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ハバネロ友の会 会報 

 会員の皆様へ 

 

新年明けましておめでとうございます。 

今年は「ハバネロ友の会」は色々なイベントや情報交流など

一層の飛躍を考えておりますので、皆様のご指導ご支援を何卒よろしくお

願いいたします。  

                               ハバネロ友の会事務局  
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引き続き会員継続お願いいたします。 

誠にお手数ですが、月末までにお近くの郵便局で「郵便振替(払込取扱票)」

にて送金をお願いいたします。 

＊口座は 00900-7-122727 ハバネロ友の会です。 

払込み手数料は皆様の方でご負担ください。 

併せて、この機会に「ハバネロ」に関心を持たれている方々にも参加してい

ただけるよう働きかけていただけましたら幸いです。 

【記入見本】 

引き続き会員継続お願いいたします。 



昨年の12月中頃にサンテレビの取材を受けました。 

(放映は1月18日(金)PM9:30～) 

布川敏和さんと熊谷奈美さんが「ハバネロ」について探訪するという

企画内容です。 

場所はへき亭さんの料理をいただきながら、ハバネロ商品を食べて

二人が「ひゃー辛ぃー!」など言

いながら、どんどんはまってい

く姿を捉えた内容になっています。 

へき亭の女将さんも、うまく対応されておりましたの

で、効果抜群でハバネロの啓蒙に繋がったのでは

ないかと思っております。 

 

    放映後はDVDを送ってもらいますので、必要

な方はコピーしてお渡しできると思います。

依頼ください。 

下記がサンテレビ番組のホームページアド

レスです。 

http://www.dokoiku-plus.com/pages/list/

tv/q18-04.htm 

 

          ハバネロ友の会事務局  

 
  

ハバネロ栽培のご報告 
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 今年もハバネロの栽培計画を立てておりますが、昨年以上の生産を目指し、生産者の

方々との信頼関係の構築を前提に進めて参りたいと思っております。 

 

新しい取り組みとしましては、昨年２月に世界一辛い唐辛子としてギネス更新しましたイ

ンドアッサム州原産の「Bhut Jolokia(ブフット・ホロキア)」がレッドサビナの577,000スコ

ヴィルに対して1,000,000スコヴィルと約２倍の辛さをレコードしていますので、少し栽培

してみようと思っております。 

しかし、「Bhut Jolokia」はハバネロがインドに渡り、更にその土地風土に合わせて改良さ

れた品種ですので、ハバネロの姉妹みたいなものです。 

                                        ハバネロ友の会事務局  

サンテレビ取材  
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京都ハバネロの里より 

■大丸京都店で１／９(水)から１５(火)まで京都府物産協会主

催で「京の味めぐり技くらべ展」が開かれております。「京都ハ

バネロの里」もお声をお掛け頂き今年から参加をさせていただ

くことになりました。 

やはり、新規性や話題性があることから「京都特産」として広告

などに大々的に取り上げていただいております。 

■また、先月号にもご紹介させて頂きましたが『おしのちゃんハバ

ネロ酒』もこのイベントに合わせて販売することが出来、来場者の

方々に試飲をして頂いており、激辛の驚きと、ハバネロの風味に評

価を頂けております。 

＊「おしのちゃんハバネロ酒」にご興味のある方は下記までお問い

合わせください。            

 

品名 おしのちゃんハバネロ酒   容量 500ml 

メーカー希望小売価格 １，３６５円(税込み)   

 株式会社北川本家 

 ご担当 販売促進部長 北川 正人 様 

 京都市伏見区村上町370-6 

■おしのちゃんハバネロ栽培セット企画 

おしのちゃんシリーズとして、今回栽培セットを企画い

たしました。 

これだけでハバネロの栽培が出来、果実をならせて楽

しむことが出来ます。 

＊今のところ、発売予定は2月上旬で調整しておりま

す。 

正式に企画がまとまりましたら改めてご報告させて頂

きます。  



明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

 

