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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 

ようやく例年並の気温に戻りつつあり、2週間程度遅れていたハバネ

ロもようやく成長しはじめて来ましたので、ほっとしております。 

今年はハバネロの当たり年のようにほぼ毎日のように、ハバネロに

関した引合が入ってきておりますし、ケンタッキーチキンではハバネロ

商品も登場したり、食べるラー油がブレイクしたりで夏場に向けてハバ

ネロの熱い戦いが始まろうとしております。 
 

                          ハバネロ友の会事務局 
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全体的に遅れ気味ですが、 

これから夏に向けてどんどん

成長してくれるものと思いま

す。 

例年でスト8月10日頃から収

穫が始まりますが、多分今年

もその頃からの収穫が迎えら

れると思います。 

 

 

この圃場は今年初めて栽

培していただく生産者の方

ですが、農業歴数十年のベ

テランと言うこともありとて

もよく出来ておりますし、他

の野菜も見事に栽培されて

おります。 

                            

篠ファーム農園担当  
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 「ハバネロメルマガ会員」ご参加お勧めください。 

ハバネロに関心を持たれておられる方がお近くにおられましたら是非お誘いください。 

申込みは簡単です。 

ホームページより申込みに必要事項をご記入頂き、事務局へお送りしていただけるだけ

で登録完了です。 

また、いつでも退会出来ますのでお気軽にお申込みください。 

メルマガ会員の方には特典も考えております。 

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

 

会報誌の郵送ご希望の方は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。) 

 

                                       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 

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。 

 

                                       ハバネロ友の会事務局 

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 
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京都ハバネロの里本舗・姉小路店の離れの奥に綾小路きみまろさんとのコラボショップ

「綾小路」を5/29(土)にオープン致しました。 

お近くにお越しの節は是非お立ちより頂けましたら幸いです。  

綾小路(綾小路きみまろ)スィーツショップオープン  

← 「綾小路」入口  

↑ 店内の様子 

一押し商品  

ピリからおこし 「おにび」 → 

↑ 制服の似合う販売員さん  
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                        京都学園大学バイオ環境学科 

                                    バイオサイエンス学科 

                                          教 授 深見 治一          

 トウガラシの香り part3 

 

トウガラシの辛さについて 

トウガラシの辛味成分がカプサイシンであることはよく知られている通りですが、実際

にはカプサイシンは存在比率として70%程度でそれ以外にカプサイシンに非常に近い化

学構造を持つ成分（類縁体と言います）が含まれています。20-30%程度含まれる成分

はジヒドロカプサイシン、数％ふくまれるのがノルジヒドロカプサイシンです。さらには微

量ですが他の類縁体も含まれており、それらを合わせてカプサイシノイドと言います。カ

プサイシンとジヒドロカプサイシンが最も辛く、それ以外は辛さが低下します。辛さの指

標にスコービル単位（値）というのがあります。この値はトウガラシから抽出したエキスを

砂糖水で何倍希釈すればその辛さが感じられなくなるかを舌で感じて評価する方法で、

この希釈倍率がスコービル単位となります。当然ながら、カプサイシン含有量に比例す

ることになります。岩井先生の著書に書かれているカプサイシン含量（%）とスコービル

単位をグラフにしました（下図）。図に示されるように、カプサイシン含有率（％）とヒト（動

物としての人間は”ヒト“と書きます）の辛さを感じる度合は非常にきれいな正比例の関

係になります。訓練された、あるいは味を感じる能力を持つ人の精度は非常に高いとい

トウガラシの香り part2 

各種トウガラシのカプサイシン含有率（%）
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ことになります。ハバネロのスコービル単位が577,000とこの直線から外れているのは

検査されたハバネロが平均的なカプサイシン含有量より高かったと考えられます。通常

なら300,000という値になるということになります。C. annuumの辛くない品種にカプサイシ
ンとよく似た化学構造をもつが辛くないカプシエートという物質が発見されました。この物

質はカプサイシンの窒素原子が酸素原子に置き換わった物質で、それだけで辛味を感じ

なくなります。化学構造とこの窒素原子が辛味を感じる上で非常に重要なポイントである

ことがわかります。生物の体は必要な場合には非常に微妙な差を見分けることができま

す。この物質は辛くはないですが、カプサイシンと同じダイエット作用があり、このトウガラ

シの抽出エキスが機能性食品として販売されています。 
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バングラデシュからの便り 

 

