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ハバネロ友の会 会報 

 会員の皆様へ 

 

残暑厳しい折りですが、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

今年は京都も気象観測以来3番目に暑い夏を迎えたようです。 

 

その影響もあり、ハバネロなどの農産物は高温と水不足でダメージを受

け、花が咲いても実を結ぶだけの環境ができないので落花現象を起し、一

時期はほとんど実を付けない状態が続きました。 

しかし、ここのところ恵みの雨などもあり、少しは涼しくなってきていますの

で、ハバネロたちも一斉に元気を噴き返してきており、ハバネロを栽培して

いるものとしましてはほっと一安心しております。 

 
 たわわに実をつけた「カリビアンレッド」の亀岡・中村さんの畑です。 

 
 鈴なりに実をつけた「オレンジライプ」の亀岡・福岡さんの畑です。 

 

                               ハバネロ友の会事務局  
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亀岡市民新聞「ハバネロ」特集 
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 先日亀岡市民新聞で「ハバネロ」を取りあげていただき「特集」を組んでいただきま

した。 

亀岡新聞社さんの方でもこれだけの大掛かりな特集記事ははじめてと言うことですの

で、亀岡市内限定とは言えど、どれだけ盛り上がっているか想像していただけると思

います。 

 

亀岡の行政の長も応援原稿を寄稿いただけましたので、確実に亀岡特産として認知

の証と思っています。 

これから、起爆剤となり全国的に広がりを見せてくれると確信しておりますので、全国

におられる会員様におかれましては、ご支援ご協力の程よろしくお願いいたします。 

亀岡市民新聞者様のご好意で、転載を許可していただけましたので参考までに記事

内容を添付させて頂きます。 

◎ご熱心にご協力いただけました亀岡市民新聞社の竹内記者様はじめ、取材並びに

広告を快くいただけました皆様に改めて御礼申し上げます。 

                                     ハバネロ友の会事務局  
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 長～い夏休みも終わり、生徒たちも元気よく真っ黒に日焼けして学校へ帰ってきました。 

ハバネロもくっきり日焼けして“真っ赤っか” ということで、初めて実習で収穫しました。青

い果実の時に、試しにかじってひどい目に遭遇しているのに、忘れるのが早いのか、カメラ

を向けると思わず“がぶり♪”・・・・・・・ ひえ～ 

 

この後のことは想像に 

お任せします。 

 さてさて、このあと 

 このハバネロたちを 

 どうしょうかな・・・ 

そんなにかじって大丈夫？？ 
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この後のこと

は想像にお任せ

します。 

商工会議所青年部の近畿大会  

9月1日(土)商工会議所青年部の近畿大会があり、分科会(約60名)で亀岡市交流会館(亀

岡市宮前町)で熱烈「ハバネロ」トークをさせて頂くことになりました。 

 聴講していただきました皆さんには、100％「ハバネロ」漬けの生々しい内容でしたので十

分に「ハバネロ」についてお伝えできたと思っておりますので、少しでもファンが出来たので

はないかと思っております。 

｢ハバネロ｣に関しては人一倍思い入れがありますので、話をするなと言われても独りで

に言葉が出てくるので、されど1時間でしたが、私としましては、もっと喋りたかったトークで

した。質問も沢山頂き関心の高さに喜んで

おります。 

しかし、私ごとで恐縮ですが、2ヶ月前より

顔面麻痺を発症しており、お見苦しい面体

と口が歪んでいるため話しづらい状況で、

聴講いただきました皆様には少しご迷惑を

お掛けしたのではないかと、少々恐縮して

おります。 

 

          ハバネロ友の会事務局  



「花と緑の会」について Ⅱ 亀岡市内の花の拠点作り 
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                                   ハバネロ友の会会員 格畑 學 

亀岡市内の花の拠点作り 

 

