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ハバネロ友の会会員様 

ハバネロ栽培のご報告 

今年は、「ハバネロ」の栽培面積も昨年より増えて２ｈａ程度の栽培を計

画しています。 

ご存知のようにハバネロは手入れから収穫まですべて手作業になります

ので、一人あたり3a管理するのが精一杯となり、これだけの生産量となり

ますと相当な生産者の方々にお願いしていく必要があり、これが大企業

に真似の出来ないところで差別化が出来ます。 

栽培品種は「レッドサビナ」中心に「オレンジライプ」と「カリビアンレッド」

を栽培いたします。 

加工向けに使用するのはすべてハバネロの品種の中で一番辛い「レッド

サビナ」を80％程度栽培します。 

用途も今までの加工食品向けや香辛料向けだけでなく全く新しい需要が

出てきており、その需要が増えてくると、今の生産では到底間に合わな

い状況になりますので、今から生産体制を検討していく必要があると感じ

ております。 

このように当初では想像もつかない需要開拓で、ハバネロは益々の需要

基盤として国内で定着していくことと楽しみにしております。 

お世話様です。 

２月に入って、全国的に寒波到来で京都も数センチの積雪になりました。 

これでやっと冬本番とうところですが、寒さに敏感な私としましては微妙な

心境です。 

この時期はハバネロの播種にあたり、これからの管理次第でしっかりした苗

が出来ることが、苗作り８分と言われているように、収穫に大きく左右します

ので一番大切な時期になります。 

また、ハバネロ人気は衰えを知らないと言う感じで「ハバネロ」と言っただけ

で「あの激辛唐辛子のハバネロですか」と返って来るようになりました。 

ハバネロを啓蒙して来た一人として、感極まるものがあり益々知名度が広

がっていくことを願ってやみません。 

会員の皆様も是非とも「ハバネロ」を全国に広める活動の協力をお願い出

来ましたら幸いです。  
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ハバネロ酒試飲会のご案内 
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ハバネロ友の会会員のみなさま 

このたび、会員のへき亭様と北川本家様のご好意で、ハバネロ酒発売を記念しての試飲

会を開催させていただくことになりました。 

  日 時  ２／９(土) AM11:30～夕方頃まで  

  場 所  へき亭 亀岡市千歳町向畑40  TEL0771-23-0889  

お時間が許しましたら是非、ご来場いただけますようよろしくお願いいたします。 

会員様の交歓の場としてご活用いただけましたら幸いです。 

お土産も用意いたしております。 

＊当日は、亀岡駅までのピストン運転も致しますので、ご安心してお酒を堪能していただ

けましたら幸いです。 

また、ご希望の方には「豆乳鍋」を特別価格にて提供頂けるよう配慮して頂いておりますの

で、ご希望の方は当日御お申し出いただけましたら幸いです。 

 



年が明けてあっという間に1ヶ月が過ぎ、もう節分です。 

 

今年も「くの一農匠」は丹波篠山から生き生きとした畑の様子や生産者の頑張りをお伝えしてい

きたいと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 昨年12月は暖かく、これも地球温暖化の影響かと思っていましたが、1月半ばから急に真冬ら

しい気温になり1月17日の朝この冬初めての

積雪で10センチくらい積もりました。その後、

毎日のようにちらちらと雪の舞う日が続いて

いますが、昔に比べると随分雪は少なくなっ

たようです。周りの人たちに聞くと子供の頃

は竹でスキーを作って遊んだとかソリ遊びを

したとか、篠山の冬は昔はもっと雪に埋もれ

ていたようです。 

 

 

 

