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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 

 明けましておめでとうございます。 

旧年中は、ハバネロに関して数多くのご支援いただき心より御礼申し上

げます。 

どうぞ今年も倍旧のご指導ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

今年は、より多くのフアンを作るため友の会会報誌を「メルマガ」として

無料配信いたします。 

会員の皆様におかれましてもお知り合いの方に是非おすすめいただき

ますようよろしくお願いいたします。 

 

亀岡でのハバネロ栽培も定着してきて、今年も昨年の2倍程度の生産を

計画しております。 

また、大手食品会社やレストランなどからも多くの引合いをいただき今

年は相当にハバネロがブレイクするものと期待しております。 

 

3年前に取材で来られたフジテレビの森下アナウンサーが昨年にアメリ

カに赴任され、ニューヨークのスーパーマーケットでハバネロが山積で

販売されていると言う話を聞き、国内では超激辛でだれも口に出来な

かったハバネロですが、数年後には国内のスーパーマーケットでも同じ

ような光景が見られるものと楽し

みにしております。 
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 「ハバネロメルマガ会員」(無料)に統一いたします。 

お蔭様で「ハバネロ友の会」も来年は3年目に入ります。 

そこでより広くハバネロや友の会の活動に関心のある皆様に長くお付き合いいただけるよ

う、有料の「ハバネロ友の会会員」を無料の『ハバネロ・メルマガ会員』に統一したいと思い

ます。 

＊ハバネロ友の会会報誌(月刊)メール配信並びに、優待セールなど、今までのハバネロ友

の会会員と同じ内容とさせていただきます。 

 

しかし、郵送のご希望の方は1年間分の郵送料と印刷代（モノクロ）・封筒代2,000円を申し

受けますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。送金は郵便振替(払込取扱票)」にて

お願いいたします。 

＊口座は 00900-7-122727 ハバネロ友の会です。(振込み手数料はご負担ください。) 

 

また、『ハバネロ・メルマガ会員』はいつでも入れて、いつでも退会できるように気軽に参加

いただけるようにいたします。 

「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」とお伝えください。 

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したら 

どんどん投稿してください。行政関係の方も投稿お待ちしています。 

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5日までお送りいただけましたら幸いです。 

当月の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・メルマガ会員入会をお誘い下さい。 

現在、ハバネロ友の会会員と併せて、200名以上の方に参加いただいておりますが、より多

くの方々に参加していただき、ハバネロの知名度や知識を関心のある方に増やして頂きた

いと思っております。 

是非この機会におすすめいただけますようよろしくお願いいたします。 

 

詳細はhttp://www.shinofarm.jp/habanero_tomonokai.htm をご覧下さい。 
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バングラデシュからの便り 

 

新年明けましておめでとうございます。今年もバン

グラデシュ情報をお伝えしていきます。 

 

世の中の景気が悪くなる一方で、より安い労働力

を求めて生産を移す会社、自国の消費に限界を

感じ、海外消費に期待する会社、思惑はさまざま

ですが、バングラデシュへの投資が増えていま

す。 

 

最近は、ダノンが8円ヨーグルトの販売を開始しま

した。ターゲットは低所得者層で、販売員が家を訪

問して販売しているようです。生産は一拠点で行

わず小規模にいくつも置き、輸送コストを下げてい

ます。 

低所得者を相手に販売を伸ばそうとする会社があ

る一方で、ダッカを中心に高級車の販売が増えて

いるようです。輸入税が100%以上もするバングラデシュでは中古カローラが300万円位、ト

ヨタのプラドは1000万円位します。去年から、収賄の取り締まりが甘くなり、高級車を買って

も政府の調査が来なくなったようで、安心して高級車が買えるようになったからとの調査結

果が出ています。 

 

また、本場のジョロキアを

求めバングラデシュに滞

在している人もいます。 

 

今年は3年ぶりに日本で

新年を迎えました。燃料

（お酒）の補給が終わった

ので、これからバングラデ

シュに戻ります。今年もよ

ろしくお願いいたします。 

 

