
急に冷え込んだことなどの影響もあり、色づきが悪くなって来てお

ります。 

また、一部の果実には亀裂も出始めて、これからの降霜で一気に

収穫も終わってしまうものと思います。 

 

しかし、この時期より需要が多く入りつつありますので、顧客には

せいぜい早めの購入をおすすめしております。 

 

東京・代官山のメキシコ料理店『ラ・カシータ』（渡辺

オーナーシェフ） http://www.lacasita.co.jp/ は

毎年この頃に沢山のハバネロをオリジナルピクルス

に仕込まれ、1年間提供されており好評を得られて

いると言うことです。 

芸能人など著名な方もリクエストされるお店の看板

メニューと言うことです。 

 

               ハバネロ友の会事務局   

 

ハバネロ友の会 事務局 

１１月号 ２００８年 １１月 １１日  

トピックス 

 

☆ 新情報イロイロ。 

☆ ハバネロ体験ツ

アー等のご報告 

☆ 海外の話題も掲

載中。 

 

 

ハバネロ友の会会員様 

ハバネロ栽培のご報告 

北海道では環雪の便りが届き、もう冬はそこまで来ていると感じでおり

ますが、ここ京都はこれからが紅葉の最盛期で全国から「そうだ、京都

に行こう」と言うことで、大勢の観光客が訪れ、紅葉名所はどこかしこも

満員御礼と言ったところでしょうか。 

 

今月も皆様のお陰を持ちまして11月号を配信させて頂くことになり事

務局と致しまして喜んでおります。 

 

                             ハバネロ友の会事務局     
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第一回ハバネロ体験ツアー 開催  
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10月23日（木）に第一回『ハバネロ体験ツアー』を開催し、多くの方々に参加いただきました。 

当日はあいにくの雨模様でしたが、参加者はハバネロの畑に入り、沢山のハバネロ果実をも

ぎ取り楽しんでいただけたと思います。 

＊収穫の後は、生産者代表の井上様のご好意で「黒豚汁」の振る舞いを頂き、冷え切った体

を温めるには最高の贈り物でした。 

また、別会場で「ハバネロについて」1時間程度話しをさせていただき、ハバネロに大変関心を

お持ち頂いている方々ばかりでしたので、有意義な時間を過ごして頂けました。 

京阪京都交通様にもバスの融通など、ご協力頂き心より御礼申し上げます。 

これを期に今後は毎年1～2回開催してまいりたいと思っております。 

                                      ハバネロ友の会事務局 

 

 

 



feel japan food in osaka に出展 
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11月7（金）～8（土）の2日間 農水省主催でハービス大阪（西梅田・リッツカールトン大阪）

で自給率をアップするためのプロモーションで全国のJAを中心として地域農産物の即売

があり、中小企業基盤機構近畿支部様のご縁で、ご縁で声をお掛け頂き数あるJAさんの

中で京都府を代表して「京都ハバネロの里」として出展してきました。 

 

天候は差ほど良くなく、雨交じりで来場者も全体的に少なめでしたが、「京都ハバネロの

里」を主催者はじめ出展されている各都道府県の出展社関係には大きな宣伝が出来まし

た。 

                                      篠ファーム 

 

 

 



Chilliぶろぐさんより 

PAGE 4 １１月号 

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

    

沖縄では11月なのに連日真夏

日を記録するなど異常気象が

伝えられていますが、関東では

すでに夜間10度前後となって唐

辛子栽培はそろそろ後片付けす

る時期となりました。いくつかの

品種、特に晩生型のキダチトウ

ガラシを中心に開花は継続して

いますが、実を大きく育てること

は望めないと思います。今年最

も楽しめたのはドーセット・ナガ

でした。この品種は一部でBhut 

Jolokiaを上回る辛さと伝えられ

ていますが、実際の所少なくと

も国内で栽培している限りそれ

ほど差はないようです。 

   

 

 ただし肉質は若干違っていてBhut Jolokiaが薄い果肉で種が殆ど採れないのに対し、

ドーセット・ナガは若干肉厚で種も多くハバネロに近い印象です。表面もJolokiaはボコボコ

していてツヤもないですが、こちらはスベスベとした綺麗な肌を持っています。 

 

 

 いずれにせよ見た目の雰囲

気は若干違うもののワールド

クラスの激辛であることに代

わりはなく、更にキダチトウガ

ラシのように華やかな香りを

持っているのも共通。来年は

これらの魅力的な唐辛子を皆

が味わえるようになれば良い

のですが。 

 

  

  『英国ＢＢＣの番組で1,598,227スコヴィル 

                  を記録したドーセット・ナガ』 

『完熟したブート・ジョロキア： 

                すでに葉は黄変しています』 
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 先頃タイの友人からある唐辛子を戴きました。タイには“プリッキーヌ”という有名な激