さて、今年も唐辛子栽培に向けてそろそろ、種まきの時期がやってきまし

た。今年の篠山の作付け計画は、ハバネロは3品種全部（オレンジ、カリビアン

レッド、レッドサビナ）栽培します。また、新たにギネス登録最高激辛の「ブッド・

ジョローキア」・・幽霊唐辛子なるものを栽培します。ハバネロの2倍の辛さ？も

うこうなると2倍も3倍も・・・ 

そんなの関係ねぇ！！って感じですよね。 

また他にも、ナガジョーキア、ナガモリッチ、ゴールドチリ等々

8種類の新しい品種を栽培することになっています。黒い唐辛

子、白い唐辛子などがあるそうです。 

毎年、新しい品種が加わっていきもう30種類くらい手がけたこ

とになります。どんどん広がる唐辛子の世界、随分奥深いで

すね。どんなのものが出来

るのか、とても楽しみです。 

 

 ところで、ここしばらく畑も私も？冬眠状態・・・暇なのでふ

らりと出かけて見ました。 

車で20分走った所に瑞穂町の道の駅「さらびき」がありま

す。ここではハバネロ味噌、醤油、ラー油などおしのちゃん

商品が売られています。 

 
今はこんなに寒々とし

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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どんなのものが出

来るのか、とても

楽しみです。 



また店内の食堂にはハバネロ味噌ラーメン1倍、3倍があり、別棟のレストランにもハバネロメ

ニューが4種類。 ハバネロに関る身としてはこれを食べずにおくわけには行かない。とハバネ

ロラーメン3倍に挑戦してみました。さすがいきなり3倍はきついかと思ったのですが・・・・・ 

えっ? 意外といける！！辛～いけど美味しい。ただ辛いだけじゃなく、ちゃんとハバネロの香り

が残って、間違いなくハバネロラーメンです。他の唐辛子にない香りがしています。スープも残

さず完食してしまいました。 

食べ終わったら、やっぱりハバネロは3倍くらいでな

いとねぇ・・・などと思ってしまった私は、もう激辛通に

なってしまったのかも。 

皆さんもぜひぜひ行って体験してみてください。ハバ

ネロの美味しさ、香りを実感できると思います。 

 
次は順番にこの

メニューを試して

みようと思いま

す 

温暖化？ 四季の丹波風景  
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家の近くの山が夏の終わる頃から気

になっています。 

茶色いところが多いのではないかな

～？と。。。 

木が枯れているところが増えていると

聞きますが、以外と自分の近くのこと

ではないような気になってしまいま

す。できることからと思い、My箸を持ち

歩くようになりました。 

しかし、ある学者は、割り箸を使わないといけない

と言っています。中国産の割り箸ではなく日本で間伐されて切られた木を使った割り箸をつか

わないと木が育たないということを話されていました。 う～ん。そのとおり。しかし難しい。お

店にある割り箸はどの国で作られているかは分かりません。すぐ目の前のことを考えれば、割

り箸を使わないようにと考えてしまいますが、そう簡単なものではなさそうです。 

しかし、近くの山を見ると何かしなければいけないという気持ちになります。 

近くの山を見る

と何かしなけれ

ばいけないとい

う気持ちになり

ます 



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

 昨年２月にギネスブックで“世界一辛い唐辛

子”として認定された頃はごく一部の辛いモノ

マニアの間でしか知られていなかったBhut 
Jolokiaですが、東ハトから激辛スナック『大魔

王ジョロキア』が発売されたの期に注目度も上

がってきているようです。先日はＮＨＫの『ため

してガッテン』で取り上げられ、「一個のBhut 
Jolokiaの辛さを消すには1000リットルの水が

必要」との問題が出題されていました。しかし

この唐辛子、実際に本当の辛さが出るように

栽培するにはちょっとしたコツがあるようなので

す。この唐辛子の生まれ故郷であるインド・アッサム地方は紅茶の産地としても有名ですが、高温

多湿の気候が特徴とされています。実際に海外で栽培を試みたマニアからは“例え高温を維持し

たとしても空気が乾燥していると充分な辛さを得ることが出来なかった”というレ

ポートも報告されています。逆に温室栽培で充分な湿気と温度を与えて育てた

ものは非常に沢山の実が付き、辛さも本来の通りだったという話も挙がっていま

す。アッサム地方の海抜は殆ど日本と同じ、冬になれば相当に寒くなる土地な

のでもしかすると日本での栽培は意外に向いているのかもしれないという期待を

持っているのですが…。 

 