       Ryo Takeuchi 

  

バングラデシュからの便り １月号  
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ハバネロ館ＮＥＷＳ  
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                                       花と緑の会 格畑 學 

 

 

1955年に作出されたバラに「アンネの日記」で有名な少女、アンネ・フランクにちなん

で「アンネ・フランクの形見」と名付けアンネ・フランクに捧げられ、1960年に発表されま

した。 

 

アンネの父オットー・フランクさんはその苗木を平和のバトンとして各地に贈られてき

ました。 

 

1972年12月25日に日本にもその苗木10本が贈られてきましたが、輸送中に9本が枯

れ1973年春、残りの1本が京都の嵯峨野で花を咲かせました。 

 

1976年3月に再度贈られてきたその苗木から、1977年京都府綾部市在住の山室隆

一氏が30本接木に成功されました。 

 

1978年より山室隆一氏は全国の平和を願う愛好家に送り始められました。隆一氏昇

天後はご子息、山室建治さんがその意志を継がれ全国に平和のバトンとして無料で送り

続けておられます。 

 

アンネのバラは、美しく変色する性質を持っています。蕾の時は赤色、開花するとオレ

ンジに黄色がかかった黄金色、時間の経過と共に日差しを浴びて花弁の先から次第に

サーモンピンクに変わり、さらに濃く赤色に近くなります。 

 

1952年11月１日に亀岡市は平和都市宣言『亀岡市は 日本国憲法の平和精神に基

づき世界連邦運動の主旨に賛し全地球の人人とともに恒久平和確立に邁進することを

宣言する。』をしております。平和を願う亀岡市にふさわしい花として、亀岡駅舎新築と

複線の完成で新しく花壇が造られる内の、駅舎と自転車置き場間の通路横の花壇に、

1994年3月に、娘の結婚の記念としてこの由緒ある親木から接木された苗木を山室建

治さんより頂きました。その木を親木として私が接木をして3年間育てた苗木10本のアン

ネのバラをこの花壇に2月上旬に植える予定です。 

 

5月中旬には咲き始めると思います。日々変化する「アンネのバラ」をお楽しみくださ

い。 

『アンネ・フランクのバラ』（通称 アンネのバラ） 
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バラは異種交配によって新しい花が作られます。 

 

アンネのバラは、ベルギーの園芸家、ヒッポリテ・デルフォルへ氏の手により1955年に

作出され、1960年に発表されました。母親「レーブ・ド・カブリ」のやさしい色を、父親「シャ

ントクレア」から花のサイズが中くらいと房咲きするフロリパンダの性質を受け継いでいま

す。ちなみにシャトクレアの父親は有名な「ピース」です。 

 

作出から何年か栽培をし、耐病性や環境によって、どのように変化するかを調べてから

登録されます。 

 

 

                           参照：「アンネ・フランクのバラ」高橋数樹 編 
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Aoiさんのメキシコ通信  メキシコ・チレ  



ハバネロ通信1１月号  global session （11月）から 
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                    児嶋きよみ（亀岡市交流活動センター）  
 

朝日新聞1月11日の「日本 前へ」（９）より 

「心の壁 越えて話そう」という記事によると、「異種コミュニケーション」が大きな役割を

果たしていくだろうと書いてあります。 

 国の単位での境目だけを考えて いると解決できない問題が山積してきているのに、

自分達だけの仕組みや考え方に頼ろう とする傾向がある人もいます。 

 では、どうすればいいのか？ 

 新しい考え方や公共空間を創り上げる必要があるのでしょうが、その方法は、境界を

越える気概を持つことではないでしょうか？ 

この1月9日(土)には、global sessionの異種コミュニケーションの花が咲きまし

た。 

ゲストはMario Acitoさん（ミネソタ州の大学在学中）で、以前のゲストMatt Farrell

さん（京丹後市ALT）の友人です。このglobal sessionの話しをMattさんから聞いた

Marioさんは、この暮れから正月にかけての休暇に日本へ来るので、このsessionに是

非参加したいとの申し入れがありました。 

 

