
  昨年は、ハバネロを亀岡中心

に50a程度栽培いたしましたが、

今年は景気のことも念頭に入れ

なければなりませんが、オンリー

ワンと言うことや加工向けの需

要も増えてきていることから、更

に面積拡大してまいりたいと思っ

ております。 

 

また、周年の利用者も増えてきておりますので、冷凍保存の枠も広げ

ていきたいと考えております。 

                               篠ファーム 

ハバネロ友の会 事務局 
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☆ 新情報イロイロ。 

☆ ハバネロ交流会

開催します。 

☆ 海外の話題も掲
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☆ 新年度のお願

い。 

 

ハバネロ友の会会員様 

ハバネロ栽培のご報告 

 

明けましておめでとうございます。 

旧年中は当会にご支援賜り厚く御礼申し上げます。 

今年もどうか倍旧のお引き立てを賜れますよう 

心よりお願い申し上げます。 

 

         ハバネロ友の会事務局     
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ハバネロ交流会 開催致します。   

PAGE 2 １月号 

2/14（土）・15（日）に亀岡・四季菜にて「ハバネロ交流会」を開催したいと思います。 

会場では日替わり料理（各50食）提供の他、ハバネロ商品の試食並びに即売を行いま

すので、皆様も是非ご参加いただけますようよろしくお願いいたします。 

 

■テーマ 

かめおか四季菜 地産地消 日替わりレストラン「ハバネロ料理フェア」 

 

■企画趣旨 

ハバネロを使った料理や商品の提供により、ハバネロに関心を持って頂いている方の

交流と広く消費者の認知啓蒙を行なう。  

 

■日時 

平成21年2月14日（土）・15日（日）の2日間 

AM11:30～PM4:00まで（食事はPM2:00まで） 

 

■日替わり料理 

2/14（土）中華料理「広東」矢野オーナーシェフ 800円 50食限定 

2/15（日）地物野菜家庭料理「へき亭」日置女将 800円 50食限定 

 

■試食・商品販売 

京都ハバネロの里／トミオー「ハバネロ酒」／京のほんまもん塾会員商品など 

 

■広報 

地元はじめ広く広報活動をしてまいりたいと考えております。 

◎2月に入りましたら「ハバネロ交流会」のチラシ

（pdf）を作成したいと思いますので、出来ましたら

配信させて頂きますので、お知り合いなどにご案

内下さい。 

 

【かめおか四季菜】は下記の 

ホームページをご覧下さい。 

http://k-sikisai.at.webry.info/ 

 

亀岡産の食材を使った地産地消の日替わりレスト

ランで、地元、腕自慢の市民の方が持ち回りで料

理を提供されておりま

す。 

一度足をお運び下さい。 

                                  

 



年度会費（２００９ ．１～１２月分）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 

 



メルマガ会員募集  
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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、郵送をご希望の場合は「ハバネロ友の会」にご入会

下さい。 

                                         ハバネロ友の会事務局 

ＫＢＳ（京都放送）の朝市に参加してまいりました。 

12/19（金）に約10軒ほどの生産農家さんや農産加工者などが集まり、朝の８時より２時間程

度、ＫＢＳの玄関先に出店を出し販売いたしました。 

当日は急な冷え込みがあり、客足も少なかったように感じましたが、出展者どうしの交流も盛

んに行なわれ、また、ＫＢＳの方で振る舞い海鮮鍋を提供していただけましたで、体もぽっか

ぽかで楽しい時間を過ごすことが出来ました。 

                                 京都ハバネロの里  

金閣寺の近くの町家で「京都ハバネロの里」商品販売いたします。 

昨年の後半に、ご縁が出来まして金閣寺から目と鼻の先の町家を改造して、商品をおかせて

いただくことになりました。 

【場所】  金閣寺交差点（西大路）から北へ30m行って、左折した北側3軒目のところです。 

 

◎正式オープンは2月ですので、近況など次号でご案内させていただきたいと思います。 

お近くにお越しの節は、お気軽にお立ち寄り下さい。 

                                              京都ハバネロの里 



「ふるさと野菜のおすそ分け」ご参加案内 
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 昔懐かしい味のする安心安全な本物野菜をお届け致します。 

限界集落と言われる農村地域で長い間、生活されてきたお年寄りの方々が手塩にかけて育

ててこられた旬の野菜を定期的にお届け致します。 

 

