
11月後半の寒波で、ハバネロは全て赤茶けて枯れてしまいました。 

熱帯性の植物ということで仕方ないと思いますが、まだ青いままの果

実がかなりぶら下がっていて、多少惜しいような気がしております。 

また、結実後、２週間以上経った果実は、辛味も風味も充分乗ってい

ますので来年度は、青い果実の使い方を研究して、無駄のない様に

使って行きたいと考えております。 

皆様も「青い果実の使い方」で何かアイデアなどございましたら、よろ

しくお願いいたします。 

                                 篠ファーム 

ハバネロ友の会 事務局 

１２月号 ２００８年 １２月 ９日  
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ハバネロ友の会会員様 

ハバネロ栽培のご報告 

今月も皆様のお陰を持ちまして12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。 

 

ここのところの寒気の影響で畑で育っていた「ハバネロ」もいっぺんに

枯れてしまいましたが、冬の間に来年のハバネロ栽培をどのようにす

るか脳裏を駆け巡りながら、思考して行きたいと思っております。 

 

                             ハバネロ友の会事務局     
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「ハバネロ仲間」を広げるため、新しく「メルマガ会員」を設け、「ハバネロ

友の会会報誌」の無料配信を新設したいと考えておりますので、皆様に

おかれましても、お知り合いなどにおすすめいただけましたら幸いです。 

 

登録は「ハバネロ・メルマガ会員申込書」に記入後、FAX又はメールで事

務局に送信してください。 

申込書はhttp://www.shinofarm.jp/habanero_tomonokai.htmここからお

は入りください。 

但し、メール送信のみとなりますので、郵送などの場合は「ハバネロ友

の会」にご入会下さい。 

                            ハバネロ友の会事務局 



年度会費（２００９年 １～１２月）のお願い   
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年度替りに向けて、会費の徴収をさせていただきたいと思っておりますので、皆様にお

かれましては引き続き、会員継続をよろしくお願いいたします。 

 

◎年度会費につきましては次年度より1,200円とさせていただきますので、ご理解の程

よろしくお願いいたします。 

 

誠にお手数ですが、月末までにお近くの郵便局で「郵便振替(払込取扱票)」にて送金を

お願いいたします。 

 

     ＊口座は 00900-7-122727 ハバネロ友の会です。 

 

払込み手数料は皆様の方でご負担ください。 

 

【記入見本】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員様には、今後いろいろな特典を用意しておりますので楽しみにしていてください。 

 

 ＜特典の一例＞ 

 

   ハバネロ商品を割引価格にて提供。 

   イベントの先行案内と優待。 

   ハバネロ商品のサンプル送付。 

                          など 

   

                                   ハバネロ友の会事務局 



ＫＢＳ秋の収穫祭に出展してまいりました。  
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11/24（月）に京都市内にあるＫＢＳホールに、近隣のこだわり生産者や食品加工

メーカーなど７０社（者）を一堂に集めたイベントが開催されました。 

 

あいにくの雨模様でしたが、第一回目というや、放送局というロケーションで宣伝が

行き届ていたので大勢のお客さんで賑わいました。 

 

 

                                       京都ハバネロの里  

 



唐辛子栽培マニアは端境期をどう過ごすか？ 
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Chilli（Chilliぶろぐ主催） http://chillipepper.blog65.fc2.com/ 

    

いよいよ本年度の収穫も全て終え（一部に残ってはいますが）唐辛子の栽培マニアにとっ

て春先までの間は休眠期間となります。そんな時期に何をすればよいのかというのが悩み

どころ。ある人は翌年に備えるべく海外サイトを探し回って種を物色し、ある人は我慢でき

ずに発芽実験したりして何かと忙しいようです。知り合いのフィンランド人は厳しい気候の

為に10月には大半の栽培をおわらせてしまいます。その内の数本は手作りの温室で温度

管理をしながら栽培を続け、

12月には翌年用の苗作りを始

めるのだそうです。 

 