各地に花の拠点を作りその点と点がつながり線となり、線が重なれば面になり亀岡全体が花と緑いっぱ

いの街になるとの思いから、クニッテルフェルト通り（ニチコン前）をスタートに亀岡市役所の玄関の柱に

ハンギングバスケットで立体的な花飾りをしました。当時では大変新しい手法で、亀岡市都市緑花協会

の主催で一般市民対象の講座が年２・３回開かれていました「花と緑の教室」で紹介されたのを取り入

れました。これは壁や窓辺など縦の面に花飾りをして楽しむ方法で、平

面に花壇を作らなくても花植えができます。ガーデニングの本場イギリ

スでは窓辺に色とりどりの花が植えられており道行く人の目を楽しませ

ています。 

つづいて、ガレリアかめおかの駐車場の花壇にはスタンディングバス

ケットで春につつじが咲いた後は緑だけの花壇にスタ

ンド形の大型バスケットに四季折々の花を植え一年を

通して変化のある美しい花壇にしました。市役所、ガレ

リアかめおかは市民や市外から多くの方が足を止めて

見ていただけるので、いろいろな花の寄せ植えをし、皆

さんの花作りの参考になるお手本をと会員が特に力を

入れていた所です。近年は、予算的に花の種類が少な

くなり単一になってきたのが少し残念です。 

次の拠点は、亀岡駅前通りの街路灯に亀岡オリジナル

の器具を取り付け、「吊り下げハンギングバスケット」と

柱に巻きつける「花明り」を使いました。最初は四季いろいろな花の寄

せ植えしておりましたが、自動車や歩きながら見ていただくことになるの

で、細かい寄せ植えより色の変化で見せる方が良いのではと、現在は

単色作り、白、青、赤、黄色などの色の並べ方を工夫しています。ニ

チコン前、市役所、ガレリアは自動散水器で毎日時間を決めて水やり

をしていますが、駅前通りは柱にあと付けの為その設備が無く、夏期

は取り外しております。 

これらの花植えはボランティア活動と言う

考え方ではなく、勉強の場として参加してき

ました。新しい花の名前、性質などを教えら

れながら皆で毎回与えられた花でデザイン

を考え植えつけております。ニチコン前だ

けでなく、春日坂交差点から西竪町の信号

までの広範囲を考えるのは他では経験の

出来ない良い勉強の場所です。次回はこ

の経験を活かして2000年の淡路島花博あ

との「奇跡の星の植物館」、2004年「浜名湖

花博」ほか、亀岡市外での活動報告をさせ

ていただきます。 
 
 

青いハバネロに泣

かされた！これも

仕事のうちか？  

ガレリアかめおかの花飾り

駅前通の花明り 

（街路灯の柱に取り付けたもの）  



 観測史上初と報じられるほどの猛暑が続き、本当にバテてしまいましたね。地球の温

度がじわじわ上がって恐いです。みんなで、本気で省エネ考えないといけませんね。 

梅雨には洪水のように水に浸かっていた畑が、明けたと思ったら、ほぼ１ヶ月間、雨が

全く降らなくなり畑はずっとカラカラ状態。 

あまりにも極端な気象条件で８月は植物にとっても本当に過酷な環境でした。 

畑を守るためには時々は水が必要です。水がなければ肥料も溶けず、いろいろな障害

が出てきます。この過酷な条件に耐え切れず他の唐辛子類はいろいろな病気にかかっ

てしまいました。 

そんな中でもハバネロは元気で一部の畑にオオタバコガの幼虫やアブラムシが発生し

た程度です。この蛾の幼虫がハバネロの実に穴を開けて喰い荒らしているんです。この

虫たちには味覚も神経もないんですねぇ。 

８月１０日から赤果を出荷し始めて、今は出荷量がどんどん増えていっています。樹の

大きさは1ｍくらいになりました。枝も横にいっぱい広がってきて沢山の実がついていま

す。 

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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実の重さに耐えられるよう 

枝１本１本を紐で吊るしていま

す。これで３段目です。 

まだまだ背が高くなるので 

4段目、５段目と吊るしていきま

す。 

大変な手間ですね。 

 
上からは見にくいですが 

下を覗くとこんなに沢山！！ 

下のほうの大きな実から 

どんどん赤くなっていきます。 
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8月始に生産者が集まって勉強会をを開きました。篠山には頼りになる物博士のような普及員さ

