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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 

  いつもハバネロ友の会会報誌を購読して頂きありがとうございます。 

今年の夏の気候は異常を通り越して、生産者にとっては今までに経験したこと

のない受難の年になりそうです。7月中旬に種を蒔く人参もこの暑さで播種しても

夜温が25℃以下にならないと発芽しない習性があるため、芽が出てこないし、生

産者によってはまだ播種していないところもあるくらいでこれから蒔けば当然年末

の需要期には出荷に間に合わず、これまた収益に大きく響いてきます。 

私も先週は熊本の生産者のところを見て回る機会がありましたが、やはり平野

部では殆んど野菜が育っていない状況でした。しかし、阿蘇あたりに行きますと、

平地では枯れていたトマトもここでは鈴なりに成っていましたので、とてもうらやま

しく感じました。 

また、ハバネロは今まで生育がかなり遅れておりましたが、ここへ来て急激に

増えてきましたのでほっとしているところです。これから気温が下がってくればハ

バネロも元気を吹き返してくれると期待しております。 

                               ハバネロ友の会事務局 
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ハバネロ農園 報告  

 

今年初めて栽培をしていただいた生産者です。 

ハウス栽培と言うこともありあまり気象の影響を受

けず順調に生育しています。少し肥料が少ないの

で、これから追肥をしっかり入れて頂き12月頃ま

で収穫していただけると思っております。また、来

年は今年の3倍程度の量をお願いしたいと思って

おります。  

（亀岡市曽我部町） 

 

 

 

 
もう6年お付き合いしている生産者ですが、唯一気

象の影響をあまり受けていないところです。 

詳しいことは言えませんが、まじめに毎日手を入れ

た管理をされていることと、栽培環境がハバネロに

とてもよく合っていると思います。  

      （亀岡市保津町） 

                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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日本とメキシコ交流400年＆京都市とグアダガハラ市姉妹都市30年記念事業が京都市国際交流

会館にて開催されました。 

門川市長はじめメキシコ大使も入洛され盛大な式典がとりおこなわれました。 

京都ハバネロの里ではブース出店をして、多くの方々にハバネロ商品や今年から手掛けてい

ますハラペーニョ・ピクルスの試食をしましたところ、本場メキシコ大使館員の方から「美味し

い」と評価頂きました。門川市長もお越しになり、沢山のハバネロ商品をお買い上げ頂きまし

た。（ありがとうございました）                                             

                                          京都ハバネロの里 
 

■メキシコフェスティバル京都開催 2010.8.8（日） 

８月～9月のご報告 
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京都市とグアダガハラ姉妹提携30周年事業の一環として、新風館（京都市中京区）で開催されま

したので、ハバネロ=メキシコと言うことでブース出店しました。                                           
 

インテック大阪（大阪市南港）゛までの4日間開催されました。 

京都学園大学バイオ学科との共同研究事業として、ハバネロを中心に世界の唐辛子を研究して頂いて

いることもあり、今年もブース出展をさせて頂きました。   

当日は、盛夏真っ盛り、炎天下の中でのイベント展開でしたのでややお客様も少なめで、 

メキシコビールや飲み物が大盛況でした。（ちゃんちゃん！）        京都ハバネロの里 

ひっきりなしに来場者

の方々が当社ブースに

立ち寄られて、ハバネ

ロについて興味を持っ

て頂き、いろいろな質

問を受けました。  

                    

京都ハバネロの里   

■フードテック大阪2010出展 2010.9.7（火）－10（金） 

■京都＆メキシコ エルマナス2010開催 2010.9.4（土）－5（日） 
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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   

 
  トウガラシの艶 

 

トウガラシは表面が艶々と光っています。これはワックス成分と言われ、脂肪などを構

成する脂肪酸の誘導体です。GC/MSでは脂肪は検出できませんが、脂肪酸やその簡単

なエステル類（脂肪酸エチルエステル）は検出できます。検出可能な脂肪酸として、パル

ミチン酸、パルミトレン酸、リノール酸、リノレン酸とそれらのエチルエステル類が検出さ

れます。オレイン酸は意外と少ないことがわかりました。 

 