 この方に限ったことではない

のですが、海外のマニアの熱

心さには驚かされることが多

いです。欲しい種を入手すべく

日夜あちこちの掲示板で聞き

回るなんてのは当たり前。殆

ど出回っていない希少種を手

に入れる為に現地を訪れてみ

るなんてことも…。勿論度が好

きだからというのも理由のひと

つなんでしょうが、日本人とは

熱の入り方が違うなぁと思う今

日この頃。 

 

 ちなみにこのユッシさんも毎年蒔いた種の発芽率から温度、葉が出てくるまでを書き込

んだレポートを作ったりしてい

て自らの怠惰さを思い知らされ

てばかりです（笑）。 

 

 海外の栽培家に負けじと毎

年情報を集めるべく試みてい

るのは“冬越し”。元々唐辛子

が多年草であることはご存じの

方も多いと思いますが、日本の

厳しい寒さの下で生き延びる

のはなかなか困難。そこで株

の枝葉を刈り込み、半休眠状

態で張るまで生き延びさせる

方法を毎年行っています。 

    『フィンランドの栽培家ユッシさんの温室』 

 

『ユッシさんの詳細な栽培レポート』 
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照明を使って室内でそのまま栽培する方法も行いますが、

乾燥しやすい状況下では害虫に悩まされるのが難点。そこ

で照明下で管理した株は大体２月までは維持しておき、軽く

刈り込んで春に備える形をとっています。 

 

 こうして細々と栽培に対する欲求を晴らしながら、収穫し

た唐辛子を楽しむのが冬の主な過ごし方。今年はドーセッ

ト・ナガやブート・ジョロキアが収穫出来たので激辛テイスト

のポークソテーを作ってみたりしています。 

 

 

 ソテー用の肉を醤油、酒、片栗粉orコーンスターチに刻ん

だブートジョロキアを使って味付け。30分～1時間ほど漬け

込んでからソテーします。ジョロキアの華やかな香りが思う

存分に楽しめる

のがお薦めポイ

ント。更に手作り

一味と韓国の甘

唐辛子粉、米粉で作ったペーストを使った豆腐チゲ

なんかもカラダが暖まって良い感じ。 

 

 

 三種のダシをベースに唐辛子ペーストを溶かし込

み、豆腐と具材を煮込んで醤油で味付け。簡単で

すが思わず声が出るほど美味しいです。 

 

 

 飼い主がどんなにハマっていても猫は 

 さすがに食べません…（笑）。 

 

 

 『室内栽培中のマレーシア原産   

     “チリパリ－Chilli Padi”』 

 『自家製唐辛子をふんだんに使った 

                     豆腐チゲ』 

 

    『ジョロキアのポークソテー』 

『ドーセットナガの匂いを嗅ぐ愛猫』 

 



ハバネロ育成日記（６） 
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                                         花と緑の会 格畑 學  
10月26日（日） 

またまたこのように沢山赤くなりました。 

近日収穫予定。 

中には虫に食われたようなのがありました。 

このように辛いのを食う虫がいるのか？ 

11月1日（土） 

収穫をしました。約1ｋ７００gありました。 

少しは自然乾燥と冷凍にして保存をしてみる

ことにします。 

インド式保存方法（ピクルス風） 

水で洗い、よく水分を取ってからビンに入れ

る。 

塩とウコンを振り掛けよくまぶす。ハバネロが

腐敗しないよう少し多い目に塩をいれる。 

数日に一回、塩がハバネロに良く周るように優

しく振る。 

2週間ぐらい、ハバネロが少ししんなりして水

が出て来るまで待つ。 

塩分を控えめにする為、その水を少し捨てる。 

 

ハバネロが隠れるぐらいまでレモン汁を入れて冷蔵庫で保管をする。 

食べ方 

カレーに入れるときは炊き上がる寸前に刻んで入れると辛味と香りがよい。 

パスタには細かく刻みトッピングをする。 

以上は、インド人と結婚された奥さんから教えていただきました。亀岡在住です。 

園芸のことで相談に見え、このハバネロを見られ色々話していかれた中の一つです。 

ビンから取り出して其のままかじる事もあるそうです。 

この方も苗木を2本育てておられ、収穫したものは梅酒のビンに入れて上記の要領で作られているそう

です。自家製ですから塩等は全て目分量だそうです。 

皆さんの試しあれ・・・・ 
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 クリスマスイルミネーション 
 