 ２００５年より開催しております、オープンガー

デンを今年も開催します。(５月第３土、日予定) 

 

 亀岡の街には花や緑を愛する人々が街や庭に

花を植え、豊かに過ごしていらっしゃる方が沢山

いらっしゃいます。こうして豊かに生きる人々が

一人でも多く参加していただき、その庭に皆さん

を招き、花を介したおしゃべりの輪があちこちの

庭で広がり賑わいのある街なって行くことを願っ

て２００５年より開催を続けてきました。今年で４

年目を迎えます。 

 最初の２年間は、オープンガーデンハンドブックを制作し、各お庭を紹介してきましたが、

その費用は小さなボランテアグループでは負担しきれず、昨年はマップに切り替えました。

あまりにも広範囲のため詳細な地図にならず評判のよろしくなかったので、今年は各方面に

ご協力をいただき何とかガイドブックを復活制

作したいと考えています。 

 

 ２年間の実績が認められ、昨年度はオープン

ガーデン先進地では既に行われている巡回バ

スの運行を亀岡市の協力で実施することが出

来ました。亀岡市民や、年々増えて来ている京

都市内や近郷からの皆さんには大変好評で毎

便満員で積み残しが出たほどでした。 

 

ハバネロ友の会の皆さんも是非ご参加、ご協

力をお願いします。 

 

 

 

 花と緑の会Ⅵ 
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オープンガーデンで個人の庭を見学する

皆さん 

 お問い合わせは、 
 

   格畑 學    
 

 〒621-0806 亀岡市余部町下条５０  

 携帯番号 09043032622 



 

２００８年は！ 
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こんにちは、ツイている私です。2回目にして丹波から離れてしまいました

が。。。 

先日、友人と有名な喫茶店に行ってきました。「珈琲インペリアル」というものを

試してみると、ドンドン膨らむ！すごい勢いで。その結果がこの写真です。 

膨らめば膨らむほど願いが叶うと言われています。マスターにも「バッチリだね」

と言われ、「よし！がんばろう！」と改めて決意しました。 

うさんくさい雰囲気の写真に見えるでしょうが、これが現在の私の運気のようで

す。 

最高に膨らんでいます。 

皆様と少しでもこのツキをお分けで

きればと思い、今回はこの写真を

選びました。 

2008年はより一層ハバネロの友の

会の発展の年となるよう心より応

援し、ご協力したいと思っておりま

す。 

 