日本には限界集落とされる65歳以上の方が半数以上占める集落が7800ヶ所余りあり、京都

府下でも140ヶ所あります。特にその中でも後期高齢者とされる75歳以上の方を中心に、ご

自宅用で栽培されておられる安心安全の野菜を「おすそ分け」していただこうと言う考え方で

昨年の6月に京都府南丹振興局様・京丹波町様のご協力でスタートいたしました。 

 

■ご参加対象者 

地産地消を目的としていますので、地元京都にお住まいか、勤務など京都に関係されておら

れる方を対象にしておりますが、ご希望がございましたら以外の地域の方でもご参加してい

ただくことが出来ます。 

 

■商品内容 

お年寄りの方が自家用に栽培されている野菜や山菜類など旬のものを詰合せてお届け致し

ます。 

個々の生産者で内容は変わりますが、どれも自信を持ってお奨め致します。 

また、殆どが自然状態で栽培されておりますので、市販されているものと比べて形がよくない

ものや、虫などが付くこともありますが、全てほんものの野菜ですので味は折り紙つきです。 

 

■生産者との交流 

ご参加により毎回、同じ生産者から野菜が（お手紙付

き）送られてきますので、次第にお互いに心の交流が生

まれてきます。 

予定としましては年に２回程度、現地訪問「ただいま交

流会」を行ないますので、そこではもう親戚以上の思い

が生まれると確信しております。 
 

     

 

 

 

   京丹波町・西河内での交流 

京丹波町・長瀬での交流     京丹波町・西河内での集合写真 



PAGE 6 １月号 

■最終的な思い 

生産者（お年寄り）も自分の親戚になっ

たつもりで、今回はあれを送ろう、何を

書こうかと心を馳せてもらえ、これによ

り、どんどん生きがいを見つけて頂け、

地域活性に繋がるのではないかと思っ

て活動してまいりたいと思っておりま

す。 

 

＊今の段階でも、出荷する日は前の日

から何を送ろうかと、朝早くから起きて、

畑で収穫して、手紙を書いて回りの生

産者同士で情報交換などされて楽しく

出荷して頂いているようです。 

 

◎ご関心やお申込みなどがございましたら、 

下記にアクセスしていただけましたら幸いです。 

 

また、パソコン環境がない方はお気軽に、お尋ね下さい。 

http://www.shinofarm.jp/furusato.htm 

 

   ふるさと野菜のおすそ分け事務局 

    TEL 0771-24-7878 

      FAX 0771-24-7885  

       篠ファーム内  
 

 

      ふるさと野菜のおすそ分け 事務局 



タイ訪問記 
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Chilli（Chilliぶろぐ主催） http://chillipepper.blog65.fc2.com/ 

    
 新年明けましておめでとうございます。実は昨年
末、12月の後半にタイ旅行に行ってきました。元々

２ヶ月前から予定はしていたものの、不景気の折予

定がどんどん埋まってしまい、一月半に渡る年末ス

ケジュールの末に出発当日の朝４時まで仕事をした

上でのドタバタ旅行となってしまいました。現地でも

色々と予定していたことが狂ってしまって殆どできま

せんでしたが、とにかく辛い料理だけは沢山食べる

ことが出来たので満足だったと言えると思います

（笑）。タイと言えばスパイシー料理の代名詞、日本

でもヘルシーブームに乗ってレストランが急増してい

ますが、１度ハマると逃れられない魅力を持っていま

す。特に印象的なのがスパイス類の使い方。私的にはタイのカツオだしとも言うべきパクチールート、

コリアンダーの根っこの使い方にすっかり惚れ込んで日々料理に使っています。辛い物といえば、実は

タイの人でも苦手な人が結構多いのをご存じでしょうか。南方をマレーシア、北方を中国に挟まれる形

のタイは地域ごとに味付けの傾向も結構違っているようでバンコク辺りの都会っ子は地方料理を指して

「あんなものは食べない！」と怒ったりすることも…。有名な鳥のグリル“ガイヤーン”は豆で作られた甘

い醤油をベースに漬け込んで焼き上げたもので、これ自体は全く辛くありません。 

 