 秋だと思ったところですが、いつの間にか

冬になってしまいました。 

今年も始まりました、ロームのイルミネー

ション。 

今年はカーボンオフセットを利用されて

いるとか。出したCO2を埋め合わせするとい

う考えは素晴らしい。 

 よく、倹約、倹約と言いながら、少々けち

臭いことをいう人がいます。そこまでしたら

楽しめないじゃないの？と思うくらい。決し

て間違っているとは思いませんが、楽しむ部分がないと長続きはしないと思っています。その

方は後々反動のように無駄遣いをしていました。 

 CO2のことだけを考えるとイルミネーションは決して地球に優しくはないと思いますが、多く

の人が楽しめるという点からするとカーボン

オフセットはとても素晴らしいエコ活動だと

思います。 

 私は、2年前から植林活動への寄付をす

るようになりました。自分で木を植えること

はできないので、そういう活動をしている団

体に協力することはできると考えたからで

す。 

コンビニの募金箱から始まり、植林活動に

広がって、その次を探していました。  

そしてこのイルミネーションを見て「よし！次

は子供たちに夢を与えられることをしよう」

と決めました。 

 12月25日まで開催されているようです。ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。 

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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 今月9日は、イスラム教のお祭

りイードです。ラマダン明けの

イードから約2ヵ月後にやってく

るイードでは、金持ちが牛を買

い貧しいものに肉を与えます。

ダッカの街中でも、何千という牛

が解体されます。解体は自分の

家の駐車場や、大通り沿いで行

われまれるため、道路は牛の血

で小川ができ、町中が血なまぐ

さくなります。 

まず牛の足を縛り暴れないよう

にします。そしてアラー（イスラ

ム教の神）に祈り、ナイフで首を

掻っ切ります。10分ほどで牛は動かなくなります。大抵朝から解体作業が始まり、5人が

かりで皮をはぎ肉の塊にしてから、10人ほどでそれを細かくぶつ切りにします。去年は私

も参加し、生暖かい肉をぶつ切り場に運び細かくしました。 

解体が終わると、親戚の間で揉め事にならないよう、長老のような人が監視して、平等に

振り分けます。振り分けられた肉は、それぞれの家から貧しいものに配られます。バング

ラデシュでは肉は高級なため、貧しい者たちは1年に1回のこのときにしか食べられない

ので、必死に金持ちの家を周り肉を集めます。しかし最近は、転売目的で肉を集めまわる

者もいるようで、あげる側も訪れた人全員に配ることはしないようです。 

日本ではもう解体現場を見ることは通常なく、目を背けたがる人がいますが、現地の子供

たちは、牛がもがき苦しみ、

大量の血が流れるのを見て

も笑顔で見つめています。

牛は人が食べるものである

と、物心がつく前から知って

いるのです。このような場に

対面し、ハンバーガーやス

テーキも、どこかで誰かが

牛を殺しているから食べる

ことができるのであるという

ことを、忘れてはいけないと

つくづく思いました。 

 

     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 

 

 



ハングル学習を続ける中で弁論大会に参加したときの草稿です。 
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                              児嶋きよみ (亀岡市交流活動センター職員） 

ハングル学習を続ける中で弁論大会に参加したときの草稿です。

なぜハングルを学習し、話したいと思ったのかを書いてみました。 

 

私は、現在、さまざまな国の方々や、多様な文化と、接触をしなが

ら仕事を、しています。 

亀岡は京都のベッドタウンのような街です。 

この街で住みながら、互いに、違う文化の人たちと交流する機会

があったのは、まず、オクラホマ州立大学の分校が1990年に開校

されたことに始まります。 

そのころから、アメリカ人の先生や学生がぞろぞろ、亀岡の街を歩

き始めました。わたしは、その準備段階から日本人と外国人との

間に立つ仕事をしてきました。 

 

