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☆ 新情報や季節

の話題イロイロ。 

☆ 海外の話題も掲

載中。 

☆ メール会員募集

中。 

 

 

ハバネロ友の会会員様 

梅雨のじめじめした蒸し暑い日が続いて

おりますが、皆様におかれましては如何

お過ごしでしょうか。 

ハバネロにとってはこの時期一気に生育

するための恵みの雨となりますが、あまり

降り続くと徒長したり、病気の発生の心配

がでてきますが、生産者の方々は長い方

で6年の栽培経験をもたれておりますの

で、それなりの技術で乗り越えられており

ます。 

 

生育初期は今年の気象状況や品種特性

の関係で伸長しにくく、しばらくは定植した

ままの大きさでしたが、現在では草丈40

センチ程度まで大きく育ち、1株に1～2ヶ

の実を付け出してきております。 

予想では7/20頃には

果実が膨らみきり、赤く

熟する8/10頃を待つ

ばかりとなります。 

 

今年は地元亀岡の飲

食店様や大手の食品

メーカー様からの取り

扱いも増えつつあり、

3,000株のハバネロを

栽培するようになって

きました。 
 

 

                                               

                          

                 ハバネロ友の会事務局 
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目安として1株辺り250ヶの実が付きます。 

株間は60cmのところが

主流です。   
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京都府向日市で「京都激辛商店街」が立ち上がりました。  

向日市の市会議員（磯野氏）が、中心になって地元の飲食店がハバネロなどの唐辛子を

使って各々がオリジナルの「激辛商品」を開発し、国内初として町あげて取り組みをされて

います。 

7/9（木）には「京都激辛商店街」の立ち上げ総会が開催されました。 

その前の6/28（日）には試食会もされ、興味のある市民やマスコミなど関係者で盛り上が

りを見せておりました。 

◎ハバネロ友の会としましては、ハバネロを啓蒙する絶好の活動と思いますので、出来る限り

の協力をしていきたいと考えております。 

全国で「ハバネロ」がどんどん有名になり、各家庭でハバネロ商品が気軽に使われて定着して

行くと核心を持っておりますので、皆様におかれましてもこういった活動について広報活動をよ

ろしくお願いいたします。 

 

＊個人的には、ハバネロは亀岡特産と言うこともありますので、亀岡でも盛り上がることを願っ

ております。有志の方立ち上がれ！！                 ハバネロ友の会 事務局 
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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 

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 

ハバネロ友の会&メルマガ会員の参加をお誘い下さい。 

ファミリーマートで「京都ハバネロの里」が販売されました。 

現在、試験販売導入で亀岡市内4店舗と京都市内1店舗で全種類取り扱いいただいており

ます。売り場はどの店も一等地で入り口入った正面に設置していただき、来店者からよく

見えるところにおいていただいております。 

ご来店の節はぜひお求めいただけましたら幸いです。 

■亀岡大井店（亀岡市大井町並河2-22-3）■亀岡余部店（亀岡市余部町大塚21-2） 

■元禄屋追分店（亀岡市追分町八ノ坪2-2）■元禄屋京都学園前店（亀岡市曽我部町南条屋敷2-1） 

■西京樫原店（京都市右京区樫原佃24）     

                                   京都ハバネロの里 本舗 
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7月に入りやっと雨季らしくなり、

農家や暑さに悶えていた人々

は、遅い雨季の到来を喜んでい

ます。特に6月後半は連日40度

近い猛暑で、その上湿気を含ん

でいたためじっとしているだけで

も汗が流れ出ましたが、村では

全裸、半裸の子供たちが暑さに

も負けず走り回っていました。 

日本でおじぎ草という、触ったら

葉が垂れる植物がありますが、

バングラにも形は少し違います

がありました。バングラでは、｢恥

ずかしがり屋の少女」と呼ばれています。 

村へ行くと影からこっそり私のことを見、目が合うと家の中に隠れてしまう娘がたくさんいま

す。バングラの女の子はとても恥ずかしがり屋なのです。 

人と会うときや別れるとき、礼を言うときにお辞儀する習慣の日本と、娘が恥ずかしくて隠

れてしまうバングラデシュ。それぞれ慣習的な名がついていることに面白みを感じます。 

他の国ではどうなのでしょう。臆病草とか、倒れ草などの名がついているのかもしれませ

ん。 

6月27日、インドの防衛隊がジョロキアを使った手榴弾の開発を行い、近々武器として導

入すると発表しました。暴動を大きな傷を伴わずに制圧できるとコメントしています。その

記事はバングラの新聞にも掲載され、ジョロキアの大量生産を行っている当社に捜査の

手が伸びるのではないかと

心配しています。武器の輸

出や製造は重い罪になり

ます。当社のジョロキアは

食用ですが、バングラ人で

もあまり食さないものなの

で、果たして日本向けの食

用といって信用してくれる

でしょうか。。。（半分冗談

です） 

 