本年もどうぞう宜しくお願い申し上

げます。 
 

皆様と少しでもこ

のツキをお分けで

きればと思い、今

回はこの写真を選

びました。 

富山県南砺市福野から一泊で２２名バス

にて見学に来ていただきました。  

オーナーさんと情報交換 



 Chilli（Chilliぶろぐ主催） 

http://chillipepper.blog65.fc2.com/ 

 通常日本では唐辛子の栽培は春から晩秋にかけて行われ、冬の間は端境期となるの

が一般的です。唐辛子に限らず夏野菜は寒さに弱く、霜に当たれば枯れてしまうのはご

存じの通り。その為農家の皆さんは早めに収穫を終え、冬野菜に切り替えるのが一般的

と聞きます。しかしこの唐辛子は実は多年草だということをご存じでしょうか？冬でも気

温が高め、土の表面が凍り付かない程度の地域であれば２年、３年、そして５年でも生き

延びることが出来るのです。日本の場合、九州以北で冬越しをさせる場合にはそれなり

に処置が必要となる為に数年前までは殆ど知られてなかったことですが、４年ほど前に

ハバネロが海外でもブームを迎えた頃、インドアグロアーからの成功報告がインター

ネットで報告されたことを機に日本でもトライする人が急増してきたのです。 

 北欧の唐辛子マニアの多くは12月に種を蒔き、4月まで室内栽培をして苗を成熟させ

ておき、暖かい時期（とても短い期間だけですが）が訪れてきたら一気に開花～結実に

持ち込むことをベストな手法としています。冬越しの基本的な考え方もこれと同じで、ま

ずは年度末に収穫を終えた株をバッサリと刈り込んでしまい、休眠状態にしてしまいま

す。 

休眠は基本的に光の直接当たらない場所に置きます。そして根が枯れてしまわない程

度に水を与え（反射光程度の暗い場所なら週にコップ２杯程度で充分です）陽射しが暖

かくなって屋外でも枯れることのない気温（最低気温10～15℃程度）になったら徐々に

光に鳴らしていきます。上手く枯れずに目を覚ますことが出来た株は、２週間もすれば

新芽を展開させます。 

 

「４月に陽を当て 

始めた冬越し株」 

 

 

多年草としての唐辛子  
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 注意しなくてはならないのは、冬越しの支度をする際に、調子を崩すまで屋外で放置していると

疾病が発生してしまうことがあります。かといって早すぎると新芽がすぐに展開してしまうので、時

期を見極めることが最も大事な部分となります。 

 しかしここさえクリアーできればあとは簡

単。暗すぎない程度の場所に置き、時折水

を与えて様子を観るだけの手間をかけれ

ばでかなりの確立で生き延びてくれるので

す。 

 

「夏本番を間近に控えた7月。すでに数多く

の実が結実中」 

 

『わずか数百円で苗が買えるのにわざわざ

手間をかけて冬を越させる意味がある

の？』という質問を良く受けますが、冬越しの最大のメリットは２つあります。まず育苗期を飛び越

し、葉が展開した時点で開花に持ち込めること。周囲の気温が低ければ仲々実が付いてくれませ

んが、タイミング良く咲いてくれれば通常の倍、もしかすると３倍近い収穫も可能です。加えて株

が充実している為に結実する数も増えてきます。特に今年注目を集めるであろうBhut Jolokia、

Dorset Nagaは「二年目を迎えた株はとんでもないことになる」との報告が世界的に有名な唐辛

子 研 究 サ イ ト“Fiery-

Foods.com”で報告されてい

ます。勿論手間や場所の問

題もありますが、これまで４年

間冬越しを繰り返してきて

『手をかければそれに見合う

だけの価値がある』と言って

も過言でないと考えていま

す。栽培家の方は是非トライ

してみてください。 

 

 

『８月の収穫期を迎えた２年

目のハバネロ・オレンジ』 

 

 
１１月１２月号とChilliさまの記事に誤植がございました。 

ここに訂正してお詫び申し上げます。    編集担当者 



明けましておめでとうございます！！ 

2008年もいよいよ動き始めています。今年も皆さんの力で「ハバネロ」を亀

岡から発信していきましょう。 

 さて、私は年末年始に実家のある山口県周南市に帰省しておりました。亀

岡では一人暮らしをしている私にとって、自動的にごはんが出てきたり、炊

事洗濯もしなくていい実家は夢のような場所で、文字通り「食っちゃ寝、食っ

ちゃ寝」を繰り返しておりました。おかげで５日間ほどで３キロも体重アップ！！（汗）実家

は、夢のような場所である一方で、人間をここまでダメにする空間なのかと思い知らされ

ました～（涙）まあ、たまにはこういうダメな生活もいいかもしれません。 

 さて、いくら亀岡から離れているとは言え、ハバネロのことは忘れませんよ！！土産に

「ハバネロ商品」をしこたま持って帰り、家族、親戚に広めまくりました。「おしのちゃん」を

見て「こわ～い、妖怪人間みたい」と大変失礼な事を言った母はハバネロ味噌が、「ハバ

ネロなんて辛いばっかりで食えるかっ」と言っていた父は「ハバネロ醤油」がそれぞれ気に

入ったようで「イケる」と連呼していました！！（笑）山口県でもハバネロはよく知られてい

るようです！！しかし、京都ハバネロの里シリーズや亀岡の新名物だということは知らな

かったようで感心していたようです。新たなブームの火が山口に飛び火するか、楽しみで

す！！何はともあれ、今年もハバネロのように熱く頑張りましょうね～！！ 

 さて、辛いものがとにかく好きな私ですが、先日、「天下一品」にラーメンを食べに行き

ました！！私が御用達なのは、桂店です。だって、ここにはその名もズバリな「赤ラーメ

ン」っちゅーやつがあります。  

 ↓これがソレ 

 