私自身は、大学時代から中国語をやってきましたが、そのころは話す機会も少なく、ちゃんと話せる

ようになるまでには、大変苦労しました。けれども、以後、滞在していたブラジルで始めたポルトガ

ル語は、毎日人々と話す機会が多く、あっという間に、うまく話せるようになりました。 

 

遠回りしてきた外国語の学習も、現在、歴史的に、一番つながりの多くあった朝鮮半島のことばであ

るハングルにようやくたどり着きました。 

 

ハングルにめぐりあったのは、他の人と同じように、ペ.・ヨンジュンさんのドラマを見てからです。 

ペ・ヨンジュンさんの静かな表情と笑顔が、なぜか、胸の奥を揺らし、低い声で話すことばを、聞き

取りたいと思ったのが動機でしょう。あまり韓国の人は、その点を良いとは思わないらしいのが、違う

文化としておもしろいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

ことばの学習を通して、いろいろな種類の表現の違いに気付くようになりました。 

それは、目上・年上の人に対する、違う表現をしなければならない方法があり、日本語のような語尾

の変化ではなく、別の語彙を使う感じの違いもあることに気付いて来ました。 
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また、家族のつながりも重要視しているようにみえます。 

会話の中でも、「家族の集まりがあるので、早く帰らなければな

らないのです。」と女性がいうと、それを聞いた男性は、「そうで

すか。それなら早く帰ってね。」とあっさり受け入れています。 

 

また、感情表現もはっきりしているように思えます。 

たとえば、「他人の事柄にどうしてそんなに関心を持つの？」と 

女性がたずねます。 

日本では、そのようにあまりはっきりとは聞かないものです。 

 

かなりおおげさな表現もあります。 

ドラマを最初、見始めたときは、筋書きがどうなっていくのか、

わからず、そのため、くりかえし、見続けたことがありました。 

 

韓国では詩を朗読することがさかんであると聞いています。 

耳で聞く音に集中していると、頭の中で場面が想像できます。 

最近、I-potで音楽を聴きながら、森を散歩したことがありましたが、音がとてもきれいで気分がとて

もよくなりました。 

ハングルの詩のことばも、いつかは、頭の中に浮かんでくるいいなという願いを持っています。 

今は崔泳美氏の詩集をよく読んでいます。 

現在、日本国内で、あるいは、世界のどこに住んでも、自分の居場所を確保しようと、他者を排除す

るような動きがあります。 

私は、このような人間のこころの動きが、なんとか、優しく融け合う方法をつくれないかと考えていま

す。 

もう、国の境というより、人と人のつながりや、グループとグループとのつながりの方が、優勢になっ

てきています。 

多くの人が、「外からの視点で内を見てみる。」方法を取れば、いつかは、心の境界が融けて来るの

ではないでしょうか。 

それで、これからも、多様な方法をとおして、粘り強く努力していくつもりです。 

 

ハングル学習は、まだまだ、第一歩を抜け出していませんが、韓国文化もなぜかおもしろくて不思

議がいっぱいです。 

今後も、話したり、聞いたり、読んだりしながら、ずっと続けていくつもりですので、多くの皆様のご助

力をお願い申し上げます。 
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저는 현재 일과관련하여 여러나라 분들의 다양한 문화와 접하면 지내고 있습니다.  

 

가메오카는 쿄토의 배드타운과 비슷한 도시입니다.                     이곳에 살면서 서로 

다른 문화의 사람들과 교류하게 된 계기는 우선, 1990년에 오클라호마 주립 대학

교의 분교가  개교되었던 것입니다.  
 

그 당시에 미국인 선생님과 학생들이 우르르 가메오카 거리를 걷기 시작했습니

다.  
 

저는 그 개교 준비 단계에서 부터 일본인들과 외국인 사이에서 일을 해 왔습니다. 