んがおられます。その方から面白い話がたくさん聞けました。 

 

今年のハバネロの葉は大きいと思いませんか？･･･確かに大きいんです。何故なら梅雨に殆ど

晴れ間がなかったのでできるだけ葉を大きくして光を集めようとしていたのだとか。 

水不足の時には、青い実がぽろぽろ落ち始めました。これも負担を少しでも軽くして身を守る為

の自己防衛本能とか。 

一口に唐辛子といっても、早生、中手、晩生といろいろあって、それにあわせて肥料の加減をしな

いと軟弱な樹に育ってしまい病気にかかりやすくなるとか。早生の品種の畑で病気が出たとき

に、元肥の与えすぎとの指摘を受けました。植物も人間も過保護より、スパルタ式 

の方が逞しく育つようです。 

ハバネロはやはり晩生の品種だということでした。どうりで春にはイライラさせられました。 

また、蕾みのついている位置で肥料の過不足がわかるそうで、蕾みから先に葉っぱが５枚あるの

がちょうどいい状態だそうです。枚数が少ないと肥料不足、多いと肥料過多だそうです。  

 畑を見たり、こんな話を聞いたりしていると、植物は生き物ということを実感します。 

条件に敏感に反応しつつ、環境に合わせて一生懸命生きようとして、何と健気なことでしょう。本

当に愛おしくなってきて、“頑張れー”と励ましたくなります。 

 人間のほうは甘やかされすぎてこんな野生がどんどん退化していっているような気がします。 

 

8月30日撮影      収穫中の大西理一郎さん 

 

お腹のでっぱりがつらそう･･･ 

ひざが痛くて･･･ 

などと言いながら、いつも沢山

収穫してもらっています。 

やっぱり大西さんが一番ですね

と褒めると、「そうかっ!」と 

うれしそうです。 



ハバネロ友の会 

おしのちゃんＵＳＡ 

 

サンフランシスコもそろそろ涼しく、

秋めいてきている。 

最も、寒流が流れ太平洋から流れ

来る風邪は一年中涼しい。 

 

アメリカは車社会で、どこに行くに

も車で移動する。 

僕は、おしのちゃんの「醤油」「ラー

油」「味噌」の3点セットは 

必ず各2個づつ車に常備しておく。 

そして、外食する度にマネージャー

か料理長を呼んでテイストしてもら

う。 

中華料理店、ベトナム料理店、メキシコ料理店、韓国料理店、その他多数。 

 

一言目にうまい！ と言った人からは絶対に連絡が来ない。 

レストランだけの評判を重視しているからだ。 

逆に、サンプルを少し下さい、どん

な調理法がありますか、などと聞い

てくれるシェフは、必ず後から連絡

が来る。 

 

辛い、という感覚にも人種差があ

る。 

メキシコ人はキムチを食べない。 

タイ人はタバスコを食べない。  

など等、人種によって 

味に対する、食文化と舌の進化が

異なるようで、一言で「辛い」とは 

くくれないものがある。  

 

アメリカは雑多な人種が生活してい

るので、これらの情報はまた 

引き続き、ハバネロ友の会のおしのちゃんＵＳＡから発信させて頂きます。 

 

Ｆｒｏｍ おしのちゃんＵＳＡ 

おしのちゃんＵＳＡ 
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朝日新聞のインターネット版「唐辛子への道 ハクタカ」 
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朝日新聞のインターネット版に 

取り上げられました。 

  

楽天市場店 

「唐辛子への道 ハクタカ」 

の記事です。 

  

もしよろしければご覧下さい。 

  

http://www.asahi.com/

shopping/column/master/

TKY200708070272.html 

 

   

  

白鷹ソース㈱ 

  

伊藤惣一 
 

投稿大募集中！！ 

会員の皆様、特に新しく会員になられた方は是非とも自己紹介をかねて、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。 

 

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 



                                   Ｋｅｉ－ＴＡＲＯ 

 

