
今年は生産者の方の品質に相当格差が出てきております。 

 

やはり、苗の状態（苗半作）

で決まると言われておりま

すが、特に今年は旱魃が長

く続いたこともあるため、生

理的なことも影響していると

は思いますが、全体的に草

丈が低く横張りがあります。

また、元肥をしっかりされて

いるところはとても元気に生

育して、果実も沢山付けて

います。 

 

多い人で1週間に150㎏

（180本定植）収穫される方

もおられます。少ない人は

10㎏（100本定植）程度で

す。 
 

ハバネロ友の会 事務局 
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トピックス 

 

☆ 新情報イロイロ。 

☆ ハバネロは収穫

シーズンを迎えてい

ます。 

☆ 海外の話題もた

くさん掲載中。 

 

 

ハバネロ友の会会員様 

ハバネロ栽培のご報告 

少し秋風が吹く兆しが見えて参りましたが、まだまだ残暑厳しい折、如何お

過ごしでしょうか。 

今月も会員の皆様のご協力もあり、無事9月号を配信させていただくことが

出来ました。この場を借りましてお礼申し上げます。 

 

やはり、暑いときは熱さを払拭できるくらいのインパクトのある「ハバネロ」

が注目され、たびたび取材や全国的にお店のメニューに加えて提供を考え

られる方々が増えてきております。 

                             ハバネロ友の会事務局     
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取材していただきました。 
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■8月28日（木）読売テレビ「ズームインスーパー」と9月2日（火）関西テレビ「アンカー」で特

集として紹介して頂きました。 

反響も大きく、翌日には各方面の方々より問い合わせや引き合いなどが来ておりますので、

会員の方々で関連することがございましたら、ご案内してまいりたいと思っております。 

 

特に亀岡では地域特産と言うことも認知されつつあるため、行政の方々にもご協力していた

だける環境を作って行きたいと思っております。 

 

本日も亀岡市内でラーメン店を経営されておられる方から「ハバネロ」を使ったメニューを考

えたいと言うことで、参画の連絡を頂いたり、盛り上がりを見せております。 

 

 関西テレビ「アンカー」9/2放送 

 「鈴なりのハバネロの畑にて」       「壱番館のハバネロ焼きそばは絶品です。」 

 読売テレビ「ズームインスーパー」8/28  放送 

「大田アナウンサー（右端）ハバネロの畑にて」 

                                       ハバネロ友の会事務局 

 



 ８月終わり頃には随分涼しくなり楽になった気がしましたが、ここしばらくはまさに残

暑！！梅雨に戻ったような蒸し暑さで、また夏バテしてしまいそうですね。 

しかし、確かに秋は始まって青々していた田んぼが黄金色に変わり、コンバインの音が聞

こえ始めました。稲木に刈り取られた稲がかかっています。 

 今年は台風が少ないようで、作物が被害にあうことは避けられそうですね。その代わり 

全国のあちこちで集中豪雨による被害が報じられて・・・これも自然界のバランスなので

しょうか。まだまだ安心はできないですね。 

 篠山のハバネロは８月初旬にようやく色づき始め、順調に収穫量が増えています。９月

が出荷最盛期となります。生産者によると今年のハバネロは昨年より背が低いけれど、

実の数は昨年より多いと言うことです。殆ど病気もなく植えたものがそのまま育っていて、

少ない本数で高収穫を望めそうです。 

ただ色づくスピードはやや遅めで、どんどん色が変わると言う感じではありません。 

日照時間が短いのでしょうか。 

ブリッキーヌ（タイ唐辛子 ） 

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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ベトナムオレンジ  

ハバネロレッドサビナ 



ハバネロ＆ジョロキアとご飯の意外な相性!? 
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Chilli（Chilliぶろぐ主催） http://chillipepper.blog65.fc2.com/ 