 しかし付け合わせには唐辛子タップリのたれが出

てくるので刺激が欲しい人はそれを使うことになり

ます。タイの路上レストランには沢山のノラ犬や猫

がたむろしていて、客が注文したガイヤーンのおこ

ぼれに預かるべく食事中足にスリスリしてきます。

彼らの多くが人懐こいので動物好きな人が実際に

口に出来るのは半分くらいになってしまうことも

（笑）。日本ではタイ東北部イサーンの料理が有名

ですが、この地方から生まれたものこそがタイ料理

＝辛い物という印象を決定づけているようです。イ

サーンは元々貧しい農村地帯で、食料をより長期

にわたって保存するために発酵食品と並んで殺菌

力の高い唐辛子が使われてきたようです。この地方の

出身者はタガメやイモムシなども好んで食べる事が多

く、それが先の発言に繋がっているようです。現実社会

でも現在でも都会人のイサーン地方出身者に対する差

別は色濃く残されています。イサーン地方の特産とも言

うべき酸味の利いたピリ辛の味付けが施されたスープは

街中のレストランでも食べられますが、シンプルな料理

にも関わらず複雑な味わいが重なりあっていて本当に

美味しいです。 

 

『タイの有名なチキン料理“ガイヤーン”』 

 

 

 

『牛肉のピリ辛ハーブ入りスープ』 



PAGE 8 １月号 

 

堅い話はさておき、今回の旅行で見つけたお気に

入りがこれ。 

 なんのことはない、普通のソルトピーナッツなん

ですが、一緒に入っているのがレモングラスにコ

ブミカンの葉、そして丸ごとの乾燥唐辛子。全てフ

ライされてカリカリ状態のまま塩で味付けしてある

んですが、これが絶妙のバランス!! 現地のセブン

イレブンで見つけて試しに買って見たのですが、

あまりの美味しさに店に戻って全部買い占めてき

ました（笑）。ちなみに知らずに食べ続けると悶絶

するくらい辛いです。 

 

 

 今回の旅行で最高の収穫は路上マーケットを見て歩けたことでした。都会近辺だとまず難しいんです

が、今回は空港寄りの比較的僻地に宿泊した為、夜になると目前の広場で行われるマーケットを見る

ことが出来ました。色とりどりの野菜に豪快な肉、魚類、ちっちゃな握り寿司（アチラでは寿司ブームが

怒ってるようで沢山のレストランを見ました）まで売ら

れています。ちょっと面白いなと思ったのが唐辛子売

りのおじさん。 

『唐辛子の文化誌』という名書に唐辛子をローストして

生計を立てている人の話が出てくるのですが、同じよ

うに唐辛子を焼いて皮を剥き、注文に合わせてペー

ストにしてくれるのです。テーブルには串に刺した大

小様々な唐辛子や野菜が並んでおり、側にはクロック

という食材を潰す器具も見えます。日本ではマズ見る

ことの出来ない食文化の一端を目にすることが出来

ることこそ旅行の最大の醍醐味です。 

 

 

 

 

 

 ……時々あまり見たくないものもありますが（笑）、そう言う

ときは目を合わせないようにしてそそくさと逃げればOK。

戻ってからまだ2週間しか経ってませんが「また遠くないうち

に行きたいな…」と思わず考えてしまうような魅力溢れる国

です。 

 

 

 

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

 

 

      『ハーブ入りピーナッツ』 

 

 

 『唐辛子をローストして売るおじさん』 

『ぶつ切りの魚と共に並べられた 

    丸ごとのカエルさん達』 

 



花と緑の会（‘09・１） 
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                                            花と緑の会 格畑 學 

明けましておめでとうございます。今年も花と緑の会をよろしく御願いします。 

‘08・５よりお休みをしておりました「花と緑の会」の活動報告をさせていただきます。 

昨年、１０月２６・２７日に東京に一泊研修旅行に行きました。亀岡にはまだ沢山の緑が残されておりま

すが、大都市東京の真ん中では花や緑がどのように残され又、新しく生み出されているのかを知り、こ

れからどんどん開発が進むであろう亀岡の花や緑を守っていくことの参考にと研修に行きました。 

２６日は日比谷公園ガーデングショウを見学。東京駅から公園までの道には多くのミニモデルガーデン

や寄せ植えで飾られていました。今回は写真を多くして紹介していきます。 

このようなイベントが亀岡市でも開催され、人と人との出会いや交流を生み、地域を活性化させ、豊

かな都市文化・観光振興に役に立つことができればと思いました。次回もこの続きを報告します。 
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バングラデシュでは新年は3

