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☆ 海外の話題満

載です。 

☆ 会員様へ一足

早いお知らせがあ

ります。 

ハバネロ友の会会員様 

ハバネロ栽培のご報告 

 あと半月もすれば、畑に定

植を致します。 

他の唐辛子と比べて、初期

の生育が遅く、半月程度先の

定植になります。  

お世話様です。 

新緑の季節となりました。 

皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしのことと察し致します。 

ハバネロも苗がすくすくと育って参りまして、この月の中頃には定植を迎

えます。 

今から７月からの収穫が楽しみです。 

                              ハバネロ友の会事務局     
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ハバネロの里のお店ができました。 

お待たせいたしました。 

京都ハバネロの里のお店の開店が正式に決まりました。 

ハバネロ友の会会員様は大歓迎ですので、お近くにお越しの節は是非お

立ち寄りください。 

＊5月末までは開店記念期間としまして、記念品をお配りしております。 

 

店 名  京都ハバネロの里 本舗「綾小路店」 

場 所  〒604-8086 京都市中京区寺町通姉小路西入ル丸屋町334-1 

  （鳩居堂さんより西へ20m） 

      075-221-0811（tel/fax 兼用） 

   

開店日 ５月１２日（月）AM10:00より 

営業時間 AM10:00～PM7:00  定休日 毎週木曜日 



 ゴールデンウィークで都会から田舎を楽しみに来られる方が多い中、農家にとっては 

この時期が、田植えと畑の準備に一番忙しい季節です。篠山の農家は毎年、大抵この連

休を利用して田植えをされます。汗ばむような初夏の日差しの中、都会に出ている息子さ

んや娘さんが田舎に帰り、畑仕事をを手伝う姿を良く見かけます。 

 やわらかい緑の山々を見ながら畑で汗を流す・・・そんな連休の過ごし方もすがすがしく

ていいのではないでしょうか。 

 

 さて、唐辛子の苗もそろそろ植え頃になってきています。ホームセンターにも多くの野菜

苗が並び連休は最高の書き入れ時、と言う感じでとても賑わっています。 

しかし、あわてて植えると、篠山あたりでは大変です。必ずと言っていい程、遅霜があるか

らです。我が家では毎年、ストーブやホーム炬燵を片付けるのは連休過ぎてからです。 

朝方にぐっと冷え込んだりして、油断ができません。 

 早く植えたい気持ちを抑えて、気温が安定してからゆっくり植えるのが得策のようです。 

今年は苗の生産地が遠いので度々は見に行けないのでちょっと時間が経っていますが、 

４月８日に撮ってきた写真を紹介します。 
 

⇐ハバネロレッドサビナ 

 

この写真からはほぼ１ヶ月経っています

ので、今は葉は８枚から１０枚くらいと言

うところでしょうか。 

前にも書きましたが、ハバネロは晩生

の品種ということなのでやはり同じ時期

に種を蒔いたほかの唐辛子に比べると

２回りくらい小さく、定植の時期も遅らせ

なければいけないようです。しかし小さ

いながらもほかの唐辛子とは全く違う葉

の形をして、すぐにハバネロということ

が分かります。 

立派に自己主張していますね。 

後半で急激に大きくなるので楽しみで

す。 

定植は５／中旬～下旬と言うところで

しょうか。 

 

 

⇐韓国唐辛子 

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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いよいよ栽培シーズンに突入！ 
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Chilli（Chilliぶろぐ主催） http://chillipepper.blog65.fc2.com/ 

  ５月と言えば市場に苗が出回る時期。栽培マニアにとってはいよいよ本格的なシーズンの

到来となります。寒さに強い国産の苗はすでに４月から出回っていましたが、いわゆる激辛系

の品種はこれからが勝負。収穫まで一喜一憂しながら育て上げる楽しい時間が待っています。

うちは今年、結局種を蒔かないままに春を迎えてしまいました。冬越えさせた株が数本あること

も原因なのですが、苗で買うか迷っているうちにタイミングを逃してしまった感じです。せめて

Bhut Jolokiaだけでも…と少々後悔していますが。 

 冬越えしたDorset Nagaに関しては４月半ばより着々と開花し始めてＧＷを迎える前に全開

モードとなってしまいました。 

 

 

『ハバネロと同様に複数の花芽が付いた 

                     Dorset Naga』 

 

 今年一番驚いたのが昨年末に刈り込んだ後に

そのまま放置していたハバネロ・マンザーノが生

き延びていたこと。前年は暖冬でネットでも多くの

越冬報告がありましたが、この冬は何度も雪が降

り積もる寒さで普通に考えれば生き延びることな

ど望めなかったハズ。ところが鉢に保温シートを巻き付けていたのが良かったのか、ここに来て

可愛い新芽が映えてきました。 

 