彼の提示してきたタイトルは、「Cultural Greetings」 

文化としての挨拶表現とでも訳しましょうか？ 
 

The field of International relations is becoming a larger and larger part of our 

modern world.  As companies expand and travel becomes faster the world we live 

in becomes smaller and as a result cultures sometimes clash.  On November 14th, 

2009 President Barak Obama greeted the Japanese Emperor, Akihito, with a deep 

bow, out of for respect to the Japanese Culture. As soon as photos of this event 

reached the press a great controversy sparked.  

 

「国際関係でのつながりは、どんどん広くなってきています。会社は四方八方に広が

り、旅はどんどん早くなってきて、世界は小さくなって来てているかのようにみえます。

その結果、時折、文化の面での衝突も起こります。 

2009年11月14日バラク・オバマ大統領は日本の天皇アキヒトに対して、深いお辞儀の

礼で挨拶をしました。その写真は直ちに新聞に載り、物議を醸し出しました。」 

 

米国の保守系の意見は、「オバマ大統領が外国の権力者に対してこのような服従のよ

うな態度を取るなんて」という非難でした。「米国は超大国なので、自分達の国のリー

ダーが外国の権力に服従の態度を見せるなんて聞いたことない。」というような意味合

いでした。 
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    一方では、「日本の文化に対する尊敬の証としてのお礼」であるという人達も

います。 

 

 このような内容の文章を読んで、話しをし始めると、だんだんおもしろくなっ

てきました。 

 

    「米国は国内で戦争を近代になってはやっていなくて、全部外でやってい

るので、自分達が超能力を持っているかのように思う人が多い。」 

 

   「帰国すると、日本語なんてやっているけど、何故、中国語をやらないの？」と

聞かれるとか、米国人の参加者からも意見が出てきました。 

 

一方、最近、チベット旅行を主催した、K氏は、「チベットなどでの、漢民族以外

の締め付けは大変厳しく、中国が今のまま、暴動も起こらずに済むとは到底思

えない。」などの広い見識が出され、「日本や米国などのそれほど貧富の差が超大で

はない国との中国のちがい」も指摘されました。 

 

また、「日本人のとって、皇族に対する意見というのは、どちらかというと、アンチャッタ

ブルで、あまり深く知らないし、知らない方が高貴に見えるという面がある」とか、「戦

後、日本国憲法が米国主導で提示されたが、皇室には、触れず、その点で憲法が認

めさせられたというそしりを日本国政府も、米国占領軍もまぬがれたのではないか」と

いう意見が出たりしてきました。 

 

「日本では、お辞儀は深くても浅くてもフォーマルはフォーマルで、しかも、ノーマルで

通常の挨拶儀礼であることを、米国の保守系の人達は、知らなくて誤解しているので

はないか？」 

 

「イギリスの国王や女王に対して、人びとがお辞儀をするのと同じと考えているのでは

ないか？」などの、話しも出てきました。 

 

「この件もあり、日本人の大部分は、普天間基地の問題で日米関係がもめていてもあ

まり、オバマ大統領を悪く言う人はいないと思う」とも。 

 

Marioさんの文章は、 

Personally, I feel that Obama’s action should be taken as one of respect and 

cultural sensitivity. Considering our former President’s appalling foreign policy 

and the subsequent fallout of America’s image with many countries abroad, I 

believe now, more than ever, more actions should be taken that promote an 

understanding between cultures. By bowing Americans show not their 

subservience, but deference among equals and perhaps a little much needed 

humility.  
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「個人的には、オバマ大統領の行動は尊敬の念と文化的心配りのあらわれとしてとられた

ものであると感じます。前の大統領の外国政権へのひどさと、米国のイメージの低下を考

えると、文化の違いを理解し合おうとする行動は今後、もっととられるものと信じます。お

辞儀によって、服従を見せるというのではなく、同質の中の違いをあらわすと考え、ある程

度の謙虚さも必要と考えます。」と結ばれています。 

 