 つい先日、ある方から大きくなりすぎて手に余るからとBhut 

Jolokiaの株を譲り受けたのですが、現在は多数の実を付けて色

付き始めています。しかし世界一辛いとギネス認定された唐辛

子をどのように使えば良いのかと今度は料理法を悩むハメ

に…。ハバネロを使う場合にも普通に思い浮かぶのはカレーとか

サルサとか当たり前のものばかり。へき亭さんのように工夫を凝

らしたメニューを考えるのは容易なことではありません。 

 

 そんな折、Blogを通じて日本在住のタイ人の女性と知り合うこと

ができたのですが、普通なら思いもつかないようなレシピを考え

てくれたので紹介したいと思います。最初にハバネロとドーセット

ナガを送ったときには「辛すぎて食べられない！」と殆どマジ切

れされたのですが（笑）、Chinense種独特の香りに気がついてか

らはすっかりその魅力に取り憑かれてしまったそうです。そしてあ

る日考えついたのがハバネロ＆ドーセットナガを使ったおにぎ

り、通称『地獄おに

ぎり』です。 

 

 いわく「本当に美味しいから食べてみて！」とのことで、

恐る恐る試してみたところ、これが見事にご飯に合ってい

てビックリ…。基本的にはふりかけと生のハバネロ、ドー

セットナガ、ブートジョロキアを刻んでご飯に混ぜ合わせる

だけなんですが、かならず冷やご飯を使うのがポイント。

炊きたてのほかほかだと唐辛子の辛さを増幅してしまい、

食べているうちに悶絶するハメになってしまうそうです。あ

まりに相性が良いのでうちでも色々試してみたのですが、

ノンオイルタイプのツナと醤油、ジャコとゆかり（赤紫蘇）な

ど幅広いテイストに合うことが判りました。ご飯と生のハバ

ネロがマッチするなんて考えたことも無かったのですが、

プリッキーヌが生まれた土地に生まれ育ったのは伊達で

はないなぁ、と感心させられた次第です。 

   

  

   

「色付き始めたBhut Jolokiaの実」 

 『生のハバネロ＆ドーセットナガを 

           混ぜ込んだ激辛おにぎり』 

『ドルセットナガとジャコ、ハバネロとツナの混ぜご飯』 
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 そしてこれはなんとドーセットナガを12個も使っ

た究極の一品。 

『激辛唐辛子フライ＆バジルのミックスライス』 

 

 細切りにしたレモングラスとバジルを揚げて油に

香りを移し、肉と卵を混ぜた具材を詰めたドーセッ

トナガをフライにします。油を切ったらバジル、人

参、ソーセージと共にご飯と混ぜ合わせています。

付け合わせにはソテーした豆腐を使っています

が、これが辛さに耐えられなくなった際に味覚を取

り戻すことを助けてくれるんだそうです。いずれに

しても普通の料理とは言い難いので写真だけで充

分な気がしますが…（笑）。先日Gizazineという

ニュースサイトでこのおにぎりのレシピが紹介され

ました。 

“世界一の辛さではないかと言われているトウガラシ「Dorset Naga」” 

http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080818_dorset_naga/ 

 掲載されてからわずか２時間で数千件もアクセスが集中。辛いモノを好きな人はこんなにも多いの

かと驚かされました。 

 

 最後にごく普通の使い方として、ブートジョロキアを使った鳥の唐揚げと挽き肉のドライカレーを紹

介します。 

     

  

鳥の唐揚げは醤油片栗粉、刻んだブートジョロキアで下味を付けて揚げたモノ。辛さが油に逃げてし

まいますが、フルーティーな香りが鶏肉に残ってくれるので非常に美味しいです。挽き肉のカレーは

最初にクミンを油で炒めて香りを出し、挽き肉＆タマネギ、カレー粉を加えて醤油で味付け。火を止

めてからタップリのコリアンダー（香菜）と刻んだブートジョロキアを混ぜ込んで完成。これは檀太郎

先生の『羊と香菜のドライカレー』を元にしていますが、ここでのポイントは唐辛子に火を通さないと

いうこと。先のライスでも同じなのですが、生で使うことによって香りの良さを引き出し、必要以上に

辛くなることを抑えるためにこうしています。 

 ややもすれば単なるイロモノととられがちな激辛唐辛子ですが、本来は本当に素晴らしい食材・調

味料であることを是非とも知らしめて行きたいと思っています。 

 