 

 Ryo Takeuchi 

 

バングラデシュからの便り ７月号  

 

 



花と緑の会 オープンガーデンかめおか２００９ 
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                  花と緑の会 格畑 學 
 

５月２３日（土）２４日（日）に 

オープンガーデンかめおか2009を開催しました。 

今年で５回目となり市民の皆さんにも知られ、また、

昨年には京都府では唯一開催しているのが亀岡市と

いうことでＮＨＫがこれを取り上げ放送されたので市

外でも知られるようになり多くの問い合わせがありま

した。その結果２３日朝９時までに約１２０名の参加者

がガレリアバラ園に集まり、大混雑になりました。 

２４日には京都新聞にその様子が京都市内版にも記

載され、記事を見ての問い合わせが早朝よりありまし

た。 

 

 

 

           写真③④⑤⑥ お庭を訪問している皆さん 

両日とも２０人乗りのマイクロバスを午前３台、午後３台運行しました。 

写真①② 定員６０名の無料バスに 

集まった参加者。 
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■善峯寺 

JRの『そうだ京都に行こう』の宣伝にでている善峯寺は、春は桜・秋はもみじと、いつ

行っても四季折々の景観を見せてくれますが、最近、初夏の「アジサイ」も有名になって

きましたので、ちょっと早かったのですが6/14(日)に行ってまいりました。 

 

そもそも善峰寺は1029年に創建され、応仁の乱の線化に巻き込まれて消失しました

が、江戸時代になり桂昌院により再興された、西国三十三番札所のお寺です。 

京都便り  

天然記念物の遊龍松は圧倒されますよ。 

ところかしこにアジサイが植えられています。 京都市内が一望出来ます。 



７月ハバネロ通信 Vong Sitｈa（ボン・シターさんのカンボジア通信 ） 
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                          児嶋きよみ（亀岡市交流活動センター）  

 

 Vongさんは、京都大学卒業後、大阪大学大学院を修了し、2006年に 
  カンボジアに帰国しました。関西に留学中、何度も亀岡市交流活動センターの 
  活動に参加をしていただきました。その後を聞いて見ました。(首都プノンペン在住） 
 
Q あなたは、40才までに5個の会社を作りたいと言っていますね。そのようなエネルギーは
どこから出てくると自分で思いますか？ 

 
A.日本に始めて行った時は、ちょう ど経済不況で
した。その時 Outsourcing(ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ）という概 
念が出てきたことが、ずっと頭の 中に残っていま
す。その時、日本 人は朝から晩まで、会社で働く
様 子を見て、自分も暇な時間をなん とかしない
と駄目だと思いました。 それで、無駄な時間を有
効にする ために日本の大学で勉強しながら ア
ルバイトをしました。アルバイ トをすることによっ
て、まず暇な 時間をなくそうとしたのです。そ こ
で、社会人の生活を勉強し、日 本の会社の生活
を体験し、給料も もらいました。それは自分が自
分 を使った事になります。 
  
 マネージメントの概念にもあるよ うに、命令する
前に命令されるこ とを経験した方がもっと有利に
な ります。日本に行く前、カンボジ アでも土日は
お母さんの会社の手 伝いをしました。毎日３時間
家庭 教師のアルバイトもしました。 
  
 現在二つの会社を管理するのは大 変ですが、
まだまだ足りません。 会社員をOutsourcingしな
がら、自 分もOutsourcingします。まだまだ暇な時
間があるので、自分の感覚では、さらに三つの会
社を作れば暇な時間がなくなり、満足できると思
います。 
  
ビジネスは沢山あります。１つ目のビジネスをする

と他のビジネスにも興味があるようにな
り、もっとビジネスをしたいようになりま
す。第1番目の会社の資本金は、日本円
で換算すると、2億円くらいで、第2の会
社の資本金は、８０００万円くらいです。 
 
人はそれぞれ違います。興味も違いま
す。ある人は切手集める興味、ある人は
サッカーに興味をもち、僕の興味はビジ
ネスです。従って、僕にとってビジネスは
最高なのです。             
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Q.あなたの普段の生活を書いてみてください。 
 何時頃起きて、何をして、２つの会社のマネージメ 
ントをして、どのような人に会い、何を食べて何時頃 
ねるのか？どのような寝室で寝ているのでしょうか？ 
暑さの対策もしていますか？ 
 