저는 대학시절에 중국어학습를 했는데 그 때는 말할 기회가 적어서,   

제대로 말할 수 있기까지는 몹시 고생을 했습니다. 그런데 그 이후에  

머물렀던 브라질에서 시작한 포르투갈어는 사람들과 매일 이야기할 수 있는 기회

가 많아 눈 깜짝할 사이에 능숙하게 말할 수 있게 되었습니다. 

  

멀리 돌아온 외국어 학습도  역사적으로 가장 연관성이 많은 한국어 에  

가까스로 도착했습니다.  
 

한글을 처음 알게 된 것은 우연히 다른 사람들과 같이 배용준씨의 드라마를 보고 

나서입니다.  
 

배용준씨의 조용한 표정과 웃는 얼굴이 가슴속을 흔들고, 낮은 소리로 이야기 하는 

말을 알아듣고 싶은 것이 동기입니다.  

  

보통 한국 사람들은 그다지 좋다고는 생각하지 않는 면도 있지만, 또 다른 문화의 

차이점으로서  재미있다고 생각합니다. 
 

한글을 배우면서 두 언어의 유사점과 차이점도 조금씩 알게 되었습니다. 

손윗사람이나 연장자에게 어떻게 표현해야 하는지의 방법에 있어, 일본어와 같은 

표현이 아니고 다른 어휘를 사용하여 느낌의 차이가 있는 것을 알게 되었습니다. 
 

또 가족의 관계도 중요시 하는 것으로 보입니다. 

남녀의 대화등에서도 여자가「가족모임이 있으므로 빨리 돌아가지 않으면 안됩

니다.」라고  말하면, 그것을 들은 남자는「그렇습니까. 그럼 일찍 돌아가세요.」라

고 시원스럽게 받아 들이고 있습니다.  
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그리고 감정 표현도 뚜렷한 것처럼 생각됩니다.  

예를 들어, 「남의 일에 왜 그렇게  관심이 많아요?」라고 여성이 묻습니다.일본에서는 

이렇게 학실히 말하지 않습니다. 
 

상당히 직설적인 표현일 수도 있습니다. 

처음 드라마를 처음 볼 때는 줄거리가 어떻게 되어 가는지 내용을 정확히 알지 못

해서 계속 반복하여 보았던 적이 있었습니다. 

한국에서는 시를 낭독하는 것이 성행하고 있다고 들었습니다. 

귀로 들리는 소리에 집중하면 머릿속에서 장면을 상상할 수 있습니다.  

최근 I-pot으로 음악을 들으면서 숲속을 산책했던 적이 있었는데 음악  

소리가 매우 깨끗하고 기분이 매우 좋아졌습니다. 

한글의 시정도, 언젠가는 떠올라 온다는 소원을 가지고 있습니다. 

지금 열심히 최영미씨의 시집을 읽고 있습니다. 

현재 일본 내에서 혹은 세계의 어디에 살아도 자신이 있는 곳을 확보하려고, 다른 

사람을 배제하는 움직임이 있습니다.  

저는 이러한 인간의 마음의 움직임이 어떻게든 서로 상냥하게 녹는  

방법을 만들려고 생각하고 있습니다. 
 

이제는 국가간의  경계 보다 그룹과 그룹의 연결이나 사람과 사람의  

연결이 우세시 되어가고 있습니다. 
 

많은 사람들이「밖으로부터의 시점에서 안을 본다」방법을 취하면, 언젠가는, 마음의 

경계가 녹지 않을까 생각하고 있습니다. 

따라서 다양한 방법을 통하여 꾸준히 연구 노력 해야 할 것입니다 

한글 학습은 아직 첫 걸음마를 뛰진 않았지만, 한국문화도한국 문화도  

왠지 재미있어서 불가사의가 가득합니다. 
 

앞으로도 이야기하고, 듣고,읽고 한글을 공부를 계속 할 생각입니다.  
 