『激辛唐辛子フライ＆ 

             バジルのミックスライス』 

『ブートジョロキア風味の鳥唐揚げ・挽き肉の香菜ドライカレー』 



okuyukiハバネロリポート。ハバネロ大活躍の巻き。   
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すっかりメジャーになったハバネロ。 

ハバネロを栽培されていらっしゃる方も多いかと思います。 

沢山の実をつけてくれるので、大いに活躍されて欲しいです。 

 

ジャガイモ、さつまいもなどの芋類の保存の天敵がネズミなのですが、ハバネロが大活躍して

くれます。 

 

ハバネロ３個程をフードプロセッサーにかけます。みじん切りのハバネロをお茶パックに入れ

ます。(ガーゼで包まれても大丈夫です)そのお茶パックを段ボールの外側に軽くこすりつける

ようにします。段ボールの表面がほんの少し湿っている程度。 

天気の良い日に段ボールを天日に当てて乾かしましす。 

ネズミちゃん除け段ボールの完成です。とても簡単なので、是非試されて下さいませ。 

 

余談ですが、ネズミちゃん除け段ボールにジャガイモを入れていますと、新芽が出難い気がし

ます。昨年のジャガイモが今年の種イモに出来たので。。 

 

注意、ハバネロを触られる際、必ずナイロン手袋を使用されて行って下さいませ。  

パワースポット 

 
 亀岡の出雲大神宮にあるこの「磐座」がある

ことを3年ほど前に知りました。 

幼い頃からよく遊びに行っていたにも関わら

ず・・・。 

 風水のＤｒコバ氏や江原裕之氏などがこの

出雲大神宮にはすごいパワーがあるといって

おられるとか。。。 

 今流行の「パワースポット」ということでここ

数年若い方が多く訪れているのを目にしま

す。 

 そんなパワースポットが好きな友人を連れ3

年前にお参りに行ったときに「ここから歩いてすぐのところに磐座があって縁結びに良いらし

いから行ってくれば？」と親切な方に教えてもらいました。 

 まだ私の周りではこの「磐座」の縁結びのパワーで良い縁と結ばれた報告は聞いていませ

んが、甥と一緒にいくと「ここは元気になる！」と行って石に抱きついています。 

亀岡にお越しの際はぜひお立ち寄り下さい。篠ファームさんの事務所から少しのところにあり

ます。 

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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 バングラデシュでは雨季も

終わり、9月2日からイスラム

暦、ラマダン月が始まりまし

た。 

 約1ヶ月間、日の昇っている

間は食事や水、タバコはおろ

か、唾さえも飲み込んではい

けないことになっています。 

 イスラム教徒には厳しい1ヶ

月となりますますが、それ以

外の宗教を持っている者に

とっても厳しい月です。 

例えば私生活では、外食が制

限される、タバコが吸えない、

イスラム教徒の前で食事をするのに気が引ける、午後になるとみんな苛立ってくるな

ど。 

仕事場では、仕事の生産性が悪い、1日5回のお祈りのため途中で仕事を抜け出してし

まう、午後になるとイライラしだして商談が進まないなど。ラマダン月の終わりには皆そ

れぞれの田舎に帰り、辛い1ヶ月を終えた祝いを家族の元でします。 

出稼ぎの多いダッカでは、すべて店が閉ざされ、いつもの喧騒がうそのように静かにな

ります。 

欧米のクリスマスセールと同様に、イードセールは年間消費の多くを占めます。洋服や

靴などだけではなく、食品の価格も高騰します。昼間食べられない分夜の消費量が増

え、結果的に全体の消費

量は増すことになります。

ラマダン月とその前では

わずか1日で、香辛料の

価格が20%以上値上がり

しました。 

イスラム教徒以外にも辛

いこの1ヶ月。ただひたす

ら耐えるしかありません。 

  

