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トピックス 

☆みなさまより春

の季節の投稿が

たくさん寄せられ

ています。 

 

ハバネロ友の会会員様 

ハバネロ栽培のご報告 

 先日、バングラデシュの友人に「ブフットホローキア」（ブッドジョローキア）インド

のアッサムまで種を探しに行って頂きました。やはり現地でも悪霊の唐辛子として

あまりの辛さに殆どの方が食べていないということだそうです。 

恐るべき唐辛子ですね。 

お世話様です。 

４月に入り急に気温も上がり桜が全国的に咲き始め便りが毎日のようにニュースで

流れております。ここ亀岡も京都市内とくらべて5日ほど遅れておりますが、現在で

は満開状態です。 

 

特に名所の七谷川では連日多くの見物者で賑わっております。 

先日は平沢の池周辺でも満開になりましたので思わずカメラを向けてシャッターを

切った次第です。 

ハバネロは世界的にもブレイクしていて、特にアメリカでは辛いものが定番化しつ

つあり、例のスナックにしても、アメリカからブームがやってきた代表的な商品で日

本でも完全に定着しました。 

                             ハバネロ友の会事務局     
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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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すっかり春らしくなって、本当に気持ちのいい天気

が続くようになってきました。 

寒々としたモノトーンの景色がカラフルに目にも

楽しく、気持ちも浮き立ちますね。 

とはいってもつい先日まで春の嵐、霙まで降りそ

うな寒い日があり、“春に三日の晴れなし” 

という言葉が思い浮かぶような大荒れでした

が・・・ 

それに花粉症の人にとっては大変な時期です

ね。幸い私もまた家族にもまだ花粉症がいないの

で辛さはわからないのですが、周りを見渡すとな

んとマスクをしている人が多いことか、ほんとに辛

そうですね～。 

それに黄砂、日本より韓国の方が大きな被害が

出ているようですね。学校閉鎖にもなってるとか。

原因はいろいろあるようですが、中国が気象情報

を開示しないとか、いろんな面で中国って困り者

ですよね。 

 さて、ハバネロの定植はまだもう少し先ですの

で、今は畑の準備中で堆肥や石灰を入れて土を

肥やしているところです。暖かくなって農家は急

に忙しくなってきています。 

近くで見つけた篠山の春の景色です。 

篠山城の堀端の桜（4月2日）まだ二部咲きといっ

た所ですが間もなく一気に開花しそうな感じで

す。 

 
 

           

 

 

   

 

← 散歩中に見つけた満開の白木蓮 



ペルーの唐辛子「ROCOTO」の魅力 
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Chilli（Chilliぶろぐ主催） http://chillipepper.blog65.fc2.com/ 

  
うちの冷蔵庫には３年前に漬けた唐辛子が美味しさを

保ったまま保存してあります。一見するとハバネロによ

く似たこの唐辛子は、南米ペルー原産の“ROCOTO”。

同年に篠ファームが販売していたのを見つけて購入し

たものです。 

 

 実はこの唐辛子はアンデス山脈が生まれ故郷。涼し

く乾燥した気候で生まれた品種ということで、梅雨に代

表される多湿な環境の日本では栽培が最も難しい品種

としても知られています。肉質は厚く、ハバネロのよう

な甘い芳香はないけれど辛さはとびきり。個人的には

数ある品種の中で、最も唐辛子そのものの美味しさを

味わうことができると思っています。そして何より心引かれるのがその美しさ。葉や茎からは根から吸収

できない水分や養分を一生懸命に取り入れるよううっすらと淡毛が生えていて、その花は鮮やかな紫色

なのです。 

 

 更に実をカットしてみると、なんと種は真っ黒けで、普

通の唐辛子とは全く違う特性を持っています。 

 

 この時に入手したことが切っ掛けでこの唐辛子にすっ

かり魅入られてしまい、翌年は自分でも栽培にトライし

てみたのです。その時に咲いた花が上の写真なのです

が、ベランダでの栽培で虫の来ない我が家では人工授

粉が必須。しかも時期が遅れると暑さの為に花粉が生

成されず、花は咲けども実は付かない状態。長い育成

期間を経てなんとか収穫に至ったのはわずか４つだけ

（笑）。それでも手塩にかけて育てたものなので、美味し

さも美味しさもひときわでした。 

 