回あります。国際標準・バング

ラ暦・イスラム暦の3回です。 

国際標準の1月1日は休日で

はないため、私も元旦から通

常の生活を始めています。 

 

先月は7年ぶりの総選挙が行

われました。2年間の軍事政

権が終わり、（一応）民主化さ

れました。危惧されていたスト

ライキも、与党側の圧勝によ

り抑圧され、平穏な日々が続

いています。ちょうど2年前は、1ヶ月の半分以上がストライキで、通信網遮断、外出禁

止令、非常事態宣言発令など頻繁に起こり、自宅軟禁状態が続いていました。投石、

車炎上、道路封鎖が日常茶飯事となり、街は荒れていました。朝から夜まで店は閉ざさ

れ、輸出入も止められ、経済的な損失は莫大なものでした。空港に降り立った者は、ホ

テルまでの移動手段がなく、歩いて近場のホテルへ行かざるを得ませんでした。 

 

その頃に比べるとバングラデシュもだいぶ変わり、私の滞在期間3年が、国が変化する

には十分な長さであることを感じ、これからもこの国がどう変わるのか楽しみでありま

す。 

 

今年もよろしくお願い

します。  

 

 

 

     竹内 僚 

バングラデシュからの便り  

 

 



2泊3日のソウル旅行（交流活動センターのハングル講座の受講生を中心に） 
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                                     児嶋きよみ 記  

以前、ブラジルのサンパウロ・リオデジャネイロに次ぐ第３の都市、Belo 

Horizonte（ベロ オリゾンテ）に、1987年頃までの3年間、暮らしていたのに、な

ぜか、何にも書けなかったことを思い出していました。なぜ、書けなかったの

か？ 

不思議なことばかりで、その意味を自分に問い続けていて、答えが見えないま

ま、3年がすぎ、帰国の時を迎えてしまったからでしょうか？この3年間、当時も

う、老年に近かった、ポルトガル語の先生に、「あなたは、将来ポルトガル語を教

えられる」とおだてられ、その気で教える彼女の意思に背かないよう、毎日、朝

から夕方まで、自分の学習の時間と、市場などで、習ったことばを使う練習をし

ました。大体、1年半で、自宅にブラジル人の友人を呼び、ポルトガル語でパーティーができるように

なったのに、いつも心の中は「？」の連続でした。 

 

ところが、ハングルは、何年間も、いろいろな先生の講座に出たり、自分で学習を続けているのに、な

ぜか、一向にことばも、センテンスも浮かんで来ないのです。このことばの学習の不毛の過程とその

理由は何なのか、ずっと考えていました。その答えを見つけたいと思って、こんどの旅行を企画したと

いってもいいくらいです。 

 

それなのに、ちょっと2.3日くらい、ソウルへ飛んでみると、なんだか、いっぱい見えるのです。同じ点も

違う所も。 

今、帰国して、再度、ソウル中心部明洞の地図や、2日目の水原のパンフレットなどを眺めていると、

お会いした人たちの顔がぱあっと浮かんで来ます。 

 

亀岡を早朝５：３２に電車に乗り、京都で草津発のはるか3号の座席に座るまでに、起きてかなりの時

間が経っていました。総勢11名のちょうど動きやすい人数のグループで添乗員無しの旅行です。どな

たも遅れず、皆、このはるかで関空に向かっているのです。 

関空では、E-チケットをそれぞれがカウンターに出し、荷物を預けると、さあ、いよいよ出発です。時差

のないソウルへは、関空９：４０発で１１：３０に到着してしまいます。到着後、まず、空港内の外貨交換

銀行で1万円ほどをウオンに交換。 
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その日は、1万円で１４８,０００ウオンでした。通常、0をひとつ取って、換算していたのに、12月に

入って異変が起き、このレートです。続いて、李チャンヒさんという京都外大＆専攻科卒の友人が空

港まで案内役で来てもらっていたので、あいさつもそこそこにリムジンバス

へ。 

 

仁川空港は、ソウル市外の島にある新しい空港ですが、市内までは60分近

くかかります。その料金は、9000ウオンでした。600円くらいでしょうか。この

ように頭でウオンと円を計算することが、すでに始まりました。 

 