 

         竹内 僚 

バングラデシュからの便り イスラム暦、ラマダン月 



「ベオグラード再訪記」  
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先日, パキスタンに駐在しているご夫婦が、一時帰国され、お会いする機会がありました。「日本に帰

るとどこか、気持ちがほっとして、よく眠れますねえ。」と言われます。 

外国にいると、夜でも、眠っていてもどこかが覚めている感覚があるのでしょう。でも、あるアメリカ人

の青年は、「日本にいると、歩いていても安心している。他の国はちがうけれど。」と言います。こうなる

と、自国に帰って安心するのか、日本だから安心できるのか、わからないなあと思えてしまいます。国

と国の境は存在していても、気持ちの上での境界はあるのか、ないのか。 

帰国後の、ぼんやりした頭は、とりとめのないことを考え続けています。 

 

あまり、この国に、認知されていない国、中欧のセルビアの首都、ベオグラードを再訪しました。その

記録です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の二つの地図の違いがわかりますか？ 

左はコソボ自治州が入っていて、右は分かれています。このコソボ自治州の独立をめぐってEU諸国と

ロシア・セルビア両国が今も意見が大きく対立しています。日本政府は、静かに独立を認めながら、セ

ルビアとの交流も変わらず続けると明言しています。欧州外交を少し注意して見ていると、どちらにも

行ける道を必ず作っておくという方法を取っているような気がします。そういう面で見ると日本の外交

方向は間違ってはいないのかもしれません。何しろ、欧州のどのハブ空港からでもバルカン諸国の首

都への飛行時間は、1時間か長くて2時間以内なのですから。東京・大阪間です。 

 

2008年8月5日の早朝から赤ちゃん連れ3人(わたし・娘・その長男生後6ヶ月）の長旅は始まりました。 

この旅のことをあまり深く考えないようにと、赤ん坊の母親である娘も、その母親のわたしも努めてき

たような気がします。どう考えても、生後6ヶ月の赤ちゃんが、12時間以上の飛行機の機内で黙って

ゆったりと過ごすはずがないと思っていたからです。 

毎日、早朝5時ころに一度、おっぱいを飲む習慣のあるこの子は、朝のはや起きはご機嫌です。最後

にトランクの鍵をかけ、外に待つタクシーに飛び乗ったのが、5時15分。電車に乗ってほっとしたのは、

その15分後でした。関空にすでに前日に送っておいたトランク2個と合わせて、段ボール1個が預け入

れ荷物です。30kg×２＋10kg＝７０ｋｇ 

これが、赤ちゃん連れのビジネスシート用の持てる許容範囲でした。中身は、おむつと乳児の服ばか

り。到着後、2週間は、買い足さずにもたせたい量でした。出発に先立って、航空便・船便で出しておい

た荷物の到着を見込み、今必要な品の選びに選んだ結果です。機内持ち込み荷物も自ずと多くなり、

キャリーラックで運び入れ、乗務員に驚かれるような量になりました。  



やっと、ルフトハンザ航空の関空発フランクフルト行きに乗ったのは、１０：３０でした。すでに、家

を出て、5時間経過しています。赤ん坊は、途中の「はるか」などでも、時折「えーん」と言っていた

のですが、そのたびに、おむつを替えたり、おっぱいを含ませたりしていたので、大きな声で泣く

ことはありませんでした。ベビーベッドを頼んでおいたのですが、その代わりに何枚もの毛布を

持ってきて、ベッドのようなものを飛行機の床の上に作り、寝させる準備をしました。眠たかった

のか、赤ちゃんはそんな簡易ベッドでも 

すやすや眠りこけ、２．３時間ゆっくりできました。そのあとは、そのようなベッドでは寒そうで、だっ

こをしたり、ビジネスシート(大人用）に大の字に寝たりと快適の様子でした。おかげで大人は二人

で交替しながら、シートの端に腰をかけたり、横になったりしながら何とか過ごしているうちにフラ

ンクフルトに到着しました。 

 