 

 

 ２００５年に売られていたROCOTO 

 鮮やかなROCOTOの花 

カットした実。真っ黒な種は腐って

いるワケではありません… 

 ６月に結実してくれた可愛い果実 

 



季節を肌で感じる乙女のささやき 四季の丹波風景  
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 以前高田社長にこの唐辛子について訊ねたことがあるのですが、や

はり温暖な土地ではなかなか栽培が難しいとのことでした。昨年も栽

培にトライしてみたのですが、異常気象の影響なのか、じめじめとした

日が続いて全く収穫できないままに終わってしまいました。この

ROCOTO、原産地ではジャガイモと一緒に食べられているということな

のですが、詳しいレシピは分からないので、ふかしたものと一緒に食

べるというのが定番。 

 

 前述のROCOTOをカットし、タイで購入したガラス容器に入れて小さ

じ１程度の塩と煮沸、水煮状態にします。そこに大さじ２程度の穀物酢

を加えてそのまま冷ましたのが３年前。分量が良かったのか、風味も

変わらずに今でも美味しく食べられるのにはちょっとビックリ。これを軽

く潰し、軽く塩を振っただけの新ジャガイモに乗せて食べると……その

香りの良さと唐辛子そのものの美味しさ、ジャガイモの個性が絶妙に

マッチしてくれるのです。 

 

恐らく現地ではもっと手の込んだ調理をしているのかと思い

ますが（笑）、唐辛子＆ジャガイモが好きな人なら恐らく気

に入るのではないでしょうか。 

 

 

春です！ 

 

すっかり暖かくなりました。我が家の庭にも小さい

ながらも桜の木があります。今年はきれいに咲いて

います。ここ数年、冬にいくつか花をつけることが

あったこともありますが、今年はしっかり季節に合

わせ咲いてくれました。 

 まだまだ小さい木ですが、この木が大きくなり桜

吹雪を見せてくれる日も来るんだろうな～と思いな

がら眺めていると眠くなってきました。 

 

眠くなると言えば！先日高速道路を走っているときのお話です。走行車線で軽自動車が中

央分離帯あたりで右に行ったり、左に行ったり、とても不安定な運転をしているではないです

か。よ く̃見ると窓を全開にして大きなマスクをつけた年配の方が運転しているのが見えまし

た。花粉症の方が薬を飲んで運転していたのではないかと思いました。確かに、花粉症の友人

は薬が眠くなると言っていました。 

もし運転するのであれば、薬ではなく、ハバネロ飴を口にして運転してはいかがでしょうか？ 

 手作りのROCOTO塩漬け 

ほかほかのジャガイモにROCOTOを乗せただ

けですが、とても美味しいです。 



会員投稿  亀岡市交流活動センター 児嶋きよみ 
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(亀岡市交流活動センター 児嶋きよみ）  

 

3月末のある土曜日の朝、10人ほどの人々が交流会館に集まっ

てきました。 

東南アジアの方をゲストにglobal session（グローバルセッ

ション）が始まりました。 

英語でのディスカッションです。今回のコーディネーターは、

小畠 敬子さんです。 

このグローバルセッションは、ゲストとコーディネーターがあ

る事柄について、質問して答えながら、セッションをしていく

単純な形を取っています。あらかじめ、何について話しをするのかは、参加者に配布してあ

り、その英文を読んできてもいいし、その場で読んでもいいのです。この回では、ゲストA

さんの出産後の子育てをしながらの予防接種など必要な情報をなかなか的確に得られなかっ

た体験談とAさんからのいくつかの疑問が書いてありました。 

Aさんは、日本人の夫と結婚した後、日本で出産しました。その入院していたときも、一ヶ

月検診の時も、子どもの予防接種については、誰からもアドバイスを受けなかったそうで

す。その後、ぎりぎりの時点で、彼女の息子さんは、受けることができましたが、このよう

な情報は、外国人はどのように得たらいいのでしょうか？区役所にも、医院にも日本語以外

で書かれた説明書は、7年前の出産時には、用意してなかったそうです。 

現在は、どのような状況なのでしょうか？ 

 

