロとかも会いますよ。 
 

鰹のたたき 
 

材料  

 

鰹、刺身で売てる品 

玉葱、 

胡瓜 

トマト、パセリ 

塩 

ハバネロ醤油 

ハバネロ料理コーナー 