『厳しい冬を屋外で乗り越えた 

           ハバネロ・マンザーノ』 

 

 それにしてもいくらベランダとはいえ数ヶ月間

一度も水を与えず、コンクリ上に放置していた

株が生き延びるんだからその生命力には驚か

されるばかり。毎年こういう感じだと冬越えも楽

なんですけど（笑）。 

 

 しかし毎年栽培を続けていると、いくら食べて

も減らないという困った状況に陥ります。ハバネ

ロやハラペーニョ等はソースやピクルス、冷凍にすれば良いのですが、カイエンヌ系は収穫量

も多く、ドライにしてもなかなか消費しきれません。ということでうちでは３年前のロング・カイエ

ンヌをいまだに使い続けてる始末なのですが、除湿剤と共に密封容器に入れて冷暗所に収納

してある為か、香りは殆ど抜けずに維持されています。これを使った一味は香り豊かで使い勝

手が抜群。特に四川風の麻婆豆腐に使うとベストマッチという印象です。 

Dorset Naga.jpg 

habanero_manzano.jpg 



季節を肌で感じる乙女のささやき 四季の丹波風景  

PAGE 4 ５月号 

  

『ロング・カイエンヌを使った四川風麻婆豆腐』 

 

 あらかじめフライパンで煎って香りを出したカイエン

ヌをミルで挽き、一味唐辛子として準備しておきま

す。これとすり鉢で粉にした花椒、刻んだショウガ＆

ニンニクをごま油で香り出ししたものをベースに挽き

肉を良く炒め、湯通しした豆腐に刻みネギをタップリ

加えて豆板醤、豆鼓（豆鼓醤）、ナンプラー、酒、オイ

スターソースで味付け、刻んだニラ（黄ニラがベスト）

を投入して溶き片栗でとろみを加えるだけ。材料さえあれば手間は殆どかからず、最高の風味

の麻婆豆腐を味わうことが出来ます。しかし５人前の分量でも２本も使えば充分に激辛。毎日

使っても一株分を一年で消費できない量になるんだからこれはこれでまた問題だったりするの

ですが…。そういえばハバネロを使った事はないので今度トライしてみようかと思います。更に

ハバネロ醤油で味付けすれば激辛好き向けの一品になるかも？ 

 

  

 新 緑 
 

 少し前に某テレビ番組で「西の魔女が

死んだ」という本を紹介されていました。 

そして少し経った後に本屋さんをうろうろ

しているとその「西の魔女が死んだ」を発

見し、思わず購入しました。 

タイトルからすると暗いイメージを感じま

すが、決してそんなことはなく、 

「どこか懐かしく、どこか新しい」 

「忘れた何かを思い出させるような、新し

い発見をさせてくれるような」 

そんな暖かい小説でした。 

自然が間近にある生活の素晴らしさも

感じさせてくれました。 

 

さて、今回の写真です。 

新緑の季節を迎えました。この若々しい緑がとても好きで身近にこれだけ自然があるこの土地

が年を重ねるごとに好きになっていきます。実際みる景色と写真ではずいぶん差が出てしまい

ますが、葉っぱの上に見える空の青と楽しんでもらえればととても嬉しいです。 



PAGE 5 ５月号 

バングラデシュの農業   

 

 バングラデシュで農産物を扱う

会社を経営している、竹内 僚と

申します。 

これから毎月バングラデシュの農

業についてお伝えしていきます。 

 今月はバングラデシュという国

のご紹介をします。 

 

バングラデシュは１７５７年までは

ムガルインディア、１９４７年まで

はブリティッシュインディア、 

１９７１年までは東パキスタンとい

う国であり、言語と宗教を母体と

したアイデンティティーを主張し、

長期の独立戦争によりバングラデシュ（デシュはベンガル語で国の意味）を手にしました。 

国土はインドに覆われるように存在しています。 

政治汚職、ストライキ、洪水、サイクロン、貧困等、日本ではあまりいいニュースが流れま

せんが、ヒマラヤからインドを通り栄養分を多く含むガンジス川の支流に位置するバング

ラデシュは、肥沃な大地を持ちます。 

国の主な産業は繊維業と農業で、国内総生産の3分の1が一次産業です。世界有数の貧

困国ですが、肥沃な大地のおかげで米は三毛作、食べるものには恵まれており、飢え死

にする者はほとんどいません。 

 

弊社はバングラデシュの農産物

を輸出することで、雇用拡大や

外 貨 獲 得 な ど 間 接 的 に 国 と

人々に貢献できると信じ、日々

事業に取り組んでおります。 

 

 

          竹内 僚 

バングラデシュからの便り バングラデシュの農業 



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）  

 