大きすぎるフランクフルト空港を、大きな手荷物を引っ張り、トランクも再度持ち、赤ちゃんのベ

ビーカーを引きながら、ホテルの入り口までやっとの思いで、たどり着きました。１時間は、経過し

ていたでしょう。家を出て、何時間後でしょうか？ツインベッドと

赤ちゃんベッドが用意されたホテルの部屋は、ほとんど空港内

です。簡単な夕食を空港内の売店で買って、お風呂に入ったら

もうお休みの時間です。 

   

 日本時間もヨーロッパ時間もごちゃまぜになったままですが、

朝になると赤ちゃんも我々もなんとか目も開き、次の日が始まり

ました。 

この日の最大の難所は、ベオグラード行きの飛行機で、階段を

上らなければならなかったことです。バスで飛行機のそばまで行

き、そのあとは、階段を上り、やっと座れるのです。機内荷物が山

ほどあったので、一番後ろでどうしようかと思っていたら、若いお兄さんが、「もってあげよう。」と

言って最後まで持ち上げてくれました。様々な人に、いろいろな場所で助けてもらったような気が

します。 

 BEOに着いたら、今度は荷物を運ぶカートが足りません。カート無しに大荷物と赤ちゃんを抱え

た私たちは、身動きができないのです。近くにいた、残った荷物を整理する係のおにいさんに、

「赤ちゃん連れなので何とかして」と英語で頼んでようやく手に入れました。迎えに来ていた娘の

夫のS君とバンの運転手が手際よく荷物を運び、BEO市内へと進みました。 
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左（ﾍﾞｵｸﾞﾗｰﾄﾞ市内・右（船上ﾚｽﾄﾗﾝ） 

 （ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ空港） 



 ９ヶ月留守をしていた割りには、アパートの中は美しく、まず、そのことに驚きました。聞けば、一

週間に一度、お掃除の仕事をする人に来てもらっているので、床やトイレや洗面所などぴかぴか

でした。 

 この日から、赤ちゃんがBEOに住むための準備が始まりました。まず、玄関で靴を脱ぐことは、

以前からやっていましたが、家具付きの住まいなので、新しい絨毯に替え、その代金は自分で払

うことにしたそうです。そのため、汚しても良く、また、ダニの心配も少なくなります。ソファがいくつ

も並ぶ居間の真ん中に赤ちゃんのマットが置かれました。これは、先に帰国していた赤ちゃんの

お父さんが、飛行機の預け入れ荷物で持ち帰ったものです。赤ちゃんベッドの柵の中に入る代わ

りにソファの真ん中にいるのです。テレビを付けると、サウスオセチアへのロシアの侵入の様子

が、CNNなどから、繰り返し流れているだけで、オリンピックの日本の結果などさっぱりわかりませ

ん。ケーブルテレビが入っているので、数だけはたくさんのチャンネルが見られるようになってい

ました。 

 けれども、インターネットを見なかったら、ことばの壁もあり、、情報から取り残されてしまうかもし

れません。２．３日遅れのヨーロッパ版日本語新聞もありますが。 

 