 こってりラーメンの上

には「これでもかっ」と

言わんばかりの唐辛

子がかかっておりま

す！！天一のこってり

スープに唐辛子はピッ

タリ合うんですよね～

これが。 

 ぜひ、ハバネロラー

メンを開発したいもの

です。 

 正 月 か ら 食 っ ち ゃ

寝、食 っ ち ゃ 寝 の 私

は、新年一発目のコラ

ムも食い物ネタでした

（汗） 

こんなん書きましたけど・・・＠はかせ記者 
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おしのちゃんハバネロ酒できました。 
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                                Ｋｅｉ－ＴＡＲＯ 

 

新しい年を迎えて、いかがお過ごしでしょうか。今年は「子（ね）」

の年。実は私、何を隠そう、ちょっとめでたい「年男」なんです。今

年は身辺に変化が起こりそうな気配があり、楽しみでもあります

が、なかなか大変な一年になりそうな予感がします。今年もパソコ

ンの前で、マウスとは仲良くする一年にきっとなることでしょう。昔の中国から来たことわ

ざに「窮鼠（きゅうそ）猫を噛む」と言うのがあります。追い詰められた鼠（ねずみ）が猫に

噛みつくように、弱者も逃げられない窮地に追い込まれれば、強者に必死の反撃をして

苦しめる・・・。追い詰められる事をバネにして、飛躍の年にしたいものです。 

先日、あるところで「吉田準輝（じゅんき）」さんの話を聞きました。ご存知ですか？私は

まったく知りませんでした。日本ではあまり知られていませんが、アメリカでは、あのメ

ジャーリーガーの「イチロー」さんよりも有名な日本人だそうです。 

１９４９年１２月７日、7人兄弟の末っ子として京都市に生まれ。１９歳で渡米、不法移民

として苦労を重ねながら、紆余曲折、ワシントン州警察逮捕術師範を経て、ヨシダフード

を設立、醤油ベースのソースの製造販売を開始。現在、吉田ソースは全米で販売されて

おり、多くのアメリカ人に愛用されている。明るく愛嬌たっぷりのキャラクターが特筆もの

で、自ら出演したコマーシャルが大人気を博し、テレビ等の出演依頼が

殺到。ソースの売上げにも大い貢献した。この会社を筆頭に吉田グルー

プは１９社の会社で構成され、その最高経営責任者兼会長としてアメリカ

のビジネス界で奮闘中。２００１年、アメリカ合衆国政府より優秀中小企

業家賞を受賞。まったくもっての「アメリカンドリーム」です。 

そもそもの「吉田ソース」誕生のきっかけも、かなり追い詰められた状態

のようでした。ある年の年末、空手を教えていた生徒からもらったクリス

マスプレゼントのお返しも買えないほどの貧困状態。そこで、吉田さんは

実家のレストランで使用していたソースを作りプレゼントした。このソース

は思いのほか好評で、予想以上に多くの生徒から「もっと欲しい!!」と言い出したのであ

る。また、そのユニークなソースの評判は口コミによって広がり、吉田夫婦は製品化を決

心したそうです。 

 この話しをきいて頭に浮かんだのが「ハバネロ」さん。先日も丹波地方を代表して大丸

百貨店で頑張っていました。でも、やっぱり人口の少ない、薄味を好む島国ではなく、肉

食を好む元気な人々がイッパイ住んでいる広々とした大陸の方が活躍の場所としては似

合んでは無いでしょうか。会報の報告では、米

国進出計画も着々と進んでいるようですが、今