 如何でしたでしょうか？ 

 

境界を越える気概という意味が理解出来てきましたか？ 
 

後日談ですが、参加していた唯一の高校生のNさんは、自己紹介で実家が和菓子店であ

ると告げたので、終了後、当日参加していた、ゲストのMarioさんをはじめ、みんなで同じ

車に乗って、その和菓子店にいっしょに、立ち寄りました。その後の話しは、次回の2月27

日(土)のglobal sessionでお聞きしたいと思います。 

 

Marioさんは、5月に再来日予定で、JETプログラムにも応募中。運が良ければ京都府の

ALTとして7月末にお目見えできるかもしれません。 

    
  

次回：2月27日(土)10:30～12:00 
 ゲスト：Brianさん  
（イートン機器（亀岡）で仕事中） 

投稿大募集中！！ 

会員の皆様、是非とも自己紹介をかねて、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。 

 

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 



京都ハバネロの里本舗 姉小路店 
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ハバネロ探検隊 京都向日市激辛商店街２ 
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マツプ片手に「ライフシティー東向日」に潜入。 

激辛ツアー始まり始まり～～♪ 

まずは、ケーキ屋さん「フロマージュ」で、わさびサブレハバネロ入

りを購入。 

さくっとした歯ざわりわさびのツンとした辛さに続いて熱い辛さが

やってくる。甘さもあるが、けっこう辛い 

続いて奥へ。行列ができているところがある。なんだろう？ 

「山下とうふ店」とうふドーナツの行列だ。 

ハバネロ豆腐ドーナツ見つけた。買ってみよう。 

見た目も香りもフツーのドーナツ・・・・油断していた。 

ハバネロ入りって言ってもドーナツでしょ。 

って、しかし甘かった・・・・。 

炎炎炎＞(̃Q̃;;) ヒィィイ!!カラィィイイ!! 

口の中に粒が・・・これ種じゃん・・・・辛い！！ 

続いて隣の和菓子屋さん「栄久堂」で「ハバネロ大福」と、お

饅頭「天国と地獄」を購入。 

さて、お昼は、・・・・少し移動してみよう！！ 

車で少し走ると、住宅地の中に旗を発見！！ 

お好み焼き「やまちゃん」 

激辛地獄焼きそば３倍を注文。 

辛い、ダイレクトに辛い。 

辛さ増量無しの激辛地獄焼きそばを少し食べさせて

もらった。 

こってはちょうど食欲の増す感じの辛さ。美味しい

～っ 

お腹もいっぱ

い。満足！満足！ 

マップにカレーパンの文字を発見 

「まあ‘ｓキッチン」 

迷子になりながらやっと見つけた

が、何でも、遠方からのマップ片

手の団体のお客さんが、カレーパンを買い占めていか

れたらしい。 

激辛商店街の知名度は高いようだ。 

残念。次回挑戦。せっかくなので、ハバネロ入りのチー

ズのクッキーを購入。 

お腹も満腹だ。今回は、ここで終了。スタンプラリーの用紙ももらった

し、また挑戦だ！！ 

京都向日市激辛商店街 http://kyoto-gekikara.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 

 材料 

  大根 人参 板こんにゃく 油揚げ キノコ 

  酒かす 味噌 醤油 出し汁 ハバネロ味噌 

 作り方 

大根、人参、は半月切り、こんにゃくは１センチ四方

ぐらいにきる。油あげは短冊切り、キノコは足のとこ

を切る。 

鍋に野菜を入れて火をつけて少し炒める。出し汁を入れ野菜がかぶるぐらいまで、野菜が煮えて

きたら、酒かすを、細かくちぎり入れ溶かしていく。酒かすが溶けたら味付けの味噌、醤油を入れ

味を調える。 

最後にハバネロの味噌を好みで入れる。 

ハバネロ料理コーナー 

「かす汁」 