 

 昨年手元で近種とされている“Dorset 
Naga”を栽培していたというのはこれまでに

もお伝えしてきましたが、実際のところ理想

のサイズとは程遠く、かなりこじんまりとした

実にとどまってしまいました。これは明らかに

日照不足による弊害で、充分な日差しと適

した環境があれば関東以北でも問題なく育

つということも判明しています。上の写真二

点は昨年国内で栽培されたBhut Jolokiaと同一種といわれているBih Jolokiaです。ごらんになる

と判るようにハバネロとは違ってゴツゴツした質感が特徴的であり、肉の厚さも半分程度しかありま

せん。しかし収穫した実は室温でも１月以上硬さを維持し続けるとも言われており、なかなかに不

思議な特徴を備えているようです。Dorset Nagaは前述種と比べるとハバネロに近い艶のある質

感ですが、やはり実は薄めで香りの方向性も若干違います。 

写真 Bhut Jolokiaの青果 

写真 Bih Jolokiaの完熟果 

Bhut Jolokiaへの高まる期待 
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ブレイクなるかを興

味深く見守ってい

きたいと思います。 



 

 

 

 唐辛子マニアの中にはすでに種の選定を済ま

せて発芽準備に入っている人もいるほどです

が、一般的にはまだ３ヶ月ほど栽培開始までは

間があります。ハバネロとよく似た特徴を備えつ

つもまた別の魅力を兼ね備えたこの品種が今年

は大ブレイクするのではないかと推測しているの

ですが、果たしてどうなることでしょう。現時点での取り上げられ方を見る限り、かなりの注目が集

まっているのは間違いありません。ブレイクなるかを興味深く見守っていきたいと思います。 

卒業できるかな・・・ 

 

 ２月になり、３年生はもうすぐ卒業を迎えますが、高校では、３年生の授業で

「課題研究」という科目があります。大学では「卒業論文」にあたるもので、先日

この１年間の研究の成果を披露する「課題研究報告会」が開かれました。 

生徒はこの日が無事に！？過ぎるように、必死で夜遅くまで研究報告をまとめ

る日々を送り、当日は、パワーポイントなどを駆使して緊張しつつも立派に発

表していました。 

 

昨年は「ハバネロの利用」についての研究がありましたが、今年は「京しずく

(赤縞ナス)」についてなど１７の発表があり、その後に浴びせられる教員の質問責めも、なんと

かクリア～、これで卒業がみえてきまし

た・・・！？。 

 

 

こうして終わるかと思いきや、そろそろ現

場は夏野菜の種まきシーズン。息つく暇

なく次に向けての準備が始まります。 

 

京都府立農芸高校  森 善彦 

 

写真 最終収穫分のDorset Naga 

卒業できるかな・・・京都府立農芸高校   
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緊生徒はこの日

張しつつも立派に

発表していまし

た。 



花と緑の会Ⅶ 

PAGE 7 ２月号 

１月号で本年度開催のオープンガーデンについて、いろいろ書かせていただきましたが、今

回はこの紙上をお借りして皆さんに具体的に参加をお願いしたいと思います。 

 

ガイドブックを制作予定。 

 

（５００部制作に約１２０万円の制作費が必要です。 

１ボランティアグループでは不可能なので各種の補助金を申請中） 

皆さんの庭をこの様にカラーで紹介されます。 

お庭の歴史として是非参加をされて保存されることをおすすめします。 

 

 

「オープンガーデンかめおか2008への参加協力のお願い」を 

次のページに付けさせていただきます。 
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平成 20 年 2 月吉日

各 位 
 

オープンガーデンかめおか 2008 への参加協力のお願い 
 
拝 啓 

新春の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 
さて、昨年に引き続き、聖なる水と緑奏でる知恵の郷の実現に向けて、亀岡の花と緑の