５月３日に京都市国際交流会館で「日本聖ニコライセルビ

ア・日本協会」の例会にゲストスピーカーとして参加しまし

た。 

これは、以前亀岡市交流活動センターの「ONE DAY 

TRIP」という在住外国籍の方との交流イベントに応募され

た、セルビア出身のタダロビッチ・デュラゴスラヴさん（通

称Sashaさん）からの要請でした。セルビアってどんな

国？どこにあるの？旧ソ連邦の国だったの？というような質問が浮かぶかもしれません。 

 

コソヴォという地名を最近聞いた人も多いと思い

ます。長靴の形をしたイタリア半島から見て、美し

いアドリア海の向こう側にバルカン諸国がありま

す。関空発ミラノ行きのイタリアの航空会社の飛

行機に乗ると、日本人だらけで、本当に驚きま

す。私は、昨年９月に娘夫婦の住む、セルビアの

首都ベオグラードを訪ねてきました。その体験か

ら、日本在住セルビア人のSasha（サー

シャ）さんという男性とおつきあいが始まっ

たのです。 

 

ミラノまでは、１２．３時間の長旅ですが、ミ

ラノからベオグラードまでは、一時間半の

飛距離です。ヨーロッパは、どの国もとても

近くて、国内便の範囲です。別の言葉でい

えば、洪水が興っても、自国だけ被害を免

れるなんてことは、あり得ない近さなので

す。けれども、東欧とひとくくりにされること

も、東欧＝共産主義国家と見られることも

あり、セルビア人や旧ユーゴスラビアの

国々は、納得できないと言います。  

今はロシアと手を組もうという主張が強い

セルビア政府

ですが、元々

は、オーストリ

アやオスマントルコなどの大国に占領を繰り返し受けてきたこ

の地のさまざまな民族が手を組んでユーゴスラビア連邦人民

共和国を第２次大戦後発足しました。 
 

ドナウ河は、

セルビアの

北から流れ

てきて、ベ

オグラード

で東へ 
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１９６３年には、多民族国家として、ソ連とも対立しながら、自主管理と非同盟を特色とす

るユーゴスラビア社会主義連邦共和国となりました。 

カリスマ性と指導力のあったチトー大統領に死後、ソ連邦の解体・東欧の民主化の影響

もあり、それぞれの民族が独立を宣言し、ユーゴスラビアは、解体し、セルビアだけが旧

ユーゴスラビアとして残り、あるいは、取り残され。最後にセルビア国内の自治区であっ

たコソヴォが独立宣言をしたのが、この２月１７日でした。 

ヨーロッパ諸国も、それぞれが国内に民族問題を抱えているので、コソヴォの認定をする

国は、いまのところ、それほど多くありません。 

EUとしては、もっと多くの国々が独立を認める目算をしていたようですが。さて、日本はど

のような立場をとっているのでしょうか？ 

あまり大きい声では発言をしていませんが、実は認定しました。けれども、今も支援活動

は、変わりなく続けられていて、「コソヴォの認定はするが、セルビアとの友好関係は変わ

りなく続けるつもり・・」との外務大臣の発言が新聞に小さく報じられていました。 

巨大であったオーストリアの王朝の占領の端っこの地であったドナウ川沿いの都市ベオ

グラード・オスマントルコの占領地の西の端っこであったベオグラード。当然、人々も入り

乱れ、文化も異文化が入り乱れ共存してきたはずです。この地の争いは、兄弟の争いと

も言われてきました。 

 

滞在中、毎日娘といっしょに市場に買い物に出かけた私は、この地の野菜のおいしさに

驚き、肉の新鮮で豊富で、肉店の清潔さにもびっくりしました。このまま、この味や新鮮さ

が残っていくだろうかと心配もしました。 

１９９０年代の周辺諸国との争いやNATO軍の空爆による不安な時代を超え、今も国家の

孤立への不安と子供たちの将来が見えない不安を抱え、人々は、決して明るい感じでは

ありません。 

けれども、不運を見つめ、逃げないという静かなあきらめと、身のこなし方ももっているよ

うな国民性も感じます。 

なにしろ、セルビア語の教科書の一章に「散歩して」という項があり、「今日は、どこそこに

散歩に行った。午後もどこそこに行った。夕方まで散歩した。今日はこれで終わり。」とい

う文章があるそうです。 

何もすることがなくても、散歩には出かけ、散歩して一日が終わってもこれでいいと思え

る人々がたくさんすんでいるのですから。 

 

このような話を例会でして、SASHAさん手作りのゼリーとおいしいハーブティーをいただ

きながら、１時間半は、軽く超え、終わったとも、連絡先を聞きあう参加者が多く、楽しい

会でした。 

 

