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トピックス 

 

☆ メール会員募集

中。 

 

 

ハバネロ友の会会員様 

 周りの野山もすっか

り新緑の景色になりま

した。 

 

 山に行けば『藤』が

きれいに咲いて、野に

行けば『山フキ』や『ワ

ラビ』が一斉に出てき

ております。 

 

 また、そろそろ「ハバ

ネロ」の定植時期に入って来ましたので、夏の収穫に向けて栽培管

理を徹底したいと思っております。 

 

 6月号からはハバネロの生育報告など取り混ぜていろいろお話をさ

せていただけると思っておりますのでお楽しみにしていてください。 
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ハバネロ友の会&メルマガ会員の参加をお誘い下さい。 

お蔭様で会員様の暖かいご支援を頂き、現在50名近くの会員登録を

させていただいております。 

また、今年から初めました無料の「メルマガ会員」も100名を超える沢

山の方に参加して頂き、盛り上がりの手応えを感じております。 

 

詳細はhttp://www.shinofarm.jp/habanero_tomonokai.htm をご覧

下さい。 

 

メルマガ会員はメール送信のみとなりますので、会員特典や郵送を

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 



５月号 PAGE 2 

 

バングラデシュで栽培しているジョロキ

ア、今が旬なのですが私が直接管理し

ている畑のものは育ちが悪く、やっと大

きくなり花がついてきました。約1ヶ月前

も花は咲いていましたがみぞれの影響

で全滅してしまい、第二段がやっと咲き

始めたところです。 

 

私のパートナーの所有する別の土地で

は、少量ずつですが実を取ることがで

き、その加工を開始しました。しかし私が

手塩に掛けて育てている苗に実がなっていないため、とても残念で悔しい思いです。 

 

さてジョロキアの加工はというと、想像を絶する過酷な作

業です。工場は乾燥機にかけると匂いが充満し、体中は

カプサイシンの影響でひりひりを通り越して、ずきずき痛

みます。 

 

私は以前15時間のずきずきを体験し、両腕を冷凍庫に

入れて夜を過ごしたことがあります。従業員の中にも、丸

一日バケツに足を入れて夜を過ごした者、目に入ってし

まい顔をバケツに突っ込んだまま目を洗い続けた者、い

ろいろいます。しかし、苦しみながら試行錯誤し、現在は

完全防具を身につけ作業し、排気口を空高くまで伸ばし

空中に飛散させ、苦しみを和らげることに成功していま

す。それでも脱衣のときに目に見えない分子が服の隙間

に入り込むので、ひりひりを常に感じながら作業を行って

います。 

 

とんでもない事業を始めてしまったと、 

今更ながらに思う今日この頃です。 

 

               Ryo Takeuchi 

バングラデシュからの便り 5月号  
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５／３（日）に宇治（平等院・宇治上神社・宇治公園）に出かけました。 

にわかカメラマンでいろいろ撮って来ましたのでご紹介させて頂きます。 

 

■平等院 京都府宇治市宇治蓮華 
 

藤原の道長の別荘「宇治殿」をその子頼通（永承7年1052年）が寺院に改め平等院とした。 

翌年（天喜元年1053年）に西方極楽浄土をこの世に出現させたような10円硬貨でおなじみ

の阿弥陀堂（現在の鳳凰堂）が建立された。また、屋根の上に飾られている鳳凰は1万円札

に印刷されています。 

堂内に、最高仏師「定朝」により阿弥陀如来坐像が安置され、世界遺産に登録されておりま

す。 

1,000年前にタイムスリップしたかのような雰囲気があります。 

また、藤やつつじは有名で花の咲くシーズンには多くの訪問者が来られます。 

京 都 便 り   
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 ■世界遺産 宇治上神社 宇治市宇治山田 
 

菟道稚郎子（うじのわきいらつこ）、応神天皇、仁徳天皇を祀り、拝殿は健保3年（1215年）

頃に伐採された檜が使われており日本最古の神社建築と言われている。 

社殿は日本最古の神社建築物とされています。 

 宇治大橋に設置された紫式部像  鵜飼の船乗り場   

■宇治公園 
 

このあたりは平安貴族の別荘地や合戦の舞台として、紫式部ゆかりの歴史的なところが随

所に見られます。 

特に、世界文化遺産の平等院や宇治上神社をはじめ数々の名勝・史跡があります。 

また、夏には鵜飼のショーが楽しめます。 

入口の鳥居   
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  Internet Explorer８ にご注意を！！ 
 

  Windowsの自動アップデートにInternet Explorer８のアップデートが 

  入ってきました。 

 

  連休前から徐々にパソコンの調子がおかしいという内容の問合せが

入ってきました。「ネットが繋がらない！」というものです。 

 調べてみるとInternet Explorer８が入っているではないですか！！ 

アップデート直後から調子がおかしいということで、とりあえずこのInternet Explorer８を削

除してみました。すると通常の動きに戻りました。 

 

 その後、情報を集めると「当分Internet Explorer８の導入

は見合わせる」という結論に至りました。 

皆様のパソコンの調子はいかがですか？4月半ばからアッ

プデートが始まっているようです。 

自動アップデートを有効にされている方はお気をつけ下さ

い。 

乙女のささやき Internet Explorer８にご注意を！！ 

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。 

                                       ハバネロ友の会事務局 

「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。 

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。 

                                       ハバネロ友の会事務局 
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毎日が風のように過ぎていきます。連休中は、みなさんどうお過ごしでしたでしょうか？私は、5月2日