辛唐辛子がありますが、これは“プリック・ホム”といって市場には出回っていない種類な

んだそうです。株のサイズは100センチ～と普通ですが、フルーツはプリッキーヌ・スワン

と同じ程度。何より普通のプリッキーヌとは香りが全く違っているんだそうです。入手出

来たのが時期的に遅かったので殆ど実は着いてませんが、なんとか採種して来年に向

けて育ててみようかと考え

ています。 

 

 

 

 この香りの良さを生かして

タイではサラダ－“ナム”に

使うそうです。サラダと言っ

ても色々あって、レアのレバ

や牛肉などの温サラダはそ

のままご飯のおかずにピッ

タリ。お気に入りの一品は

“NAM TOK NUA”という牛

肉のサラダ。レモングラスと

コリアンダーの根、醤油で下

味を付けた牛肉をレアに焼

き上げ、炒り米を粉にしたも

のとレモン、ナンプラー、プリッキーヌで作ったドレッシングに和えるだけ。あらかじめタ

マネギのスライスを馴染ませておき、仕上げにタイのミントをたっぷりと加えています。

手軽な料理ですが食べ始めるとご飯（ビール？）が止まらなくなります。興味がある人は

是非試してみて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     『タイの希少種“プリック・ホム”』 

    『牛肉の温サラダ“ナムトック・ヌア”』 
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 季節はずれの花火大会 
 
 
夏が終わってだいぶ経ちますが、先日花火を見てきました。 

少し寒いときに花火をみるのは、夏とはまた違ってちょっといいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

携帯電話で撮ったのであまり綺麗に写っていませんでしたが、２０分程度の花火の

ショーを満喫しました。友人３人で見てきたのですが、その間みんな黙ってじっとみてい

ました。 

 紅葉はまだ少し早いようです。今月お届けできればと思っていたのですが、来月あた

りですね。 

 寒い日がどど～っとやって参ります。暖かくしてお過ごし下さい。 

季節を肌で感じる乙女のささやき 四季の丹波風景  

投稿大募集 

会員の皆様、是非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。 

 

送り先はこちら 

 

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 
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 アメリカでは民主党オバマ氏

が大統領に選ばれましたが、来

月はバングラデシュの総選挙で

す。約2年、暫定政府（軍）が政

治を行い、そろそろ民主化して

も大丈夫だろうとのことで、とうと

う選挙が行われます。 

 

ちょうど2年前は、週に3,4回の

ストライキで、店は閉ざされ、車

での外出も禁止され、軟禁状態

が続きました。政府は非常事態

宣言を出し、選挙は行われず暫

定政府に変わり、その後、与党

と野党の党首や多くの大臣などが汚職の罪で逮捕され実刑を受けています。そしてとうと

う、選挙が行われる模様です。 

 

この2年間で汚職はだいぶ減り国がよくなってきているので、来月の選挙自体を反対して

いる者も少なくありません。汚職のために、予算の半分が誰かのポケットに入り、半分で

道路を造るとどうなるかというと、穴ぼこが多くなり歪みが起こります。1日6時間の停電が

起きます。貧富の差が拡大します。その他、数え切れない程のマイナスの部分が起こりま

す。本来は国民が代表を選び、その意思で政治を行うのが民主主義というものですが、

与党も野党も汚職にまみ

れては選ぶ党や人がな

く、結局、軍が政治を行っ

たほうがいいということに

なってしまいます。 

 

この国でいつ完全な国民

主体の政治が行われる

ようになるか。この国に

住む外国人として希望を

持っています。 
 
                                                 

     竹内 僚 

バングラデシュからの便り 来月はバングラデシュの総選挙 

 

 



「LAOMAI（ラオマイ）」 
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                                               児嶋きよみ 

LAOMAI（ラオマイ）の紹介 

 

  伝統的なラオス織物を、現代のくらしに合うデザインで、長岡

京市でショップを展開している向井三貴さんです。 

Lao Maiとは、ラオス語で「ラオスシルク」という意味です。 

2002年から、ラオス織物を、日本に紹介中。 

 

 

ラオス織物との出会い 

「２００２年の１月にラオスでボ

ランティアをしていた知人を訪

ねて初めてラオスに行きまし

た。まるでタイムスリップしたか

のような懐かしさを感じました。

のんびりとした風土や人々の

温かさに心癒されました。 

そして手仕事から生まれる美し

い織物に魅了されたのです。

一つ一つの工程が全て手仕事

で、作り手の熱心さと、自然素

材の優しさに魅了されました。 

 

 