A.カンボジアの会社は普通、朝は、７時から１１時まで 
で、午後は１３時から１７時までです。僕は朝５時に 起き
て夜は１１時に寝るので大体６時間眠ります。朝 ご御飯
はコーヒーのみで、お昼は１１：３０ころ。 

そして晩御飯は、１９：３０時です。僕の会社は二つとも朝６時から１９：００までです。住んで
いる家はマンションなので毎日冷房を使います。暑さの対策は特別はないです。 
  
卸売りも小売りもするので色々な人びとと出
会いました。いい人も悪い人も若い人も年よ
りもカンボジア人も外国人も社会人も学生
にも出会いました。いい人はものを現金で買
います。悪い人というのは、店に来てものを
盗み、商品を買ってお金を払わない人の事
です。また、商品を買って帰り、使って悪くし
たあとで返品する人もいます。 
 
外国人も沢山店に来ました。日本人もアメリ
カ人も韓国人も中国人もベトナム人もイギリ
ス人も世界中からの人びとと出会いました。 
 
日本人はJICAの人、日本大使館の人、商
人、学生などが僕の店に来て電気製品やバッテリを買ってくれました。 
 
Q.将来の希望を具体的に書いて見てください。 
 
A.３つ目の会社は中華料理レストランをします。４つ目の会社はパソコンです。５つ目の 会
社はオートバックスみたいな車部品です。５０才になったら定年退職します。定年に なった
ら社会のためになにかをします。 

 
Q.結婚は？ 
A.まだです。彼女を募集中です。 
 
Q.以前、貧しい人のために会社を作
りたいとおっしゃっていましたが、 
どの程度できてきましたか？ 

 

 A.カンボジアに帰って２年たちました。会社員だった人が一人独立し、自営業をするよ  

うになりました。彼はオートバイの修理をし、ちゃんと自分で生きていきます。まだ  お金持

ちではないですが、貧しさを乗り越えました。現在は、１０人の会社員を育て  生計を立て

られるようにしています。１０人とも親が貧しくて学校に行けませんでし  た。僕の会社に

入ってから給料が全部残るし、お客さんからチップももらうし、親に  までお金を送るように

なりました。彼一人で親二人を食べさせるようになりました。   

  



  
 このように、１０人を雇うと１０の家族が生きていけます。
家族が生きていけると、  彼らの弟・妹も学校に行けるよ
うになります。彼らはずっと僕の会社にいるのではな  く、
いつか自立し、自営業をするように教育します。従って、１０
人を雇うことによ  って沢山の人が貧しさを乗り越えること
ができます。 
   
  日本人は一つの会社で、ずっと定年まで働きたいようで
すが、この点は僕の考え方と  違います。 
  
  今の僕に出来ることはこれぐらいです。会社が大きくな
ると従業員も増えます。それ  で、将来は、もっと沢山の
貧しい人が自立できるように頑張りたいと思います。 
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    カンボジア基本情報 
 人口：1,338万人 (2008年推計) 
 人口構成(1998年推計) 
   年齢 構成比 女性 男性 
   0-14 歳 45% 2,533,313人 2,611,684人 
   15-64 歳 52% 3,119,579人 2,729,598人 
   65 歳以上 3% 202,552人 142,836人 
  
 人口増加率： 2.51% (1998年推計) 
 出生率：1,000人当たり 43.5人(1998年推計) 
 死亡率：1,000人当たり16.49人(1998年推計) 
 乳幼児死亡率（1歳以下）：出生1,000人当たり106.8人(1998年推計) 
 平均寿命： (1998年推計) 
 全人口47.99歳 男性 46.64歳 女性 49.41歳 
  
 民族構成：クメール人90%、ベトナム人5%、中国人1%、その他4% 
 宗教： 仏教95%、その他5% 
 言語：クメール語（公用語）、フランス語 
 識字率（15歳以上）： (1990年推計) 全人口平均 男性 女性 35% 48% 22% 
 労働力： 250万～300万人 
 職業：農業 80% (1997年推計) 
  
 外務省情報 
  1953年に旧宗主国フランスから独立。その後60年代は安定。70年代にクーデター 
 が起こり、内戦が続く。その間ポルポト政権下、大規模な粛正があり、多くの国民  の
命が失われる。1991年パリ和平協後、内戦終結。1999年ASEAN加盟。日本は 
 現在、最大の援助国で地雷撤去などに取り組む。 
 2桁の経済成長中で、2003年一人あたりGDP350ドルが2007年594ドルに上昇。 
 2008年日本カンボジア投資協定が発効。 
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アンコールワットの遺跡 