から3日へかけて、実家のある福井市まで夫と二人で車で出かけました。高速道路をどこまで行っ

ても1000円というのも魅力でしたし、ゆっくりとした時間の持てなかったこの春の、初めてのふたりだけ

の空間でもありました。 

途中、名神高速道では、多賀SAで休憩し昼食をとりました。初めて「なめこうどん」というなめこ汁の

おうどんをいただきました。ぬるぬるとしたものがそれほど好きでなかったため、なめこで汁物の料理を

したことがなかったのです。ところが、以外においしく、帰宅してからすぐ豆腐とのあえものにして食べ

たほどです。北陸道に入ると、杉津（すいず）SAで休憩しました。ここは、敦賀湾を180度の広角で 

見渡せるのです。優しい風と快晴の海は、皆、気持ちよくなれます。両方の高速道路ともに藤の

花盛りで、つるに巻き付かれながら樹を貸している木もあり、紫色の杉の木もありました。また、藤の

花だけで直立する木もあり、源氏物語の藤壺の宮や紫の上の藤の色を思い浮かべて柔らかな藤

色を堪能しました。 

 

「宿題をしわすれたやうな日々の過ぐちちははふたりの遠光る家」 

    80代の父母はまだ、ふたりだけで実家に住んでいます。生協の 

    申し込みも自分達ででき、掃除・洗濯・料理もできるので、まだ、それ 

    ほど不自由を感じないようです。けれども、なにかし忘れていないか、 

    もし、ひとりが倒れた場合、どうなるのかと考えないわけではありませんが、 

    具体的にまだ何も手を打っていないのが現実です。 

 

    こんな歌も。 

「八十を超へしちちはは今すこしふたりのままで日溜まりにゐる」 

 

娘たちの子ども（孫）もみじかでうろうろしています。 

「癇癪をおこす子見つめ三人の大人がおもふこの子の未来」 

「スプーン持ち今朝はごはんをひとり食ふ園に入りて今日は五日目」 

「春の日に白き花咲く花壇へと子の靴下が近づきてゆく」 

 

忙しい日々が続くほど、自分の時間を忘れない工夫が必要なのですが。 

 

「ガラス屋根の天井ずんずん雨は降りゆつくり広ごる沼底の時間」 

「葉を踏みてひそりひそりと森に入るひとりの時間をおそれし森に」 

 

自分は何をしたいのか・何がこれからできるのかを考えている間に、 

ぐっすり眠ってしまうのが現実です。 

ハバネロ通信5月号      児嶋きよみ  
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京都ハバネロの里 姉小路店 より  

京都ハバネロの里本舗姉小路店は国内で唯一、超激辛唐辛子・ハバネロの専門店として

開店し、今月で1周年を迎えることができました。これも皆様のお陰です。関係者一同、心

より感謝しております。 

これからも、皆様のご期待に添えるよう頑張ってまいりますので、何卒よろしくお願いしま

す。尚、開店1周年を記念し、皆様の日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、期間中、プレ

ゼントをご用意しておりますので、ぜひご来店ください。スタッフ一同お待ちしております。 



ハバネロ探検隊 「暴みくじの恐怖」 
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スーパーのお菓子売り場で、見っけ！！ 

暴君ハバネロ アンビリーバ棒 

最近よくあるカップタイプのパッケージだ。 

早速開けてみる。 

長さ６０ｍｍ幅×５ｍｍ アイスの棒のちっちゃいやつって感じの

形で食べやすい 

焼きポテトスナックのように少し固めで香ばしい、食べて少し経つ

とぴりりと辛さが口の中に広がる。辛いがヾ(@⌒¬⌒@)ノ ウマ

ヒィ。ぽりぽり感が後を引く 

ところで、このパッケージのフタの裏に「暴みくじ」なるものが・・・・ 

なんでも暴みくじとは、ほとんどが凶しかでない恐怖のみくじだそ

うだ。 

 

私の運勢は「想像以上の反凶」 

恋愛 街を騒がせる存在となる 

仕事 地球外からのクレームに注意 

電話 夜明けまで鳴りとまらない 

 

恐ろしすぎ・・・・・ 

ちなみに携帯で厄払いができる。 

QRコードでアクセスすると・・・・・ 

 

当たりが出るとプレゼントがもらえるらしい。 

しかし当たりは「当たり（史上最凶）」やはり・・・・凶・・・・らしい。 

 

ぜひあなたも運試しして欲しい。 

(ΦωΦ)ふふふ・・・・ 
 

 

暴君ハバネロアンビリーバ棒 

 

株式会社 東ハト 

http://tohato.jp/bmc/  

 

スーパー・コンビニで 

１３０円前後で販売中 

 



〒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 

 

作り方  

 フライパンを暖め、胡麻油を入れ豚肉を炒め、

野菜は薄くきっておき、豚肉に火が 入ったら野菜

を入れ、焼き豆腐をさいの目にきったのを入れお

酒を入れ醤油、塩、胡椒で味を調える。 

    まかない麻棒豆腐 
 

材料 

   焼き豆腐1丁、 
    人参、 

    ピーマン、 

    玉葱、 

    筍、 

    椎茸、 
    （やさいは冷蔵庫の余りやさいで。）    

    豚肉（ミンチ肉でも）100グラム。 

    胡麻油、 

    醤油、 

    酒、 

    塩、 

    胡椒、 

    ハバネロラー油。 

ハバネロ料理コーナー 
 