ハバネロ友の会4月号で｢世界の住みにくさランキング｣を紹介しましたが（バングラデシュの

ダッカは不名誉の2位でした）、今回は、英国調査会社メイプルクロフトの、自然災害危険度

指数（NDRI）2010年版を紹介します。1980年-2010年に発生した自然災害の件数、犠牲者や

犠牲者の人口比率などをバスケット指数化、229カ国でランキングしています。 

 

自然災害危険度順位 

1位バングラデシュ 

2位インドネシア 

3位イラン 

4位パキスタン 

5位エチオピア 

6位スーダン 

7位モザンビーク、 

8位ハイチ 

9位フィリピン 

10位コロンビア 

 

バングラデシュは例年の豪雨や洪水などで30年間の犠牲者が19万人以上。（6月1日 イン

ド新聞より抜粋） 

 

一昨年、去年はサイクロン直撃でしたが、今年は今のところ脇をすり抜けて行っただけで済

んでいます。しかしその雨の影響で、一部の農作物は被害を受け、例に漏れず私の農作物も

根が枯れて死滅しまし

た。 

毎年被害を受けているな

と思っていた矢先の自然

災害危険度世界一の発

表。 

これ以上悪い環境が揃っ

た国はないという中での

私の闘いはまだまだ続き

ます。  

                                              

Ryo Takeuchi 
 
                       

バングラデシュからの便り ５月号  

 



６月号 PAGE 7 

メキシコ・チレ  

¡Hola! 
 

今日はメキシコの南下に位置するユカタン半島についてご紹介します。ユカタン半島は年

中常夏のリゾート地。日本でも有名なカンクンなどは外国人、特にアメリカ人が多く、ここは

アメリカかと目を疑ってしまいますが、この半島には多くの先住民の遺跡が点在しており、そ

して今でもその文化が色濃く息づいています。 

例えばメリダという町では料理にしても、レストランでメニューを開けば先住民マヤの言語

でそのまま料理名が表記してあり、その下にスペイン語で料理の説明が書いてあるという感

じです。といってもユカタン半島に住む全ての人が先住民の言葉を話すわけではありませ

ん。今回メリダの田舎町で出会った家族では、おばあちゃん、お母さん、20歳の息子までは
マヤ語を話しますが、彼の弟達はスペイン語しか話さないとのことでした。 

メキシコにはマヤ以外にも多様な先住民族がいて、その分 多くの言語が息づいていま

す。先住民やヨーロッパ、アメリカなど多様 な文化が混合するメ

キシコ、その魅力はまだまだ絶えま せん。 

  

       

                               

             

                        

Mutsumi  

         

                             

 

このとうもろこし料理は先住民の言葉で

Pibilnal(ピビルナル)と言ってPibilが土の中、
nalがとうもろこしの穂という意味。地面に穴

を掘ってとうもろこしを埋め、その上に薪をか

ぶせて蒸して作る。調味料は一切加えない

けれど、薪の香りがついていて素朴な味がと

てもおいしいよ。 
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今回からは少し手相を作り変えるお話をしたいと思います。 

この内容はアメーバブログでも紹介しています。 

先が読みたい方はそちらも訪問下さい。 

 

 

この不景気・・・・で、という会話を何度も聞いてます。 

あなたの周りもきっとそうでしょう？？ 

だけど、世の中儲けている人もたんまりいるのも事実。 

何が違うのでしょうね？？？  

人には運気というものがあるといわれています。 

見たわけじゃないから、あります！とは断言できないですけど、みなさん感じてはいらっ

しゃりますよね。 

結果論ですが、成功している方の手相は、それなりにいい手相になっているのも事実

 
 

なぜ・・・私が手相を気になるようになったのか。 

ずいぶん前にあるテレビ番組で成功者の手相を紹介していて、ふと手元にあった、マイ

ケルジョーダンの写真集に彼の手の平の写真があったのを思い出す。。。 

彼の手は運命線が濃く、成功者といわれている手相になっていたんです！！ 

スポーツ界でも実業家としても成功をおさめている彼の手がそうなっていることに驚い

たことから、ちょろちょろと調べるようになりました。 

そして、ずいぶん経って、手相のことも頭から薄れそうになったときに、 

この「手揉み」を知り、改めてこれだぁ～と思っていろいろ教えてもらうようになりました。 

そんなこともあって、ボチボチもむようになりました。 

最初は効果ないや～と思ったこともあります。 

手揉みをしてなかったときもあります。 

ところが、それでもたまにもんでると、 

繋がっていなかった二本の線が一本になっていることを見つけました。 

欲しかった線がうっすら出ていることを知りました。 

 