街づくりを考える市民団体である、花と緑の会が中心となり、行政をはじめとする、各種

団体の協力を頂きながら、オープンガーデンかめおか実行委員会を設置し、今、全国的に

展開されてきています、オープンガーデン事業に今年も取り組むこととなりました。 
これは個人の庭をオープンガーデンとして公開し、市民がその庭を巡ることで、人との

素適な出会いや、市民参加の花と緑のまちづくりの推進に取り組み、合わせて観光の拠点

づくりに寄与することを目的に開催するものです。 
つきましては、「オープンガーデンかめおか」－花と緑、笑顔に出会える・素適な庭を

訪ねて－の事業に参加協力頂きます様お願い申し上げます。 
敬具

 
記 

参加条件 
 自宅の庭（花や緑）を下記の日程で公開できる方 
 ハンドブックに自宅の庭（花や緑）を紹介できる方 
 そのハンドブックを 3 冊以上購入して頂ける方 
 実施日時 平成 20 年 5 月 24 日（土）～25 日（日）10：00～17：00 
 参加協力頂ける方につきましては、別紙の用紙に庭の概要をご記入頂き写真を添え

て申し込みください。 
 ハンドブックに参加頂いた方のお庭を記載いたします。 

 
以上

オープンガーデンかめおか実行委員会

委員長 格畑 學
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保存版として各家庭に置いていただくハンドブックです。企業の皆さまに是非広告協   

賛をお願いします。 

広告協賛内容 

刊行物    保存版ハンドブック     A4   ２つ折りサイズ 

広告内容   カラー刷り  写真掲載OK   ロゴマークOK 

 サイズ・料金 

全紙サイズ（約）  たて190mm×よこ 250mm 50,000円 

半切サイズ（約）   〃190mm× 〃 120mm 30,000円 

半切1/2サイズ（約） 〃 85mm× 〃 120mm 15,000円 

半切1/4サイズ（約） 〃 85mm× 〃  60mm 10,000円 

 

亀岡市民をはじめ京都市、南丹市他近郷から沢山見に来られています。昨年は、無料巡回

バスを運行しましたが積み残しが出て程の盛況でした。 

オープンガーデンに参加していただける方、紹介していただける方、広告協賛いただける方

は下記までご連絡下さい。 

 格畑 學 

 〒 621-0806 亀岡市余部町下条５０ 

 ℡ 22-2326  FAX 24-3644 携帯 09043032622 

 Emil kakuhatama@hb.tp1.jp 



京都ハバネロの里より 
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■おしのちゃんハバネロ酒 

１月に新発売いたしましたが、お蔭様で皆様に注目されるよう

になってきました。 

試飲にチャレンジして頂きました方の殆どは、あまりの辛さに

驚かれますが、そのうちに「これくらい辛い方がかえっていけ

る」と言うお言葉をいただけるようになり、購買に結びついて

おります。 

また、話題性としてはこの辛さが「ハバネロ」を表現するには

ふさわしいと感じております。 

●ご購入に際しては、酒税法の関係もあり、下記宛にお問い

合わせいただけましたら幸いです。 

 

□品名 お篠ちゃん酒              

□容量 500ml 

□メーカー希望小売価格 １，３６５円(税込み)   

 □問合せ先 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 

 TEL075-611-1271 FAX075-611-1273    

 

■おしのちゃんハバネロ栽培セット 

ハバネロの栽培がご家庭で手軽に出来るよう、鉢や種など栽培に必要な資材がすべてセット

されております。 

発売日は2/12を予定しております。 

お近くのお店にない時は「篠ファーム Webショップさくらガーデン」でも取り扱いますのでよろ

しくお願いいたします。 

 

□品名 おしのちゃんハバネロ栽培セット 

□メーカー希望小売価格 798円(税込み) 
 

 

 



会員期間限定特別価格 
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2月10日～3月31日まで、会員様に限りお試し期間として「京都ハバネロの里商品」を全品

20％引で販売いたします。但し、「おしのちゃんハバネロ酒」は除く 

お求めは下記の要領でご注文いただけましたら、お届けさせて頂きます。 

 