모든 분들의 많은 도움 부탁 드립니다. 감사합니다 



誕生日花カレンダー 株式会社オリビア  
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株式会社オリビアです。 

 ★ 来年度の誕生日花カレンダーが出来上がりましたのでご案内させて頂きます。 

   特にこの時期はギフトなどにおすすめな商材として誕生日花カレンダーが人気です。 

   誰にも誕生日があるように、いつごろからか、 一日一日「その日の花」があてはめられ 

   るようになりました。 それが「誕生花」です。 生まれた月日にちなんだ花をお誕生日に 

   プレゼントするのもいいですね。 

 ★ 例えば2月2日生れの人の誕生花は、「パンジー」。フランス語のパンセ（思索）から名づけ 

   られました。物思いにふけっているような花の表情からでしょうか。シェイクスピアの「夏の 

   夜の夢」では、・・・・というような説明も入っています。 大切なご家族の方やご友人の方の 

   誕生花を見つけてあげるのも楽しいものですね。来年度のカレンダーをお得意先や   

   ご友人 ご家族に贈ってあげてはいかがでしょうか。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

 ▼商品一覧はこちらから 

 http://oribia.shop-pro.jp/?pid=5400508 

  http://oribia.shop-pro.jp/  

 季節商品につき品切れする場合がございます。 

 誠に申し訳ございませんがご了承いただけますようお願い申し上げます  

  【会社名】 ：株式会社オリビア 

  【担当者名】：ネット事業部 

  【T E L 】 : 0120-236-753 

  【F A X】 :  0120-363-695 

             誕生花366日カレンダー2009年版は 

 

誕生花366日の花言葉と、366枚の花の写真集、それが「誕生花３６６日カレンダ－」。 

誕生日には、薔薇ですか？  

それとも誕生花ですか？ 

366日、一日一日に「誕生花」があるんです。 

誰にも誕生日があるように、いつごろからか、 

一日一日「その日の花」があてはめられるようになりました。 

それが「誕生花」です。 

生まれた月日にちなんだ花をお誕生日にプレゼントするのもいいですね 
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★ 

★ 

例えば2月2日生れの人の誕生花は、「パンジー」。フランス語のパンセ（思索）から名づけら

れました。物思いにふけっているような花の表情からでしょうか。シェイクスピアの「夏の夜の

夢」では、・・・・というような説明も入っています。 

大切なご家族の方やご友人の方の誕生花を見つけてあげるのも楽しいものですね。  

 

誕生花366日カレンダー2009年版は 

 

お花が好きな方はもちろん、 

 

通常のカレンダーとしての利用価値以上の価値がありますね♪ 

 

使い方は、あなた次第。 

 

どんなインテリアにも合う上品な仕上がりで、 

 

あなたの毎日をすてきに彩ります。 

花博覧会でも大好評になり、固定ファンの多い作品です。 

 

お待たせしました。 

 2009年版のご予約開始です！ 

12月20日まで（送料別） 

ご優待特別価格1890円！ 
 

       定価：2,100円（送料別） 

 

2ツ折14枚組/オールカラーサイズ： 

 表紙H297×W420mm、 

 見開き時H590×W420mm 

 

誕生花366日カレンダー2009年版 

■旬感フォトグラファー・ 

     北脇榮次の大人気カレンダー 

 

販売価格  2,100円   

 （本体価格 2,000 円 + 消費税 100 円）  



11/26（水）～28（金）の3日間、東京ビツグサイトで開催された中小企業総合展に出展してまい

りました。主催は中小企業基盤機構です。 

期間中5万人ほどの来場があり、メーカー・流通・大学などの各方面の方々がお見えになり、お

蔭様でいろいろなビジネスチャンスを頂きました。 

特に、近隣で出展しておられたメーカーさんからの引き合いなど、有意義な内容で今後ビッグ

ビジネスに繋がっていく可能性の手応えを感じた次第です。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  



東京タワー4階にある「ギネス博物館」で11月より全商品の販売が始まりました。 

関東近隣の方は、是非お立ち寄りいただけましたら幸いです。 

 