それから、一日一度は揉むようになりました  

すると・・・・ 

すると・・・・ 

すると・・・ 

 

はっきり言います。 
 

運手揉み  乙女のささやき 
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運気は上昇していることが実感できました。 

具体的には、仕事が途切れない  

調が良くなった  

重も減ってきた  

 

もちろん辛い事もありましたが、それすら好転するために必要なことだったと後々わかり

ました。 

運気が良くなると、ちょっとしたことでもすぐ行動しようとします。 

そうすると動く。動く。動く  

すると体重が減る。減る。減る。締まる！締まる  

すると動くことが苦痛なく、また動く、動く。動く  

うれしくなる。うれしくなる  

笑顔が増える。増える。増える  

笑顔が増えたら、周りも笑顔になる。笑顔になる。笑顔になる  

周りの笑顔が増えると、不思議と自分に返ってくる  

大成功者といわれるほどではありませんが、毎日がとても楽しいです。 

小さなきっかけに過ぎない手揉みですが、 

運命が変わるまで、じっと努力するより、よっぽど前に進むと私自身思っています。 

自分の最大の努力とちょっとした神様からの手助け。 

お風呂に入っているときに、明日はよくなるな～と思いながら手揉みをするだけでも十分

楽しいです。 

 

ちなみに、これから紹介する手揉み方法は、 

 

・ 仕事力アップの手揉み揉み 

・ 健康力アップの手揉み揉み 

・ 素敵な恋人があらわれるようになると言われているの手揉み

揉み 

・ 縁切りの手揉み揉み 

・ 復縁の手揉み揉み 

 
です。 

では、次回仕事力アップの手揉み揉みでお会いしましょう！！ 

乙女のささやき 
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                    児嶋きよみ（亀岡市交流活動センター） 
  

 

5月29日(土)10:30̃12:00に交流活動セン
ターで、global sessionが開催されまし
た。 

ゲストは、南アフリカ出身のPaul Bushell
さん(園部高校ALT)で、 

Coordinatorは、亀田博さん（ツアーガイド）
でした。 
 
参加者は、今月も多彩でした。東村さん・藤田
宗次さん・大石さん・Kim-chi Hobbsさん・四方

さん・マーガレットさん・芦田さん・村上さん・主原さん・門谷さん・朴ソンファンさん(京都学園大・
韓国出身)・藤木・児嶋の15人でした。 
 

２０１０ FIFA（国際サッカー連盟）のワールドカップが南アフリカで開催されるにあた
り、南ア出身のPaulさんから、利点と難点についての意見が提案されました。 

 
少し日本語に訳して紹介してみましょう。 
 
≪「2004年の5月15日にFIFAが次回の開催国を南アフリカにする」と宣言すると、多くの南アの
人々は通りに飛び出し、このニュースを祝い始めました。当時、人種や宗教、言葉のちがいを超
えていっしょになって祝ったのです。ども、ワールドカップ開催日まで30日を切っている今、南ア
人にとって、どのような良いイベントがやってくるのか、定かではないのです。 
 
 

 

（ケープタウンの海岸） 
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ワールドカップは、世界でも最大級のスポーツイベントです。およそ300万人が南アのスタ
ジアムで観戦し、その中の45万人くらいは外国からの旅行者のはずです。世界中のテレビ
でその何倍ものサッカーファンがテレビで見ることでしょう。ワールドカップ開催中は、この
ように国を超えて南アに注意を向けられるのです。この点では、利点が多くあります。 
 
南アでは、ワールドカップ開催のために、５個の新しいスタジアムが建設されました。そこ
への交通の便をはかり、安全と警備を良くするためにも多くの時間とお金が使われまし
た。新スタジアムの建設費は、１２．１billion ランド（1ドル＝7.6ランド）で、総計R34billion
ランドがワールドカップのために準備されるはずです。 
スタジアムの建設は、施設を増やすというだけではなく、国の経済と雇用を生むことにも
なっています。 

 
けれども、これらのスタジアム建設やワールドカップ招致は、多くの
批判も浴びています。貧困や、犯罪やエイズなどの重要な課題へ
の資金を不足させ、17年にわたる経済復興も実らず、南アもまた、
国際的銀行危機にもおそわれました。 
 
ワールドカップのための建設が終われば、雇用も終了し、最近の報

告では、35万人がすでに仕事を失っています。 
 
南アの旅行業界やホテル業界はビジネスチャンスを得ようと準備を始めています。しか
し、チケットやセールスも偽物も出回り、その結果予約も減り、結果としてお金を失うことに
なるかもしれません。 
 