 セルビア政府の外国人の入国に関する規則は、かなり変で、ホテルに泊まればホテルから、ま

た、どこかの家に泊まるのであれば、大家さんといっしょに２４時間以内に警察に申告する義務が

あります。到着の明くる日、私たちも大家さんの女性と警察前で待ち合わせ、申告をしました。母

である私が娘の所に宿泊していると。わずかですが、申告料もいります。セルビア通貨のディ

ナールです。これは、いったい何のためか理解に苦しみますが、これが、一応社会主義国の名残

なのでしょうか？(旧ユーゴスラビア社会主義連邦共和国）現在、日本では、ベオグラード観光も

含めて中欧ツアーが多数企画されているのに、この点をもう少しどうにかしなければ、観光収入

は、増えないのではないかと心配します。 

 

 次の日、夕方少し、空が暗いなと気づきながら、赤ちゃんをベビーカーに乗せ、娘と３人で広場

近くのお土産物を売っている小さな店に向かって歩き出しました。手作りのピアスやイヤリングを

ガラス細工で作っている瀟洒なお店です。ところが、その品物を受け取った直後、近くの店の屋

台の板が風で飛び始め始めました。突然、ゴーッという音と道のﾎｺﾘが巻き上がり、すさまじい勢

いで、風に雨が混じり始めました。赤ん坊のベビーカーの覆いを下ろし、大急ぎで、建物の脇を走

り、坂のある通りを急ぎました。道には、上の階の窓から落ちてきた植木鉢の割れたものや、木の

葉や枝が散乱し出しました。１０分ほど大急ぎで走り、ようやくアパートの玄関にたどり着いたと

き、大きな雨音が背中でし始めました。「助かった。」と思うまもなく、エレベーターで６階に上が

り、ほこりを拭き取り、声もあげずにいた赤ん坊を娘はベビーカーから抱き上げました。 

 

 外は、稲光と雷の音が続い

ています。しばらくで止むか

と思っていた雨は、その後も

何時間も降り続き、後で聞く

と、郊外では何時間も停電

になったそうです。 

止まない雨と風に見切りを

付け、夫のS君は、タクシー

で帰宅しました。                      

     

９月号 PAGE 10 

(ﾄﾞﾅｳ川から見た風景） 



 次の日は、前の晩の嵐の被害の状況を映すテレビばかりでした。大河のドナウ河とサヴァ河の

交差するのがベオグラードですから、大荒れになると、河も波立ち、海のように見えます。このよ

うな日でも、河に浮かぶ船上レストランで大揺れに揺れながら、食事をしていた人もいたようで

すが。セルビア人でもこのような嵐は何年ぶりとか。 

 