気がつくと、赤とんぼが飛び回る季節になっていました。日中はまだ

まだ暑い日が続いていますが、朝夕はめっきり過ごしやすい毎日です。先

日、見るとは無しにテレビをつけて用事をしていると、変に耳につく歌が流れてきました。

思わず手を止めてテレビに釘付けになってしまいました。こんな歌です。 

 

「かばとかばとでかばい合い～♪」「おしりとおしりでお知り合い～♪」 

 

さて、皆さんはお分かりでしょうか？そうです！「おしりかじり虫～♪」です。まるで夏バ

テしたような声で、ダラダラと歌い上げるナンセンスな歌。一見、バイキンみたいなキャラ

クター（実は妖精らしい・・・）が、バックダンサーを引き連れて、たらたら踊ります。今、巷

では子供たちを中心に、かなりの話題曲になっています。着歌ランキングでは、トップを

独走中だとか。この曲は、「ＮＨＫのみんなの歌」からのヒット曲で、国営放送にしては思い

切った内容になっています。この曲を歌っているのは「うるまでるび」というご夫婦の自作

自演曲。この「うるまでるび」とは、昔やっていたフジテレビの人気子供向け番組、「ウゴウ

ゴルーガ」のアニメーションも手がけた方々で、知っている人は「なるほど・・・」とうなずま

す。なんと言ってもインパクトがあるのが、「かじってナンボの商売だ♪」

とか言いながら、人のお尻をかじる「おしりかじり虫」のキャラクターです。 

 世間では、星の数ほどのキャラクターが存在します。その中から突出し

て、たくさんの人たちに覚えてもらうのは、並み大抵なことではありませ

ん。テレビや雑誌でよく見ていても、キャラクターの顔と名前が一致する

数は限られたものです。 

また、地方には地方限定のキャラクターが存在します。世間では「ゆる

キャラ」と呼ばれ、「ゆるいキャラクター」を略したものですが、国や地方

公共団体、その他の公共機関等が、イベント、各種キャンペーン、村おこ

し、名産品の紹介などのような地域全般の情報ＰＲ、当該団体のコーポレートアイデン

ティティなどに使用する、かわいい、やさしいキャラクターのことです。京都で思い出すの

は１９８８年開催の京都国体にあわせて作られた「未来くん」でしょうか。当時は、まちのあ

ちこちで松明（トーチ？）を持って走っていたものでした。（未来くんは、どこへ走って行っ

たの？） 

そして亀岡にも、「ゆるキャラ」は存在します。水の妖精（仙人じゃないの？）「すいと

ちゃん」です。「ガレリアかめおか」にいる人気者で、最

近では、ついに等身大の動く「すいとちゃん」が「すい

～すい～」と踊りだしました。やっぱりキャラクターは動

かないと・・・。 

そして、忘れちゃいけない、もう一人います。 

亀岡発信の「ゆるキャラ」さんです（ゆるくない？）。 

われらが誇る、激辛戦隊（？）「おしのちゃん」！ 

イベント用の着ぐるみの完成はいつの日か？。 

やっぱりキャラクターは踊らないと・・・ねぇ・・・。 
 

 「ハバネロ雑学⑦ キャラクターは踊らないと・・・」 
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や っ ぱ り キ ャ ラ ク

タ ー は 踊 ら な い

と・・・ねぇ・・・。 



ハバネロ探検隊Vol.１０        マニア・・・ 罰ゲーム 
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酷暑ε-(´ｏ｀;A アチィの夜、ヘ(￣―￣ヘ)))。。。フラフラァと立ち寄ったドラッグストアー 

お菓子コーナーでふと見ると(;￣―￣)…?なんじゃこれ(*゜・゜)ンッ? 