また、次々と関東を中心に販売店も広がってまいりますので、逐次ご案内させていただく

予定です。 

 

    「ギネス博物館」WEB  http://www.gwr-tokyo.com/ 

 

                                  京都ハバネロの里本舗 
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東京に「京都ハバネロの里」商品の販売拠点ができました。  

亀岡のラーメン店「大黒やらーめん」にハバネロメニューが登場しました。 

亀岡市内篠町の国道9号線沿いにあるラーメン店「大黒やらー

めん」さんに、亀岡特産のハバネロ果実をふんだんに使って、

ラーメン・チャーハン・から揚げの3点です。 

 

どれもハバネロの辛味と風味が活かされていて、最初食べた時

は、あまりの辛さに絶句寸前でしたが、しばらく食べ続けている

とどんどん食が進み、ハバネロの美味しさが際立ってきて、どん

どん口に運ぶようになりました。 

 

食べた後は、ご察しのように汗が吹き出てサウナ状態でした。 

これからの時期には打ってつけの料理ですね。 

 

ということで間違いなくヒットの予感をしました。 

 

◎これを期に亀岡市内で飲食店の方々の創意工夫で「ハバネロメニュー」がどんどん登場して

くるのも、間近ではないかと思います。 

 

「大黒やらーめん」 

住所:京都府亀岡市篠町篠杢殿林16-7 

TEL:0771-21-1275 

                                              

                 ハバネロ友の会事務局 



ハバネロ探検隊 「シャカシャカジューシーチキン ハバネロ」 
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ある日、マクドナルドからのメルマガが・・・・ 

「辛さ無限大？ シャカシャカジューシーチキンハバネロ・・・・・」 

サイトをチェックしてみると 

(○｀ε´○)ノおう♪これは早速チェックしないと・・・・ 

ε=ε=ε=ε=ε=ε=ε=ε=ε=ε=(;-_-)/ゼンリョクダッシュ  

 

夜のマクドナルドもなかなか込み合っている。 

早速新商品「シャカシャカジューシーチキン ハバネロ」を購入。 

ついでにハバネロシーズニングの追加も先に注文 

 

鳥のもも肉に衣を付けて揚げたものが紙製の袋の中に。 

ハバネロ味のシーズニングを袋の中に入れてシャカシャカ振

る。 

 

少々恐れながら一口 

・・あれっ、そんなに辛くないゾ 

最近が辛さになれてきたのか？？ 

それよりチキンがサクサクジューシー、 

マジヾ(@⌒¬⌒@)ノ ウマヒィ ！！！ 

調子に乗って一気に完食。 

・・んっ！ 

ちょっと、きたぁ～！？？？？？ハバネロシーズニ

ングの粉っぽさがのどに来るかな？せき出そう 

辛いと言うより、熱い感じ。でももうちょっと辛い方

がいいかな。 

ちょうど誰でも食べられるよう辛みを調整しているのかな。 

まあ、おいしいからお勧めできる。 

期間限定なので早めにご購入くださ～いv(*’-^*)ｂぶいっ♪ 

 

ところで余談、なんと、この商品、東京近辺では発売

されていないそう・・・・・です。 

かわいそう～⊂((〃‾ー‾〃))⊃ ふふふ 

 

「シャカシャカジューシーチキン ハバネロ」 

                                   ￥１９０  (229Kcal) 

「ハバネロシーズニング」   ￥２０ 

 

日本マクドナルド 

 



〒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 

アルミホイルに鮭を入れ、上に野菜キノコ

を置きハバネロみそを乗せて、オーブン

で１８０度で１５分焼く。 
  

 

  「鮭のちゃんちゃ焼き」 
 

 材料   

   鮭の切り身 

   キャベツ 

   人参 

   キノコ 

   バター 

   塩 

   胡椒 

   ハバネロ黒みそ 

 

作り方  

  野菜ときのこは一口大に切り、 

  バターで炒める、鮭に塩コショウを 

  する 

 

ハバネロ料理コーナー 