その後、ラオスへ訪問する

機会が増え、幸運にもたくさ

んの素晴らしい織物工房の

方に出会うことができ、ラオ

ス織物を自身のライフスタイ

ルに取り入れ楽しんでいまし

た。 

 しかし、そんな素晴らしい

織物が他国の人に買いたた

かれていることを知ると、自

分がこのようなラオス織物を

日本で紹介しようと決心しま

した。」 
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２００５年７月 

亀岡市交流活動センター主催で「ドリームワールドラオス」を開催 

ラオス織物についての話とラオスの子供たちの暮らしについての話をされました。 

ラオス織物については、きものを着られる方から帯などのご注文もあるようになりました。 

２００７年 

ラオス染織の伝統を大切にしたオリジナルな和装製品の展開を始めました。 

 

ラオマイの願い 

   ラオマイが提案していきたいのは、 

   「一時の喜びだけでなく、 

    そばにある存在が心地よくて 

    使い込むほど愛着を感じ、手仕事のあたたかさが伝わってくる 

    デザインだけに惑わされない上質な素材で 

    シンプルに自分らしくいるために 

    そしてなにより私たちにやさしく 

    続けて手に入れられる製品の提供」 

 

ラオス織物の良さは、

手織りであるという事

と、天然素材を使った

染色にあります 。 

 

〈染色〉 

よく使われる素材は、 

ジャックフルーツの木

の幹で、黄色に染まり

ます。赤色や紫色はカ

イガラ虫が 

木につける液から取り出されます。他にマリーゴールドの花や果物のマンゴスチンなどがあ

ります。藍もよく使われます。 

                                            

〈織り〉 

ラオスの織物は、幾世代もの人々の手を経て引き継がれてきた古い伝統を今に伝える文

化遺産です。ラオスの女性たちは、色とりどりの糸で複雑な模様を織り出した美しい布を作

り続けているのです。 〈 織りの技法〉   

ラオスの織物に特徴的なのは、浮織り（紋織り）の技法です。地織りに経糸とヨコ糸をすくい

入れて模様を織り出していきます。一見刺繍のようですが、全て精緻な織りなのです。 

  織り模様には、色々な意味があります。例えば、ダイアモンド柄は、目を表し、悪霊を寄

付けないという思いが込められています。星型の花や幾何字模様は、幸運や繁栄を願う気

持ちを表しています。   
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1日機織りして、これだけしか織れませんでした。 

気の遠くなるような思いで織っていました(向井） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈フェアトレード〉 

LaoMaiでは、ラオスのフェアトレード製品の取り扱い 

しています。 

これは、途上国の自立を応援する活動のひとつです。 

ラオマイが取り扱う製品の一部は、生産活動をしても 

現金収入にすることが容易ではなく、かつ技術ト

レーニングを受けられた人から生産されたもので

す。 

途上国の経済的な自立を応援するだけでなく、文

化の継承を支援することにもなります。 

 

 

 

 お問い合わせ・連絡先 

 ラオス織物専門店ラオマイ 

   向井 三貴さん 

 



質問コーナー  
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ハバネロ友の会 会員様よりご質問をいただきました。 

事務局よりご質問にお答え致します。 

 

＜ご質問＞ 

 

ハバネロの会・事務局長様、10月号拝受、有り難うございます。たわいのない質問をさ

せて下さい。先日のＮＨＫの番組で、ＳＢ食品？の方が、「今まで世界一辛い唐辛子とい

うことで、ギネスブックにも載っていたが、今は世界一でなくなった。」このような発言を

されていました。そうすると、ハバネロが世界一にとって代わったということでしょうか？

何故か、気になって仕方がありません。 

 

＜ご回答＞ 

 

ご質問の件ですが、2年前までは「ハバネロ・レッドサビナ(57万スコヴィル)」が世界一辛

い唐辛子としてギネス登録をされていましたが、平成16年12月にSBが10年の歳月をか

けて開発した「カプマックス(65万スコヴィル)」がギネス更新しましたので、ハバネロは

世界一でなくなりましたが、その2ヶ月後にインド・アッサム州の「ブートジョロキア(100

万スコヴィル)」がギネスを更新しましたので、「カプマックス」は3日天下で終わってしま

いました。 

  

一時、SBのホームページでは大々的に紹介されていましたが、「ブートジョロキア」のギ

ネス更新後、すぐに削除されていました。 

  

また、「ブートジョロキア」は1,200年前にメキシコのハバネロがインドに持ち込まれて、

それを改良したものと言うことですので、ハバネロの妹が返り咲いてくれたというところで

す。 

  

しかし、世の中は広いもので150万スコヴィルを記録した唐辛子がまだ世界にはありま

すので、将来それが義エスを更新してくるものと考えております。 

  

ハバネロはカプマツクスなどと違い風味が良いことや、ネーミングが定着していることも

あり、日本では一番人気のある激辛唐辛子として、定着しつつありますので、ブートジョ

ロキアやカプマツクスの追随には及ばないと考えています。 

 

みなさまドシドシご質問を事務局までお寄せください。ご質問、お待ちしています。 

 