 時折、英語・中国語・ハングルの案内板は、駅などにも見かける

ようになりましたが。 

英語で書かれていても、ポルトガル語が公用語のブラジルの人たち

は、ほとんどの人が読めません。できれば、簡単な日本語で、漢字

には、ふりがなを付けてもらう方が、大体の人たちが読めるという

意見も外国籍の方から聞こえてきます。予防接種も、有料だと思っ

ていた在住外国人も多く、また、予防接種のために仕事を休めば、

有給休暇など全く無い職場にいて、連れて行くこともできないとい

う声も聞こえま す。京都市には、多言語通訳のネットワークもあ

ります。 

この日のディスカッションの方向は、外国人が困っていることは、

日本人でも困っていることが多いということに気づいてきました。

では、情報を、即公的に得られない場合、どうしたらいいのか？小

さないろいろな集まりに参加し、そこから得られる情報を別のグループに伝え、自分たちで

何とか、手に入れていく方法を取った方がいいという話しになってきました。インターネッ

トで買う方が電気製品でもどこの安売り店より安いのですが、インターネットを使えない、

使わない人は、その情報を得られないため、高く購入しているのです。高齢者は、その手段

を持たないならば、年金生活者が高い物を買わなければならなくなっている現実がありま

す。情報が有る・無しのフェアではない状況がたくさんあるわけです。このような現実か

ら、外国人のことは、対岸の話しではもう、無くなってきているのです。 

最後に、「また、困ったことが出てきたら、このメンバーに話してくださいね。いっしょに

考えましょう。」といってお別れしました。 



【北野天満宮～千本釈迦堂 編】 

 
気の向くまま京都の名所を尋ねて、満喫して来た報告をさせて頂きます。 

思いがけない、自然と出くわしたことなど京都の魅力

を皆さんに伝えたいと思います。 

 

3月9日（日）にAM10:00頃に白梅町（西大路今出川）

から真東の出町（河原町今出川）まで長時間の徒歩

に向けての準備万端整えてスタートしました。 

 

5分ほど歩いたところで、左手前方に学問の神様菅原

道真を祭った「北野天満宮」がありましたので、さっそ

く境内を歩いてみますと、タイミングよくゆうに1,000本

以上あろうかという梅の花が7分咲きで百花繚乱の如

く咲き乱れて、にわかお花見となりました。 

 

ちょうど天気も良く小春日和というのにぴったりな、絶

好の花見日よりで、花見をしょうと来られている方もど

んどん増えてきて、仕舞いにはぞろぞろ行列になって

しまいましたので、そそくさと予定のコースに戻りまし

た。 
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交流活動センターの行事予定 

4月12日（土）１：３０～３：００ 

 語学講座 デモンストレーション  

     （英会話・ハングル 

      ・フランス語ミニ旅行会話） 

 

4月26日（土） 

 ドリームワールド ブラジル（２） 

      １：３０～４：００ 

      ブラジル移民100周年を 

      記念してニッケイ移民の 

      Angelaさんの声の出演や 

      Vaniaさんとサンバを踊ろう 

     

            ごいっしょにどうぞ！ 

『気ままな京めぐり探訪記』    

イベント情報のご案内 亀岡市交流活動センター   
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次に行きましたところは、千本釈迦堂というというところで正式には「大報恩寺（だいほうおんじ）」です。

貞応二年（1223年鎌倉時代中期）に求法義空上人が釈迦念仏の修行場として釈迦如来像・十大弟子

像を安置したのがその始まりと伝わります。 

境内にあるおかめ塚は、棟梁の長井飛騨守高次が本堂を支える親柱の四

本内の一本を短く切り落としてしまいます。途方に暮れる高次に妻の阿亀

は「切ってしまったことは仕方ないので、柱を短く揃え桝組（ますぐみ）を入

れて高さを合わせればどうでしょう」と進言して無事本堂は出来上がります

が、そこは封建時代のこと、高次は主人の恥として自戒したといわれてい

ます。 

次回は春を求めてどこに足が向くやら、 

         楽しみにしていてください。 

ここのさくらは阿亀（おかめ）桜と

言う枝垂桜で４月上旬には見ごろ

になります。  



花と緑のフェスティバル 2008花と緑のコンテスト作品募集 応募要項 
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応募内容  