 次の日の朝は、大家さんの、郊外にある家に、ベオグラードに住む大家さんの娘さんの夫婦と

１才になる男の子たちといっしょに、たずねる約束がありました。彼らとは途中の道で合流し、高

速道路を後に付いて走りました。セルビアの人は、あまり意味もなく追い越し車線や普通車線を

入ったり、出たり忙しく行き交います。最初は何か意味があるのかと、続いてみたりしていました

が、そのうち、運転していたS君もやめてしまったようです。 

 ハンドルは日本とは逆なので慣れるまでは、大変であったと思います。それでも、ようやく高速

を抜け、土道を走り出してしばらくすると、家の前にせり出した道路の前の垣根に前の車がとまり

ました。ここが別荘のような、大きな庭のある大家さんの家でした。 

 以前、BEO市内に暮らしていた彼女は、排気ガスの多さに健康を害し、５年ほど前にこのおか

あさんひとりの住む、育った家に引っ越しをしてきたそうです。家の回りは緑ばかりで、二階に上

がり、ベランダからのぞくと、遠くにドナウ河の水が光っているのが見えました。どこかに川の水

の見える家がセルビア人には、理想なのかもしれません。高校生の時に選ばれてアメリカに留

学をした娘さんは、英語が話せるので、セルビア語を話せないわたしとは、英語でいろいろ話し

てくれました。セルビア人の子どもには、健康な子どもにも生まれてすぐから、健康診断が毎月

無料でされるという事実や、できたら、今後英語が話せるというスキルを利用して、仕事にもどり

たいとかいろいろな思いを話してくれました。 

 若いセルビア人は、できればセルビアに

いて、安定した収入の得られる職が欲しい

ということを切実に願っているようです。特

に女の人が、働き者であるために、自分の

思いとは違っていても、なんらかの収入を

得ようと、今すぐできる仕事を選んでいる

女性たちも少なくないようです。男が、街

角にあるカフェで、１日中ぶらぶらと話しば

かりしているのに、女の人は、２個も３個も

仕事を掛け持ちしているのかもしれませ

ん。 

 それにしても、景気がいいとは決して言

えないはずなのに、空港からの帰り道は、

建築ラッシュのようで、ビルが次々に作ら

れていました。煉瓦の積み重ねですが。

いったいどこの資本なのでしょうか？工業

の発展が１９９０年代から２０年代にかけての紛争で、大きく立ち後れ、工業製品が輸入価格であ

るためにどれも高いのに、野菜や肉の値段は、安くてとてもおいしいのです。 

 トマトもきゅうりも大根もあります。オクラも今年は見かけました。特においしいのは、赤や黄色

の大きなピーマンです。辛くもなく大味のピーマンは酢漬けのような料理に適しているようです。 

 チーズもヨーグルトもすばらしくおいしくて、牧畜業も健在のようです。日本人に足りないと思え

るのは、魚です。たまに白身の魚がスーパーの魚売り場に見受けられますが、基本的に川の魚

のようです。川に浮かぶ船上レストランでは、とてもおいしいナマズのフライなどが食べられるよ

うです。 
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（ﾄﾞﾅｳ川を遠くに見て）  



米は、マケドニア米と呼ばれる米が、一番日

本の米に近いようで、炊飯器で炊いて食べて

います。こんどの旅では、機内荷物として、外

国仕様の炊飯ジャーを持って来たので、保温

もできるようになりました。それまでは、炊い

た後、必ず、冷凍保存していたようです。 

 外国に住むということは、日本での基本的な

くらしを見直すことが多くなります。 

 毎日、ひとつずつ部屋を片付け、飽きると赤

ん坊連れで、市場やスーパーに夕食の買い

物に行く日が続きましたが、別れの日は突然

やって来ました。 

 

 出発の時刻が朝の６時半というような時刻

なので、家を５時半に出る予定です。そのために、長く日本に帰国していた娘は、左ハンドルの練

習を一日前の早朝にしました。そして、当日、娘が空港まで送ってくれることになりました。眠って

いるであろう赤ちゃんは、朝は、夫に任せて。 ５時半に家を出て６時には空港に着き、手続きを

終えた私と別れた娘は、ぱっと家に向かって走り去ったはずです。 

 

 私がフランクフルト経由で飛行機に乗っている間に、ベオグラードの娘から亀岡の自宅にいた

夫は、スカイプ電話を受けました。その日の朝は、もっと眠っているはずだった赤ん坊は、出かけ

てすぐに起き上がり、おとうさんに泣きながら抱っこしてもらって、ずっと待っていたそうです。 

その時から、次女の家族は、息子を入れて３人で独り立ちを始めました。 

 

  ひっそりと機窓上ぐれば紅の水平線が分身のごと 

  ひとはみなどう処理するのかとこころ揺れ抱えてひとり暗き機内に 

  購うは気力に比例す娘のぬけた食事の皿数減りて来つ 

  

これは、その後の母親である私の気分です。 
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会員の皆様、是非とも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。 

今月号も多くのご投稿ありがとうございました。 

続編等もよろしくお願いいたします。 

 

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 

投稿大募集中！！ 



ハバネロ育成日記（４）  
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花と緑の会  格畑 學 

 

 

先日友人が来て数個もって帰りまし

たが、我が家では最初の収穫をしま

した。 

約１キロの収穫がありました。 

９月１日（月） 

 