□注文方法   info@kyoto-habanero.com 又はFAX0771-24-7885 ハバネロ友の会宛 

      氏名／届け先(〒)／電話番号／商品名／数量／希望届け日(時間帯) 

      ＊届け先ご氏名は会員様名のみとさせて頂きます。 

      ＊希望届け日がある場合は土日祝を除く2日目以降の指定日でお願いします。 

□お届け    ヤマト宅急便又は佐川急便 

□送料・代引料 送料一律525円／代引料315円 

□精算方法   代引(コレクト)  

□その他    お一人様1品目あたり10ケ限りとさせて頂きます。 
 

 

＊尚、「おしのちゃん蒟蒻」は対象外とさせて頂きます。 

 

 

   商品名 規格 小売価格 特別提供価格 

(税込)  (税込) 

ハバネロうま辛黒豆味噌(3倍) 100ｇ 700円  560円 

ハバネロうま辛辣油(5倍) 65ml 700円  560円 

ハバネロうま辛飴(2倍) 15粒 250円  200円 

おしのちゃん小豆餡(ほんのり) 500ｇ 900円  720円 

ハバネロうま辛白味噌(3倍) 100ｇ 700円  560円 

おしのちゃんハバネロソース(7倍) 65ml 700円  560円 

おしのちゃんキャンデー(2倍) 3本入 250円  200円 

ハバネロうま辛醤油(3倍) 150ml 700円  560円 
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(・”・;) ウッ☆⌒Σ(≧д≦)ゝイテッ! 

な･・・・ナンダこの痛さは・・・・！！！！ 

一瞬にして口の中に暴力的な辛さが充満する。 

 

そもそも悪い予感があった。 

薄ら笑いを浮かべるおしのちゃん 

ふたを開けると強烈にハバネロ＋アルコールのにおいが

共に鼻を襲う・・・ 

 

ハッ!(｀ロ´;)(*。◇。)ハッ!炎炎炎＞( Q̃ ;̃;) ヒィィイ!!カラィィ

イイ!! 

おしのちゃんハバネロ酒、先月号で紹介されていたが、ご

好意？により発売事前に入手することができた。 

早速試飲。ビンはスリムでグリーン色。アルコール数２５度

か～・・・・ 

チョット強めのお酒ではあるが・・・焼酎ぐらいかな？？ 

ふたを回してはずす・・・ビンの口に鼻を近づけて嗅いでみ

る・・・・・(・”・;) ウッハバネロの香りだ・・・・・！！それも強

い！！ 

グラスに注ぎ恐る恐る口に近づける。 

Σ(＞д＜) イテ～～ッ!! 舌が・・・・口が・・・・・ 

ハッ!(｀ロ´;) ハッ!(｀ロ´;) ハッ!(｀ロ´;) 

こ・これは・・・・・ 

ぜひひたすら辛さや刺激を追及されている方、面白さを追及される方、罰ゲーム、珍品好

き・・・・まずはみなさまお試しあれ！！！ 

２月９日（土）にこのハバネロ酒の試飲会が亀岡市毘沙門のへき亭さんで開催されるとの事。ぜ

ひお見逃し無く！！ 

 

□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)   

 □問合せ先 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 

 TEL075-611-1271 

  FAX075-611-1273  



〒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                               

ハバネロ友の会 事務局 

ボールにケチャプ、ブイヨンスープ、ハバネロ

ラー油を混ぜておく。 

フライパンにラー油をいれよく熱する。 

そこに厚揚げを入れ、お酒を加える。 

葱もいれ火が通ったら、調味料のケチャプなど

を加え、よく混ぜる。 

厚揚げのピリカラ炒め 
 

材料  

 厚揚げ 2個  

 葱 1本  

 ケチャプ 大さじ２  

 ブイヨンスープ大匙4杯  

 塩、胡椒 適量  

 酒 大匙2杯  

 ゴマ油大匙1杯   

 ハバネロラー油 大匙1杯 

 

 

作り方 

厚揚げを一口に切り、青葱も小口き

りにしておく。 

ハバネロ料理コーナー 