乙支路入口（ウルチロイック）というリムジンのバス停で下り

ると、そこは、繁華街「明洞」のど真ん中でいろいろなホテル

が立ち並んでいます。私たち以外にも日本人の観光客は多

く、「ロイヤルホテルはここで、下りたらいいのでしょう？」と

私たちの案内役の李さんに聞く人もいます。買い物に一番

便利な所で、ここで下りれば大体のホテルに行けるようで

す。我々のMETORO ホテルはゴロゴロと小さなケースを

引っ張って行けば5分で着きます。4ツインルームと3シング

ルルームの予約です。 

部屋は、とてもきれいなのですが、ロ

ビーやトイレの外に架かっている絵の額がどれも曲がっているのです。何故だろ

うとさわってみましたが、動きません。不思議と思いながら、荷物を置くと、すぐ

に、昼食を予約してあるビビンバ店へ明洞の繁華街をひやかしながら歩きま

す。 

 

あまり時間のロス無く動いていたつもりでしたが、明洞古宮へ着いたのは、２：３０を越えていました。

飛行機の中で、お寿司の朝食が出たので、あまり空腹は感じないようでした。それで誰も、不足とも

思わず、いろいろなおいしいビビンバを待たせず、いただき満足でした、その値段も8800ウオンでし

た。10000ウオンを出してもらい、おつりをもらうことにしました。（600円くらい）１時間くらいでそのレ

ストランを出て、こんどは、ロッテ免税店方面と仁寺洞（インサドン）方面行きの2グループに分か

れ、歩き出しました。明洞聖堂などの建ち並ぶ大きな通りを北へたどり、市内の新しくできた散策路

の清渓川（チョンゲチョン）を渡り、骨董品や伝統工芸品な

どの店の建ち並ぶ仁寺洞（インサドン）へ。真ん中にある

観光名品店で一時間後に会う約束をして、みんなは、ちり

ぢりに。 

この通りの全体を見てみようと、歩き出したのもつかの間

で、それぞれが、間口の狭く、奥の深いお店に吸い込まれ

ていきました。道の真ん中での食

べ物を買って食べる人も多く、寒

い中で昔の服装をし、昔の杵で餅つきをし、きなこなど

の味付けをして売っている店もあります。夕方になる

と、寒風が吹き出し、鼻水が垂れそうな店の人もいまし

た。 

工芸品の店の中は、美しい品物であふれ、いろいろな

石を売る店や、絹をつなぎ合わせたポシャギや袋、彫

り物なども。さっと見てもう一度通りに出ると、李ﾁｬﾝヒ

さんが追いかけてきました。「まっすぐ歩いていたら、誰

もいなくなった。」と言って。 
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待ち合わせにしていしておいた名品店に戻ると、こん

どは、ちりちりの昔風のパーマをかけたおばちゃんが

「いいものがあるよ」と皆の手を引っ張ります。ブランド

に似ているけれども、微妙にちがうカバン屋さんです。

「負けとくよ。おまけもあるよ。」となかなか精力的で

す。カバンを２５００円くらいで買うと一個の小さな歯磨

き入れのようなケースをくれるのです。ブランドに似て

いるショルダーバックは、機能的には何も不自由もな

く、とても使いやすいそうです。そういえば、このような

店が、明洞の夜の街にも屋台に何百件もあり、夜更け

まで人があふれていたのを、思い出します。 

寒くなってきたので、清渓川（チョンゲチョン）を引き返し、ホテルに戻りました。しばらく休憩し、また、

そぞろ歩きながら、こんどは、夕食の店に急ぎます。明洞田

舎膳店（ミョンドンシゴルパプサン）という店で、いろいろな菜

の皿が一人２０個以上付くのです。 

それに、いくつかの大きな皿料理を付け足しても、12000ウオ

ンくらいであったと思います。（800円くらい） 

帰り道は、また、同じ明洞の繁華街を抜け、ホテルの目印

は、「長今（チャングムナ）マッサージ」と日本語で書かれたホ

テル真ん前のマッサージ屋さんです。皆で一緒に帰り、あと

は、自由解散にしました。 

 