               ハンギングバスケット       60点 

        （マスターの部、一般の部） 

          コンテナガーデン【寄せ植え】   60点 

        （マスターの部･一般の部） 

 

応募資格  

              どなたでも自由に参加できます。 

         有資格者（ハンギングマスター・コンテナマスターetc） 

         一  般 【初心者大歓迎】 

 

作品基準  

               サイズフリー（どの作品も一人で搬入搬出ができるサイズ） 

      

応募締切  

               平成20年4月15日（火） 

 「２００８花と緑のフェスティバル」が今年は４月

２６(土)・２７(日)にガレリアかめおかの全館を使

い“花と緑のお祭り”が開催されます。 

 

花と緑の会ではこのイベントに、「花の即売」こ

れは亀岡の花の生産者の協力により大変安く

苗を提供していただきそれを即売します。「寄

せ植え体験教室」即売コーナーで買われた苗を

使い、その場でハンギングバスケットやコンテ

ナ、植木鉢、篭などに寄せ植えを皆さんで植え

ていただき、会員が指導をするコーナーです。

毎年たくさん参加され、お持ち帰りされます。舞

台でもこの寄せ植えのデモンストレーションを

行います。 

 

次に、「２００８花と緑のコンテスト」を行います。   

  

出展要項をお知らせしますのでハバネロ会員さ

まも是非ご参加下さい。（ハバネロ会員さまに

は締切り日を20日までとさせていただきます。） 

花と緑の会Ⅷ 「２００８花と緑のフェスティバル」  

デモンストレーション  

花と緑のフェスティバル会場風景  
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応募方法  

                応募希望者は下記まで郵送かTEL・FAX、にて申し込みください。 

 

展示期間  

                 4月26日（土）27日（日） 

 

搬入出   

                 搬入4月25日（金）PM1:00よりPM6:00まで 

            搬出4月27日（日）PM4:30より  

搬入出場所 ガレリアかめおか正面入り口 

（当日搬入、搬出出できない方は事前にご相談ください。） 

 

応募先  〒621-0022 亀岡市曽我部町南条竹谷2‐29 

           大脇 茂子 TEL.・FAX 0771-25-8055 

        TELにての申込みはPM7：00以降にお願いします。 

部門・賞  

           市 長 賞 （各部門共通）                １点 

     財団法人亀岡市都市花緑協会理事長賞（ハンギング一般）    １点 

     財団法人生涯学習かめおか財団理事長賞（コンテナ一般）    １点 

     日本ハンギングバスケット協会理事長賞（ハンギングマスター）  １点 

     花と緑のフェスティバル実行委員長賞（コンテナマスター）        １点 

     金 賞 （各部門１点）                  2点 

     銀 賞 （各部門１点）                  2点 

     努力賞 （各部門１点）                  2点 

 

        上記各賞には、賞状及び副賞を贈呈します。 

     参加賞  参加者全員 

 

審 査   

            来場者の記名投票を参考に審査委員会にて審査決定。 

（投票：４月２6日AM１０時からPM３時まで） 

 

審査発表  

             ４月２6日（土）午後５時以降 会場にて発表、受賞者には直接電話連絡します。 
 



九州・大分から春の便りと九州の味をご紹介 

PAGE 10 ４月号 

九州・大分から春の便りと九州の味をご紹介致します。 

 

ここは、大分県別府市。春になると別府ならではの温

泉祭りが行われます。この祭りのイベントのひとつ、扇

山火祭り。 

夕方から、扇の形をした山に火を放ち、燃えていく姿

は、なんともいえないくらいの迫力です。 桜の下でビー

ル片手に火祭りを楽しむ。素敵ですよね。  

この時のビールのつまみには、やっぱり焼き鳥！？

柚こしょうをちょっと付けていただく焼き鳥の味は、癖に

なりますよ。 

 

そこで今回は、この『柚こしょう』をご紹介致します。 

 