                                     児嶋きよみ 



花と緑の会Ⅸ 「オープンガーデンかめおか2008」  
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オープンガーデンかめおか2008 

 

いよいよ今月、２４日（土）２５日亀岡市内７５ヶ所と南丹市八木町から１ヶ所、計７６の庭が一

般公開されます。 

オープンガーデンハンドブックも出来上がりました。 

各お庭を１ページづつカラー写真とコメントを載せて紹介されています。 

ガレリアかめおかの総合案内所、亀岡駅の観光案内所で発売中です。 

宮脇書店、緑花協会等でも販売していただく予定です。 

又、当日はガレリアかめおかバラ園に案内所を設置して皆さんをご案内します。 

お庭めぐりの無料ツアーバスガレリアかめおかバラ園発着で運行します。 

 

 無料ツアーバス運行時間 

２４日 

   ９：３０発 ～ １２：３０着 旧亀岡町９ヶ所巡ります。 

   ９：３０発 ～ １２：３０着 旧亀岡町中部から千歳町方面 

   １３：３０発 ～ １６：３０着 旧亀岡町中部南郷・三宅から篠町へ 

   １３：３０発 ～ １６：３０着 旧亀岡町古世・矢田・西つつじヶ丘へ 

２５日 

5 ９：３０発 ～ １２：３０着 つつじヶ丘方面 

   ９：３０発 ～ １２：３０着 つつじヶ丘方面 

7  １２：３０発 ～ １６：３０着 吉川・曽我部方面 

８  １２：３０発 ～ １６：３０帰 稗田野・本梅・千代川方面  

 

これは運行予定です。調整中ですがいち早くハバネロ会員様のみお知らせします。 

先着各便２０名です。原則として今年のハンドブック１人１冊お持ちの方を優先します。 

 

 

４月２６日お昼の時間に、NHK「ぐ

るっと関西昼どきプラス」の番組の

中で紹介されました。番組を見て

奈良、滋賀、京都からの問い合わ

せが毎日入ります。今年は盛り上

がりそうです。 

 

皆さんご参加ください。 

NHKの取材風景 
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ハバネロ探検隊 熱烈の男 激辛ハバネロピザ 
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熱烈の男 激辛ハバネロピザ 

 

某大手スーパーで(￣―『＋』)発見!! 

パッケージに 

「熱烈でホットなソーセージをワイルドな男のロック魂でピザに

仕上げてみれば、酒に合いまくりでエナジー燃えまくり。熱烈

の男 激辛ハバネロピザ。パーティナイトのおつまみにバッチリ

の、燃えたぎる炎のような熱烈のピザで、心のファイヤーを燃

やすのさ。」 

・・・・・ヽ(￣￣￣￣￣￣∇￣￣￣￣￣￣;)ノ・・・・・・ 

 

 

２２～３ｃｍ位の円形、厚みは１ｃｍ位 

オーブンで約5分・・・・まだかな♪(・ ・。)(。・ ・)まだ

かな♪ 

香ばしく焼きあがったピザ・・・・あんまりハバネロノ香

りはしない。 

パリッとしたクリスピークラストタイプのピザでイタリア

ンソーセージがトッピング。 

で、お味

は・・・・最

初・・・炎炎

炎＞( Q̃ ;̃;) ヒィィイ!!カラィィイイ!!・・・・が、一瞬の辛さ

を過ぎるとすぐに治まる。赤唐辛子とハバネロのブレ

ンドされたスパイスらしい。 

辛いけどスナックっぽい、軽い口当たりでおやつやつ

まみ感覚の味わい。 

 

 

 

 

これからの季節ビールなどのおつまみには良いかも。 

 

 

デルソーレ「熱烈の男 激辛ハバネロピザ」 価格 298円 

株式会社 ジェイシー・コムサ 

ホームページ http://www.jc.comsa.co.jp 
 
 



〒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 

お皿にご飯を入れ、レタス、トマト、ひき肉を

乗せ、タコスチップスの砕いたの、チーズも

乗せる。 

また、今の季節のアスパラ等をゆでたのも

飾ってもよいです。 

「タコライス」 
材料  

  牛ひき肉 ・・・  ５００g  

  大 蒜   ・・・ 1カケラ 

  レタス・トマト・チエダーチーズ・・・適量 

  タコスチップス・ハバネロソース・ 

  オリーブオイル・ケッチャプ 

  塩・胡椒・ご飯 

 

作り方 

  オリーブオイルを熱して大蒜をいため、 

  さらに牛ひき肉を加える。 

  そこに、ケッチャプ、塩、胡椒、ハバネ 

  ロソースを加え味を調える。 

  レタスはチギリ、チーズも細かくして 

  トマトも一口に切る。 

ハバネロ料理コーナー 