このように見てくると、南アはワールドカップ開催で多くのお金を得るという状況にはならな
いかもしれません。しかしながら、このようなイベント開催は、お金だけの問題ではなく、以
前の開催国の例（ドイツ・韓国と日本）を見ても、国の力となり、誇りを持つという利点が
あったことを気づきます。特に南アのような人種問題や文化的緊張関係が続いている国
をひとつにするイベントは、回り道をしてでも、古い膿を癒すことになるかもしれません。≫ 
 
Paul さんの文章は、それ自体がなかなか説得力があり、自国を思う気持ちにあふれて
いると思います。 
 
けれども、global sessionでは、 
「建設したスタジアムの使い道はあるのか？」 
 
「今の治安は？」 
 
「一人で通りを昼間も出歩けないとか？」 
 
「金・ダイヤモンドなどの産業が盛んなことは知っているが、貧困対策は？」 
 
「アパルトヘイトは最近はどうか？」など数多くの質問が出ました。 
Paulさんは、「危険な場所ももちろんあるが、どこの都市でもそのような地域に近づかない
ことが必要なのは同じだと思う」「サッカー以外にも野生動物のいるところに行って直接ふ
れあうツアーなども知ってほしい」と、懸命に答えていました。 
 
また、私の長年の疑問であった、「black peopleとwhite peopleのちがいは、どこ？なぜ
いつも上からの目線で白人は黒人を見るのか？」 
 
これに対しては、Paulさん以外の外国人の方からも、Fear（恐怖感）  ではないかという考
えを聞きました。奴隷制度への反発や金鉱やダイヤモンドの利権を失うのではないかな
ど、恐れから、避けて差別する側に回ってしまうのではないかと。 
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けれども、わたしは、その根底にあるのは、宗教に支えられた差別感ではないかとも思う
のですが。 
 
 
その他の点でも、いろいろなことを学びました。 
 
17世紀にオランダ人・18世紀末イギリス人が金とダイアモンドを狙い、植民地化 
1910年南アフリカ連邦として統一・1948年アパルトヘイト(人種隔離政策）推進 
 
アパルトヘイト関連法廃止・1994年ネルソン・マンデーラが大統領に 
 
 
1.面積 
122万平方キロメートル（日本の約3.2倍） 
 
2.人口 
4,790万人（2007年：世銀） 人口増加率1.0％（世銀） 
黒人（79％）、白人（9.6％）、カラード（混血）（8.9％）、アジア系（2.5％） 
 
3.首都プレトリア  4.民族黒人、白人、カラード、アジア系 
 
5.言語 
英語、アフリカーンス語、バンツー諸語（ズールー語、ソト語ほか）の合計11が公用語 
 
6.宗教 
キリスト教（人口の約80％）、ヒンズー教、イスラム教 
 
1940年代後半に法制化され、以来継続されたアパルトヘイト政策は、国連の経済制裁や
反アパルトヘイト運動の激化を受け、デ・クラーク大統領により、撤廃に向けての改革が進
展し、1991年には関連法が全廃され、1994年4月には南ア史上初めて黒人を含む全人種
が参加した総選挙（制憲議会選挙及び州議会選挙）が実施され、アパルトヘイト撤廃を推
進したアフリカ民族会議（ANC）が62％の得票率で勝利し、マンデラ議長が大統領に選出
された。1996年には、新憲法が議会で採択された（1997年2月に発効）。  
 
貨単位はランド（R）。 
1R＝100Cents（センツ）＝約14円、US$1＝約R7.6（2008年5月現在）。 
 
このglobal sessionのしめくくりとしては、 
 
できるだけ良い実績を残し、南アでワールドカップ開催が成功し、たくさんの人がまた、一
度旅行で行ってみたいと思うような終わり方をするよう願っています。ツアーコンダクター
の亀田博さんが、南アにツアーを計画し参加者全員が行く日が来るかもしれません。 
 
南アへの行き方：香港経由で直行便あり（20時間） 
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    6月の案内 
 
     6月26日(土) １０：３０～１２：００ 交流会館 
          

      ゲスト：Paulette Recordさん  

       (亀岡市ALT ・7月帰国直前の参加です) 
        コーディネーター： 四方 美智子さん  

 

 

      

       （財）亀岡市交流活動センター tel:0771-26-5001 

              〒621-0242 亀岡市宮前町神前長野１５ e-mail：kiyomi@kkoryu.com  
                                           
  
 
 

Paulさんの英文を掲載しておきます。 

 

The FIFA World Cup 2010: the good and the bad 

 
On 15 May 2004, FIFA announced that South Africa would be the hosts for the FIFA 

World Cup Soccer in 2010. After hearing this news, many South Africans ran out into 

the streets and celebrated. For a moment, South Africans from all races, religions and 

languages were united. But, with less than 30 days until the World Cup, South Africans 

are not as sure what good this event will bring.  