パルミチン酸は飽和脂肪酸と言われ、牛や豚の油に含まれ、またチョコレートにも多く

含まれます。パルミチン酸は通常の温度（常温）では固体です。一方、リノール酸やリノレ

ン酸は複数の二重結合を持ち、常温では液体です。パルミトレン酸やオレイン酸は二重

結合を一つ持ち、これらの脂肪酸を不飽和脂肪酸と言います。植物油（てんぷら油やサ

ラダオイルなど）にはリノール酸、リノレン酸、オレイン酸を多く含むので常温で液体で

す。健康食品などでよく見かけるシソ油はリノレン酸を多く含むオイルです。また、魚油に

多く含まれるDHAやEPAも不飽和脂肪酸で二重結合がたくさんある脂肪酸で体によいと

され、機能性食品として売られています。DHAやアラキドン酸はヒトの体の組織に必須の

脂肪酸で、本来健康な成人であればリノレン酸やリノール酸から自分でつくることができ

ます。それで、リノレン酸やリノール酸を必須脂肪酸と言います。 

 

トウガラシの表面には以上のような不飽和脂肪酸の誘導体で覆われているために艶

があります。リンゴも表面がワックスで覆われていて、ヌルヌルします。これも不飽和脂肪

酸が多いためです。一方、ぶどうや冬瓜は白い粉（ブルームと言います）を噴いていま

す。これは飽和脂肪酸が多いワックスなので固体で粉のようになっています。これらの表

面のワックスは外部からの細菌の侵入や水分の蒸散を防ぐ作用があり、人間の皮膚と同

じようなものです。 

 

 

終わりに 

6回にわけて、トウガラシの香り成分について書いてきました。ハバネロ品種のフルー

ティーな香りがイソ吉草酸エステル類やセスキテルペンであること、また、品種によっ

て、成分が変わることも理解して頂けたと思います。伝統的な京料理ではこのような派手

な香りの品種は好まれず、万願寺とうがらしのように香り成分は全く含まれず、素材の味

を重視するということが科学的な分析からも証明できて、なかなか感慨深い思いを持ち

ました。 

 

トウガラシの香り part６ 
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～新しいビジネスモデル～（先月からの続き） 

 

 

8月号では、BOP（途上国の低所得者層）ビジネス、ソーシャルビジネスについて書きました

が、今号はその続きです。 

 

九大など、途上国農家の販売支援システム 社会事業に取り組む  

（日本経済新聞社の記事2010年9月6日一部抜粋・編集） 

 

 九州大学は通信システム会社と組み、途上国の低所得者層向けに、携帯電話などを使っ

た農作物の販売支援システムを構築し、バングラデシュで運用を始めた。農家は自動音声

ガイダンスに従い、携帯電話の簡単なキー操作で農産物の価格と数量を公開、インター

ネットの売買市場に参加できる。 

九大は、社会問題をビジネスで解決する「ソーシャルビジネス」（社会事業）の普及につな

げたい考えだ。このほどバングラデシュの３カ所の農村で運用を始めた。総事業費は３年間

で１億5000万円。国際協力機構（ＪＩＣＡ）から業務を請け負った。 

 システムは携帯電話や村の公共施設に備えたパソコンで利用する。農家が通信センター

に電話をかけ、音声ガイダンスに従い数字を入力して、売りたい作物の種類や量、価格を

送信する。情報は都市部の大手スーパーなどが参加する電子取引市場に送られ、売買が

成立すれば出荷する仕組み。バングラデシュの農村はこれまで農作物の販路が近隣に限

定され、取引価格も安かった。情報通信技術を活用してＢＯＰ農家の所得向上を図る。 

 