第２回目の収穫をしました。 

８００グラム採れました。まだまだ

採れそうです。 

８月２４日（日） 

 

３本のハバネロも大きくな

り沢山の実がなり、それが

一斉に赤くなり始めまし

た。  

会員さんで希望者にお分けした後は、

格畑流の味噌、醤油、ラー油などを

作ってみます。後は冬の燻製用に冷

蔵庫にて保存をします。 



 

京阪京都交通株式会社のバスに「京

都ハバネロの里姉小路店」の看板を取

りつけて頂きました。 

亀岡～京都駅間の幹線路線に付けて

走っていますので、とてもよく目立ちま

すし、宣伝効果抜群です。 

特に「国内唯一、ハバネロ栽培」の亀

岡から、「国内初、ハバネロ専門店」の

京都市内の流れで紹介していますの

で、『ハバネロ果実特産からハバネロ

商品名産』として、認知を高めて行き

たいと思います。 

バス2台が亀岡～京都駅を1日6往復

していますので、皆様も見ていただけ

る機会が増えてくると思います。 

 

 

 

  

     

    

営業時間 AM10:00～PM7:00       定休日 毎週木曜日 
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京都ハバネロの里 姉小路店 より  



ハバネロ探検隊 「魔王ジョロキア すっぱい悪夢の夏」 
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先月の会報 

東ハトさん「暴君ハバネロ」＆「魔王ジョロキア」の記

事が掲載されていた。 

夏季限定・・・・・残念ながら私は限定の言葉には非常

に弱い。 

 

近所のスーパーで早速(‾―『＋』)獲物発見!! 

会報では４商品紹介されていたが、 

見つけたのは「魔王ジョロキア すっぱい悪夢の夏」 

「魔王ジョロキア 灼熱のチリサルサ」とともに購入。 

 

すっぱい悪夢の夏は、ハーブレモン味 

暴君ハバネロよりスナックのリング幅が広い。 

口に入れたときの噛み応えがある。 

まず口の中に最初に広がったのは、レモンのすっ

ぱさ。 

思った以上に酸味がきいて辛さはすっぱさで中和

されているせいか、あまり感じない・・・ 

と思ったら、すっぱさが遠のいた後にきつい辛さが

ピリピリ炎炎炎>>(・̃Q̃;;)・貝 ｶﾗｲ!!すっぱい刺激に

辛い刺激が増幅される～！！！これは水無しでは

食べられない。 

辛さ＆すっぱい刺激がキツめなのに、すっぱさが

良い感じでおいしい。 

これは結構中毒性がありそう。ついつい手が出る。 

辛いものも酸っぱいものも好きな方や、刺激を求める人にはおすすめだ。 

 

灼熱のチリサルサは、トマトベース。 

確かに少し赤い・・・・トマトの香り 

しかし！！！Σ(゜□゜;)ガーン(。□。;)ガーン(;゜□゜)ガーン!! 

すっぱい悪夢の夏で刺激された舌には・・・・・ジョロキアの辛さだけの刺激では、 

もう味を感じなくなってしまっている・・・・・ザンネン 

 

魔王ジョロキア すっぱい悪夢の夏  

（レモンハーブチキン味） 

  
株式会社 東ハト  
 
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：０１２０－５１０８１０  
 http://www.tohato.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 

 

炒めて味を見てそこにハバネロ味噌を入れ 

好みの辛さにする。 

 

最後に春雨を加える。 

     「肉味噌春雨」 
        
材 料  

     春 雨 ・ 豚ミンチ 

     生 姜 ・ 大 蒜 

     青ねぎ ・ 胡麻油 

     赤みそ・・・・大匙１ 

     ハバネロ味噌  

     酒 

作り方 

     春雨をもどす。 

     フライパンにごま油をいれ 

     生姜・大蒜もいれ炒める。 

 

     豚ミンチを入れ炒め、 

     酒を入れ、赤みそを加える 

ハバネロ料理コーナー 