 

The FIFA World Cup is one of the biggest sports events in the world. Approximately 3 

million people will watch the World Cup at stadiums in South Africa, including 450, 

000 tourists from foreign countries. It is also expected that billions of fans from across 

the world will watch on television. South Africa will get a lot of international attention 

during the World Cup. And this can have many benefits.   
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In preparation for the World Cup, South Africa has built five new stadiums. It has also 

spent a lot of time and money improving its public transport and safety and security. 

South Africa has spent about R12.1bn building these new stadiums. And in total, South 

Africa is expected to spend over R34bn in preparation for the World Cup. The building 

of these stadiums has not only added to the countries infrastructure, but it has helped 

improve the country’s economy and employment.  

 

But, the cost of building these stadiums and hosting the World Cup has been criticized 

by many South Africans. There are concerns that these costs have taken money away 

from other important problems like poverty, crime, and HIV/Aids. South Africa has also 

been hit by the international banking crisis, having its first economic recession in 17 

years. Also, as building for the World Cup comes to an end, employment is also coming 

to an end. Recent reports say that 350,000 people have already lost their jobs.   

 

The tourist and hotel industries in South Africa have also begun to prepare for more 

business during the World Cup. But, bad ticket sales for the World Cup, has meant less 

bookings, and therefore less money.  

 

From these estimates, it is clear that South Africans are less likely to make money 

from the World Cup in 2010. However, some would say that there is more to be made 

than just money when hosting this kind of event. One only has to look at previous hosts 

like Germany, Korea and Japan, to see the benefits of this event to national unity and 

pride. And in a country like South Africa, where there is on-going racial and cultural 

tension, a reason to celebrate as a unified nation could go a long way in healing old 

wounds.  



ハバネロ探検隊 ハバネロ明太子 
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気候の不順なのか、ゴールデンウイークの暑さ

が、最近なついかしい。 

しかし、販売されている商品は、夏の装いが着

ている。夏はやはり辛いもので、汗をかこ

う！！「日清のとんがらし太麺 辛太ラーメン 旨

辛だし仕立て」と「日清のとんがらし太麺 辛太

うどん 旨辛だし仕立て」 トウガラシのパッケージに引かれて買ってみた。 

 

まずは「日清のとんがらし太麺 辛太ラーメン 旨辛だし仕立て」 

パッケージ写真よりぶっとく見える 

スープは…旨辛だし仕立て。だしを利かせた辛い

スープ、ちょっと韓国製カップ麺ぽいかも。 

奥深いだしの風味に酸味、辛味…けっこう美味しい。 

麺は…かなり太くて四角い。唐辛子練り込みの油揚

げ麺。スープ自体も結構辛いのですが、麺からも唐

辛子の風味や辛さが感じ取れます。太麺だから、の

どごし、食べ応え、味ともに普通の油揚げ麺ともノン

フライ麺とも違った感じ。具材は…味付肉にたまご、

ねぎ、赤唐辛子、椎茸。別袋の唐辛子。 

あえて言うなら、ちょつと具が寂しいが、値段的には仕方ないかな。 

 

つづいて「日清のとんがらし太麺 辛太うどん 旨辛だし仕

立て」  

スープは和風だが、辛さと酸味の織り交ざったやはり韓流

テイストな感じ。 

麺は太く平たい油揚げ麺。太さ・コシは十分。しっかりとう

どんらしい食感があり、練りこまれた唐辛子もしっかり感じ

る事ができる。 

具材は別添の唐辛子にたまご、ねぎ、わかめ、かまぼこ、

昆布。こちらも別袋の唐辛子。 

こちらも、ちょつと具が寂しいが、値段的には仕方ないかな。 

どちらも、もう少しあっさり目のスープ、麺がしっかりしているので、もう少し主張しても良いか

な。別袋のパウダーを入れないと、辛さも案外控えめかも。 

日清食品 ホームページ http://www.nissinfoods.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 

    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。 

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。 