オールドマーケット 街のレストラン 



梅雨が開けると本格的な夏の到来です。夏といえばアウトドア！アウトドアにはやっぱ

りバーベキューがぴったりです。野外で焼きたてのお肉を食べながらビールを飲むな

んて最高ですね！ 

そんなバーベキューにひと工夫。京都ハバネロの里シリーズでいつものバーベキュー

が簡単に美味しく大変身！熱い季節はハバネロでアウトドアを楽しもう♪ 
 

 

 

買ってきた肉（牛肉、豚肉、鳥肉など何でもOK）とざく切

りにした玉ねぎをを、焼く直前にボールか鍋に投入！そ

の中に「京都ハバネロの里 ハバネロうま辛焼き肉のた

れ」適量塩少々、おろしにんにく（チューブ入りなどでも

OK）少々 

を入れてよくかき混ぜる。後は鉄板でお肉を焼くだけ！

これだけでいつものバーバキューがとっても美味しくなります。ハバネ

ロの辛みと旨味が絶妙です！ 

さらにひと手間かける場合はお好みで「京都ハバネロの里 ハバネロ

うま辛黒豆味噌」をコチュジャン代わりに！レタスやチシャ菜でお肉を

くるくる巻いて食べるとさっぱりした中に、味噌の香ば

しさと辛みが食欲をそそります。 

簡単なので、次回のバーベキューにはぜひぜひ試し

てみてください！ 

      「ハバネロうま辛黒豆味噌」700円（税込）▶ 

     「ハバネロうま辛焼き肉のたれ」700円（税込）▶  
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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 「激辛マニア ハバネロ味」 
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ドラッグストアーのお菓子コーナーに 

おっ！(゜▽゜*)σ 見つけた！！ 

ジャパンフリトレーの 

「激辛マニア 史上最強ハバネロ味」  

 

黒に赤の文字の毒々しいパッケージ 

パッケージには「史上最強ハバネロ味」だの、「あ

なたはこの辛さ、耐えられますか？」だの注意書

きには「この商品は大変辛いので、辛い物が苦

手な方や小さいお子様には十分ご注意ください」

とずいぶんと挑発的な文句が・・ 

⊂((〃‾ー‾〃))⊃ ふふふ 

 

ドキドキ開封・・・・・・一つつまんでみると・・辛いけど、大騒ぎするこ

ともないか 

サクサク感が良いんじゃない♪ 

二つ目・・んっ辛さが残るなぁ・・ 

三つ・・・・ 

うわぁ～食べ終わらないうちに口の中が痛い 

あわてて飲み物で流し込む。 

口の外・・・唇の周りが・・・・たまらん(* T-)アダダダ 

ん～ハバネロ恐るべし！ 

辛さだけで言うと「暴君ハバネロ」よりはるかに辛い！！ 

スパイスの粉っぽい辛さがいつまでも続く・・・・(* T-)アダダダ 

美味さでは「暴君ハバネロ」方が美味いかな？ 

  

辛さに強いと自身のある方、 

ぜひこれに挑戦して欲しい。 

健闘を祈る・・・・・・惨敗(x_x;)シュン 

 

 

 

ジャパンフリトレーの「激辛マニア ハバネロ味」  

コンビニやドラッグストアーで見つけてください 

v(*’-^*)ｂぶいっ♪ 

 
ジャパンフリトレー株式会社 

http://www.fritolay.co.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 

ハバネロ料理コーナー 

   豚バラ肉と茄子の梅味噌炒め 
 

 材料 豚ばら肉200グラム  

     茄子2個  

     胡麻油   

     梅味噌大匙2～３  

     ハバネロ味噌 

 

  ☆梅味噌の作り方 

   青梅1キロ砂糖1キロ黒豆味噌1キロ  

   青梅は洗いへたのとこを取る。水分 

   をふき取り蜜ぺい容器に青梅、味噌、 

   砂糖、の順番に入れそのまま置いて 

   おく、そこに水分が出てきたらかきま 

   ぜて又、暫くおき、すべてが馴染んだ 

   ら使える。 

     

作り方  豚ばら肉を一口に切り、茄子も食

べよい大きさに切る、フライパンに胡麻油を

いれ豚バラ肉、茄子を炒めしんなりしてきた

ら梅味噌を加えて、よく混ぜ合わさる。 

 このときに、ハバネロ味噌を好みで入れて

頂いたく。 