年はもっともっと夢に近づくような気がします。 

そうです！「吉田ソース」に追いつけ追い越せ！ 

もうすぐ「吉田・・・」じゃなくて 

「高田ソース」がアメリカの食卓に・・・。 

ああ、ハバネロでアメリカン初ドリーム・・・  

「ハバネロ雑学⑪初夢はハバネロでアメリカンドリーム？」 
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「吉田ソース」に追

いつけ追い越せ！ 



ハバネロ探検隊Vol.１８       暴君ハバネロお風呂用 
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暴君ハバネロお風呂用を入手した。 

恐るべき暴君ハバネロとうとう入浴剤まで

出たか・・・・ 

 

早速お風呂に入れてみる。 

鮮やかなオレンジ色。香りは強いオレンジ

の香りだ。 

ファンタオレンジやオレンジ味ラムネ菓子

を思い出す。 

恐る恐る手でかき回し、湯船に・・・・・・ 

イメージではひりひりと痛いの

か？？？？？(・－・)・・・ん？べつに～～ 

オヤ？濃厚なオレンジの香りの中から、ほ

のかに硫黄の香りも漂ってくる。 

気持ちいつもの入浴剤よりお湯の温度が高い気がする。これがカプサイシンの効果か？？ 

袋の説明を改めてチェック！！ 

レバゲルマニウム（保湿成分）ドクダミエキス（肌引き締め成分）トウガラシエキス（保湿成分）

カッコンエキス（整肌成分）ブラックソルト（ミネラル塩/保湿成分）クリスタル塩（海塩/保湿成

分）・・・・・・ 

な～んだ！暴君ハバネロなのに、ハバネロは入ってないじゃん！！ 

Σ(゜□゜;)ガーン(。□。;)ガーン(;゜□゜)ガーン!! 

 

しかし、いつも愛用の泡の出る入浴剤や、ボトル入り粉末の入浴剤より数倍の高級価格なだ

けに、今日はゆっくりと浸かろう。 

C=(^◇^ ; ホッ～！！ (´ρ`)ヘ～((ミ￣エ￣ミ)) ボーーー 

ずいぶん長湯をしてしまった。 

やはりいつもよりお湯の保温がずいぶん良く温かい。 

少し粘膜部分が敏感になっている気がする

が・・・・ 

今まさに寒いこの時期、ぜひ挑戦されることをお

勧めします。 

(*゜o゜*)゚̃ ボー(￣。￣)ボ～～～～ッ(●￣ ￣

●)ボォ――――のぼせた。 

肌の具合は・・・・入浴剤のおかげか長湯のせい

か・・・確かにしっとり？？ 

 

暴君ハバネロお風呂用 

株式会社クレアボーテ 

価格 ２３１円（税込み）ドラッグストア等で販売中 



〒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 

玉葱を炒める 

３．味をつける、ケチャプ、ウスターソース、塩、胡椒

ハバネロソース、ハバネロ醤油入れて味をつけ

る。 

 

 盛り付け  

 レタスの千切り

や、水菜などを盛

り、ポテトチップス

を砕きそこにタコ

スソースを盛りつ

ける。 

 ハバネロ入りタコスソース 

 
 材 料 

 合びきミンチ ・・・・ ２００ｇ 

 玉葱      ・・・・ 中 半分 

 トマトケチャプ ・・・ 大さじ2～３ 

 ウスターソース・・・ 大さじ１～２  

 塩、胡椒、 

 ハバネロソース・・・ 数滴 

 ハバネロ醤油 ・・・ 数滴 

 

 作 り 方 

１．玉葱はみじんに切る 

２．フライパンに油をいれ、ミンチと

ハバネロ料理コーナー 

事務局より 