                                   ハバネロ友の会 事務局 
 

 



ブートジョロキア栽培セットを発売致します  
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篠ファームより ブートジョロキア栽培セットを発売致します。 
 

ハバネロより辛い唐辛子として、ギネス登録した「ブー

トジョロキア」の栽培セットを限定数（10,000ヶ）で来年

1月に発売させて頂くことになりました。 

会員の皆様には、この情報をいち早くお知らせいたし

ます。 

 

次号にはデザインなどお見せできると思っておりま

す。 

 

今のところ販売先は決まっておりませんが、東急ハン

ズなどの雑貨店はじめコンビニにも提案していきたい

と思っております。 

また、篠ファームのホームページでも販売する予定で

すので、ご興味のある方は是非どうぞ。 

＜予定価格＞は1,050円（税込み）としています。 

 

                           篠ファーム 

 
■「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。 

お知らせ  



これから京都は観光シーズンに入りますので、大勢の方にお越しいただけると思っております。 

殆ど、目的買いの方が多く、開店当初は試食など食べ方や美味しさをお伝えしておりましたが、こ

の頃は、自分の好みの商品をお求め頂け、お友達もお連れ頂き口コミで広がって行く様相で喜ん

でおります。 

フランスでミシュランを獲得に貢献された知人の新田氏のレシビにより、京都の焼き菓子屋さんで

焼いて頂きました辛いものが苦手な方でも美味しくいただける『おしのちゃんフィナンシェ』は、お店

限定で販売していますが、一度、テレビで紹介されてから口コミで広がり隠れた人気商品となって

おります。是非一度ご賞味下さい。 

また、mixiではコミュニティーまで出来ているときいていますので、「ハバネロ」に火が付きつつあり

ます。 

更に『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。 

また、京阪京都交通バス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 「ハバネロ焼き肉のたれ＆ドレッシング」 

PAGE 14 １１月号 

先月の続きになるのだが、知人宅でくつろいでいると夕食の時間が近づいてきた。 

「夕ご飯一緒に食べていったらどう？」 

⊂((〃‾ー‾〃))⊃ ふふふ  ラッキー＼(^^＼)(/^^)/チャチャチャ 

 

食卓はコンロの準備がされていた！！！ 

(」゜ロ゜)」(」゜ロ゜)」(」゜ロ゜)」オオオオオッッッ焼き肉ダー！！！！！ 

久々の焼き肉にテンション超盛り上がりo(゜▽゜ヽ)(/゜▽゜)o  

コンロの上のお肉はいい色に焼けてきた。 

 

ふと横を見ると(・－・)・・・ん? 

ポン酢の横に四角いビン 

「ハバネロうま辛焼き肉のたれ」 

早速お試しだ～～m(‾○‾)mアーン♪ 

おっ！！美味い！！確かに少し辛口だが美味いじゃん 

普通の辛口の焼き肉のたれでもこのくらいの辛さかな 

ぜんぜんオッケーヾ(@⌒¬⌒@)ノ ウマヒィ  

 

続いてサラダトウジョウ! (・_____________________・)ノ” ！！ 

野菜の上には 

(・－・)・・・ん?「ハバネロうま辛ドレッシング」 

まずは味噌ドレッシング・・・・・濃い・・・うまい！！ 

続いてたまねぎドレッシング 

・・・・(○｀ε´○)ノおう♪良いね～！！ 

たまねぎドレッシングといえば、日本食研の空と大地のド

レッシングがお気に入りだが、これもなかなかいけるね～！！ 

 

ご馳走さまでした。。。。。。満腹・・・・(´ェ｀)ボー...アッ!Σ(゜□゜)ガットシタ!! 

食べるのに一生懸命で写真撮るの忘れてた～～(‾Д‾;) ガーン 

 

京都ハバネロの里 本舗「綾小路店」 

〒604-8086 京都市中京区寺町通姉小路西入ル

丸屋町334-1 

Tel/Fax 075-221-0811 

 篠ファーム 

〒621-0008  

京都府亀岡市馬路町狐瀬20-1 

Tel 0771-24-7878 Fax 0771-24-7885 

http://shinofarm.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 

厚揚げをいれ火を通す。 

鶏がらスープの元と水半カップ塩コショウ、

醤油、味を調える最後にハバネロラー油を

入れる。ハバネロは好みの量を入れる。 

  「厚揚げのピリカラ炒め」 
 

材料   

  厚揚げ 

  青梗菜 

  人参 

  きのこ 

  鶏がらスープの元 

  醤油、水、塩、胡椒、 

  胡麻油、ハバネロラー油   

 

作り方  

 

  厚揚げは一口大に切る。 

  野菜ときのこも切る人参は薄く切る。 

  フライパンを熱くしてそこに胡麻油を  

  いれ野菜を入れ炒めしんならしたら、

ハバネロ料理コーナー 