「罰ゲーム 全国2000通のリクエストにお応えして まるごと ハバネロたこやき ソース味 コーンスナッ

ク」。なが～っ・・・。ジャパンフリトレーの製品だ。 

まずパッケージのタコが怖い・・・ 

前に「元祖たこやき亭 罰ゲーム ソース味」という、普通のたこやきスナックの中にひとつだけハバネロ

味の激辛スナックを放り込んだロシアンルーレット的な罰ゲーム用スナックがあったけど、どうやら１つ

以外は辛くなくて、気づかなかった人のために、全部辛いたこ

焼きスナックが販売されたみたい。 

 

食べてみると・・・さすが本来罰ゲーム用に作られたものだけ

あって非常に炎炎炎>>(/ Q̃ ;̃;)/貝 カライ!! ( >_<)イヤッΣ(＞д
＜) イテーッッ!! たこやき味でもなんでもない。味なんてわかん

ない。本来罰ゲーム用で、「おいしい」ものをつくろうという意図

で作ったものじゃないだけに、それも当然・・・・・・かな。(?_?) 

余り見かけないので、マニアなお店しか置いてないかも・・・？ 

見つけたら罰ゲームお試しあれ！！ 

でも一人で食べるとむなしいよ～ん～(￣▽￣)うへへへぇ～ 

夏真っ盛り、亀岡市内で開催されていたあるイベント。 

隅っこにパンの販売コーナーがあった。 

(￣０￣;アッ( ・◇・)?(・◇・ )こ・これって・・・ 

少し前まで、SATY亀岡店で売られてたハバネロピザパンが 

あるじゃん・・・・最近ラスクしか売ってなかったし・・・ 

久々、食べちゃお～っと！！m(￣○￣)mアーン♪  

一口目はフツーのピザパンだ。ヾ(@⌒￢⌒@)ノ ウマヒィ ｂ 

ぜんぜん辛くない。 

だけど、だんだん口の中で辛さ（ヒリヒリ）が蓄積されてくる。 

うーんやっぱり本気で炎炎炎＞( Q̃ ;̃;) ヒィィイ!!カラィィイイ!!  

やっぱヾ(@⌒￢⌒@)ノ ウマヒィ ジャン～♪ 

冷たいビールをゴクゴク ⊂(  ̃ )三U(((>o<))) プハァーシビレルゥーって飲みたい気分 

 (゜―゜;)(。_。;)(゜-゜;)(。_。;)ウンウン満足、満足 

いつでも買えるようになってホシィッナ～☆O(＞ ＜)o☆o(＞ ＜)O☆ホシィッナ～ 

 

ベーカリー＆カフェ｢ぱすてる」 

http://www.eonet.ne.jp/ s̃hokaen/sub7.htm 

営業時間 午前１０時～午後４時  

営業日：平日 月～金 

〒621-0018 京都府亀岡市大井町小金岐北浦16 

かしのき・ワークスおーい内 

ベーカリー＆カフェ「ぱすてる」 

ハバネロ探検隊Vol.１１         まぼろし？ハバネロピザパン 



〒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 

会報誌に是非会員皆様のご紹介をさせていただこうと考え

ておりますので、皆様の積極的なご参加・ご投稿をお願い

いたします。 

 また、事務局からお願いすることもあると思いますがその

節は、ご理解の上ご協力の程よろしくお願い致します。     

尚、編集等の都合により、毎月末が翌月の会報誌の原稿

締切りとさせていただきます。 

 

事務局としてまだまだ不慣れな点等ございますので会報誌

や会の運営など、ご意見・ご提案などございましたらお気軽

にご連絡お願い致します。 

 

ハバネロ友の会 事務局 

 つくり方 

 

茄子を縦に3等分する、それをラツプに包

みレンジにかける、ボールにマヨネーズハ

バネロ味噌をまでておく 

鳥ミンチは炒めておき、マヨネーズハバネロ

の中にいれる。 

茄子を天パンに並べ、上に鳥ミンチを入れ

たマヨネーズを掛けて、オーブンで 

焼く。（オーブンの温度180度で10分ぐら

い。） 

「茄子の変わり田楽」 
 

材料 

 

茄子  2個 

鳥ミンチ 

    ５０グラム 

マヨネーズ 

  大さじ3～４ 

ハバネロ味噌白3倍 小さじ１ 

 

ハバネロ料理コーナー 

投稿大募集中！！ 

会員の皆様、特に新しく会員になられた方は是非とも自己紹介をかねて、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。 

 

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 

事務局より 