九州では、古くから唐辛子のことを「こしょう」と呼びま

す。そのこしょう（唐辛子）と柚の皮・塩を混ぜて作ったの

が『柚こしょう』 

発祥の地が大分県とも言われており、約50年ほど前

から一般家庭の食卓で普及し、九州全域、今では全国

へと広がっています。 

うどんなどの薬味にはもちろんのこと、刺身・鍋物・お味

噌汁などの調味料として、スパゲティーや鳥料理・魚の

煮付けの臭味消しなどなど、いろいろなお料理に幅広くお

使い頂けます。 

 

着色料や保存料を一切使用せずに作っている『柚こしょう』は、我が社のお勧め商品です。 

一度、味わってみませんか？ 

 

 

 

            火まつりの前  

    別府市扇山の火祭りの模様  

名称    柚こしょう（青） 

原材料名  唐辛子、食塩、柚子表皮 

内容量   60g 

賞味期限  製造より12ヶ月 

保存方法  直射日光・高温多湿を避けて

保存 

販売者   有限会社かぼす本家 

小売価格   420円（税込） 



京都ハバネロの里より 
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４月の後半に京都市内にアンテナショップを開くことになりました。 

ここのところ「京都ハバネロの里」商品の売れ行きもどんどん増えてきておりますので、京都市

内の方には大変便利になりますので、よりお求めいただけることになると期待を掛けておりま

す。 

オープン日などの詳細が決まりましたら改めて御案内したいと思っております。 

場所は、「寺町通姉小路西入」鳩居堂さんの南の道を西に20m程度は入ったところです。 

お近くにお越しの節はお気軽にお越しいただけると嬉しいです。 

 

将来は友の会のサロンなどを設けて、会員様の交流の拠点になればと思っております。 

「京都ハバネロの里」商品パンフを製作いたしました。 

御興味のある方はパンフレット請求いただけましたら幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■「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。 

                                                        事務局 



ハバネロ探検隊 はばねろらすく 
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ＳＡＴＹ亀岡店の食品売り場をうろうろしていたら・・・・ 

(￣０￣;アーッみ～つけた！！！ 

「ピリッと辛い！はばねろらすく」 

何種類かのラスクと共にかわいく並んでいる。 

 

以前見たものとは少し変わった気がする・・・ 

パッケージがかわいくなったのかな～？ 

早速ひとつ・・・・・ 

 

軽い・・・・・軽くてサクサク(´～｀ヾ)  

表面に赤い物が・・・・きっとこれがハバネロだ。 

ピリッっと来るが、そんなに強烈ではない。 

 

サクサク(´～｀ヾ) サクサク・・・・・・・ 

軽いせいか食べやすい。 

 

油断してどんどん食べていたら、口の中や

のどがε-(´ｏ｀;A アチィ 

あっさりした印象だ。 

 

パンの味がけっこう後口に残る。 

 

 

 

 

 

個人的な話だが、同じく販売されていたサイコロ形状

のきなこらすくが美味い！！！ 

きなこらすくも軽くて～ヾ(@⌒￢⌒@)ノ ウマヒィ  

やめられない～～～！！！ 

  

 

はばねろらすく   ６０g入り 240円 

 

ぱすてる 

社会福祉法人 松花苑 かしのき・ワークスおーい内 

京都府亀岡市大井町小金岐北浦１６ 

ＴＥＬ 0771-23-0703 ＦＡＸ 0771-25-4645 

 



〒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 

豚肉にハバネロの入った味噌を塗り暫く置

き味がなじんだら、小麦粉を降り、サラダ油

を入れたフライパンで焼く。 
 

豚のハバネロ味噌のはさみ焼き 
 

材料 

  豚肉（豚カツ用か生姜焼き用） 

  味噌（田舎味噌か赤味噌）・・・大匙２ 

  酒    ・・・  大匙１ 

  味醂  ・・・   大匙１ 

  醤油  ・・・   小匙１ 

    ハバネロ実 ・・・ 小匙２、 

  小麦粉  ・・・  少々 

  サラダ油 

 

作り方 

お味噌にお酒、味醂、醤油、ハバネロ味噌

を入れてよくかき混ぜる 

ハバネロ料理コーナー 