2日目は、マイクロバスをチャーターした小旅行です。ソウル市

外から、南に約１時間半の距離にある京畿道の都市・水原（スオ

ン）市にある華城と近くの韓国民族村を見学の予定です。華城

は、水原市全体が城郭の中にあるようで、街が城郭の外になっ

たり、中になったりしながら、道が通っている不思議な構造です。

世界遺産にも登録されています。カッチという腹の白く、羽が黒

い鳥を見ると、良いことがあるとガイドの青年が言っていました。

あとで、調べると、日本名でカササギ（鵲）でした。でも、水原市

の市の鳥は、白鷺でしたが。 

また、華城行宮は、チャングムのドラマでも撮影に使われ、観光

客がたくさんいました。私たちは、外からだけ眺めて、すぐに、カ

ルビの店に行きましたが。水原カルビは、韓国でもとても有名だ

とガイドのお兄さんから聞きました。特にこの店のカルビが一番

のようだけれども、あまり宣伝をしないので、そんなに大勢で押しかけるほ

どの人気はまだないそうです。確かに、ガソリンスタンドの横で、あまり大仰

な店の作りではありません。 

 

カルビの店を満腹で出ると、次は民族村です。15分くらいで着き、20万坪の

広い敷地内に３０あまりのいろいろな地域の民族村が建ち、1974年に開村

しました。草葺きの一般の人の生活から両班の豪華な99間もあるやしきま

でがそろっています。また、役所の建物もあり、ドラマの撮影でもよく使用さ

れているそうです。 
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日本でも戦後の昭和の時代だったらありそうな農作業の機械類もありました。籾すり機や昔の脱穀

機など。その当時の服装をした人たちがそれぞれの家にいて、暮らし方などを見せてくれるので

す。 

ずんずん村の奥へ進んでいくと、地面を掘って中央に円形劇場風の広場が見えてきました。客席

は、階段状で石段の上です。しばらくすると、小学生の遠足のような集団が集まり始めました。日

本の小学生と同じく、ダウンのジャンバーに背中にはリュックです。ピンクや青や黄色などとてもカ

ラフルです。引率の先生の服装は、驚いたことに皆、ふさふさの毛皮です。３：００になると同時に、

チマチョゴリ姿の司会のお姉さんが出てきて、サムルノリの農楽隊の紹介を始めました。ハングル

ですが、日本語のパンフレットももらっているので、だいじょうぶです。少し壮年の顔のメンバーも

いますが、ほとんどが身の軽い青年ばかりです。体を前に倒したまま、足を蹴り上げ、回るので

す。頭に付けた長い紐が、頭の動きに合わせて空中で円を描きます。青年が顔をくるくる回しなが

ら円を描き、歩いたり、スキップしたりする姿は、かわいい感じです。サーカスのような踊りをしばら

くした後、寒風の吹きすさぶ中、大汗をかいて太鼓を打ち鳴らす農楽の催しは、終わりました。ふと

見上げると、青い空です。ソウルの南にある、民族村にいることを不思議に思いながら、冷たい石

の椅子席を立ち上がりました。 

 

つづきは、2月号で 

 

                                                                                                児嶋きよみ 記  

 



京都ハバネロの里 姉小路店より 

～寒い季節ににふさわしい心も体も温まる贈り物～ 

京都ハバネロの里シリーズギフトセット 

 
 新春といえどもまだまだ寒い日々が続きます。体が冷える

この時期こそ、ホットなハバネロの贈り物はいかがでしょう

か。発汗作用がありダイエット効果もあるハバネロはお正月

で食べ過ぎた体に喝を入れるのにもぴったりです。  

 

 京都ハバネロの里 姉小路店では皆様のご期待に応え

て、寒い季節ピッタリのギフトをご用意いたしました。 

ハバネロの里シリーズの人気商品を詰め合わせたオリジナ

ルギフトです。定番の「調味料の詰め合せ」の他、焼き肉に

ピッタリの「焼き肉用詰め

合せ」手軽にハバネロを楽しめる「お菓子詰め合せ」選

りすぐりの「人気商品詰め合せ」など。またご希望の商

品を詰め合わせることもできます。 

 

 和の暖かみを感じるシンプルでおしゃれな籠のパッ

ケージは大切な方への贈り物にぴったり。籠は小物入

れなどにも再利用していただける優れものです。 

ホットなあのひとにホットなハバネロの贈り物をいかが

ですか？ 

 

 

 

←京都ハバネロの里 

 焼き肉用詰め合せ 

（贈り物にぴったりのギフトパッケージ） 

 

ハバネロの風味と辛みが食欲をそそる

焼き肉のたれと薬味にぴったりのハバ

ネロうま辛黒豆味噌。ドレッシングはサ

ラダなどに。食事の後は定番のハバネ

ロうま辛飴で。 
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京都ハバネロの里 姉小路店 より  



 京都ハバネロの里 姉小路店 ご案内 
 

     
 

    

 
営業時間 AM10:00～PM7:00 
定休日 毎週木曜日 
 

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。 

 

 

 ご自分の会社やお店の宣伝・自己紹介など、案内したい内容がありまましたら何でも投稿

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く問題ありませんので、会報誌を活用していただけたら幸いです。 

原稿の締め切りは、毎月末までにお願い出来ましたら幸いです。 

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。 
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「ハバネロなんでも質問コーナー」開設中 

会員の皆様の宣伝コーナー開設いたします。 



ハバネロ探検隊 「島ハバネロマヨネーズ」 
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チョット覗いた沖縄ショップの棚に(‾ー『＋』)おっ!!発見!! 

島ハバネロの商品がイロイロそろっている。 

とりあえずパッケージがインパクト大!!の島ハバネロマヨネーズを入手 

ブイ V(=^‥^=)v  

しかし・・・・・パッケージ左肩に 激激激旨辛 と書いてある。 

イラストが怖いな…。  

中身はイメージに反して意外に白い。だが白い中にポツポツと薄赤い何か

が点在しているのが見える。これが島ハバネロだろう

な～～っ 

箱の裏を見ると、 

・サラダなどのドレッシングに！ 

・お好み焼き、揚げ物などに！ 

・しょうゆやソースとあわせて！ 

・炒飯やグラタンの隠し味に！ 

とさまざまなアドバイスがある。 

まずはハバネロマヨネーズだけをなめてみた。 

…ぐわ！  

予想以上に辛い！ 

沖縄県北部・やんばる産の『島ハバネロ』を

『島酒（泡盛）』・『島塩（マース）』を使って、

種まで丸ごとすり潰したペーストをマヨネー

ズにブレンドしたということ。アルコール成

分のせいか後からくるピリッとした辛い刺激

が特に強い気がする・・・。マヨネーズだから島ハバネロとはいえ

マイルドになっているだろうと思っていたが甘かった。 

イラストにある「あがっ！」は沖縄の方言で「痛い」という意味だそ

うだ。 

たしかにこれは辛い！ 

一言で言うと七味マヨネーズと合う食べ物との相性がよさそう。 

ちくわキュウリとか、あぶったイカとか。 

・・・・・つまみには良いね 

とりあえず今日はお好み焼きに乗っけて・・・・・っと 

炎炎炎>>(/̃Q̃;;)/貝 カライ!! ～～でもヾ(@⌒¬⌒@)ノ ウマ

ヒィ ～～♪ｖ(‾(││)‾)ｖ♪ブヒブヒ 

 

 

有限会社 渡具知 (TOGUCHI COMPANY）  

〒905-0021 

沖縄県名護市東江二丁目8番43号 

フリーダイヤル  0120-751-038  

TEL  0980-54-0063 FAX  0980-52-1613 

URL : http://www.ryukyuyakuzen.com  

 



〒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 

 いつものす

き焼きのよう

に煮て食べて

いく。 

 

味が薄くなっ

たら味噌たれ

を足しながら

食べていく。 

 

その時に好み

で鍋にハバネロ白味噌を入れてたべた

ら、味がまた変わりますので。 

 

  「みそすき焼き」 
   
材料 牛肉（こま切れ）ねぎ、キャベツ、 

    玉葱、キノコ、糸こんにゃく、 

    白味噌（大さじ５） 赤味噌（大さじ１） 

    出し汁（５カップ） みりん（大さじ３） 

    濃口醤油（大さじ１～２）胡麻油少し、 

    ハバネロ白味噌適量 

 

作り方   

   白味噌に赤味噌と出し汁る、みりん、 

   醤油を入れよく混ぜ合わせたおく。 

   肉を胡麻油で炒めておく。 

 

   すき焼き鍋にまずは味噌たれを入れ 

   火にかけて、野菜を入れお肉も入れ 

ハバネロ料理コーナー 

 