社会的事業はとてもいいことだと思います。私も、バングラデシュで農作物に関わる身とし

て、そういった取り組みには賛成です。しかし、1億5千万円の日本の税金を使い、バングラ

デシュのある特定の小さな村にシステムを導入した際に起きる不平等性や費用対効果、助

成金なしには構築できないビジネスモデルについては、少々考えさせられる面もあります。 

  

 Ryo Takeuchi 

 

                                              

 
 
   

               

                                           

バングラデシュからの便り ９月号  
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ハバネロ専門店 ハバネロ館です。 

これからも、滋賀発信としてがんばります。応援よろしく！！ 

 

 ＮＥＷＳ 

２０１０年８月１日（日）～ 

浜大津アーカス内「湖の駅」にハバネロ館商品を置いていただきました。 

※とってもいいロケーションで、目の前から琵琶汽船ミシガンが出航しております。 

今、話題沸騰の食べる辣油 「ハバネロ旨辛具入り辣油」が好評です！ 

食べる辣油は、まだまだ全国的に売れているみたいです。 

食べる辣油は、一時的なブームで終わらず、定番化すると思われます。 

お客様も一通り食べられ、もう少し辛さがほしいと思われていた方が、 

最近よくお店に来ていただけます。 

☆お近くにお出向きの際には、是非、お立ち寄りくださいませ。 

滋賀県大津市浜町２－１ 浜大津アーカス２階 ０７７－５２６－８２８６ 

 

  メディアＮＥＷＳ 

● ２０１０年８月２６（木） 関西テレビ「ＭｕＪａｃｋミュージャック」で放送され

ました。 

スタジオゲスト：中川翔子（しょこたん） 

スタジオで中川翔子（しょこたん）がジョロキア激辛辣油を試食する。 

● ２０１０年８月２０日（金） フジテレビ「スーパーニュース」で放送されまし

た。 

スーパー特報！食べるラー油大追跡 旋風拡大！新ご当地 

● ２０１０年８月６日（金） 日経トレンディ「ヒットの芽」に掲載されました。 

世界一辛い唐辛子「ジョロキア辣油」の紹介！ 

※掲載後、全国よりネット注文やお問合わせを

多数いただきました。 

心より御礼申し上げます。 

これからもハバネロ館を宜しくお願い致します。 

 

 

〒５２０－３０３５ 滋賀県栗東市霊仙寺6丁目１－１ 

      ハバネロ専門店 

          ハ バ ネ ロ 館 

 

ハバネロ館ＮＥＷＳ   

  TEL 077-551-5078  FAX 077-551-5080 

  e-mail：info@habanero-shiga.com 

  ＨＰ   http://www.habanero-shiga.com/ 
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メキシコレポート 

はじめまして。京都からメキシコへ留学中の 岡 崇嗣（Oka Takashi）と申します。 

 

さて、先日のメキシコ関連イベントで高田さんと知り合い、めでたく投稿…することになった

のですが、何を書いたらいいのかわからないですね。まだメキシコに到着してから２週間あま

りなので、メキシコらしい写真がたくさんある！というわけではありません。今回は、数少ない

写真の中からさらに少しだけ、「食について」をピックアップして、紹介したいと思います。 

 

まずは、私の学校について紹介します。私の通う語学学校はメキシコシティ以南のＵＮＡM

という大学の一角にあるのですが、メキシコの東大というだけあって、たくさんの学生が通っ

ています。敷地ひとつとっても本当に広大で、駅で言えば、３駅は軽くあるのではないかと思

います。その地区の一帯が大学でできているといっても過言ではありません。 

大学の近くには学生がたくさん利用する、食堂街的なものがあります。無数に並んだ、タコス

屋やジュース屋、アイス屋にトルティージャ屋など、本当に様々な種類のお店が所狭しと並

んでいます。長さで言うと、京都の四条河原町から四条烏丸ぐらいは余裕であると思いま

す。値段は学生街ということもあり、本っ当においしくて、安いです。 

 

 下の写真はある日の昼食です。タコス（トウモロコシの粉で作ったクレープのようなやつ）が

６枚と、（写真①）好きな食材を選びます。もちろん、いろんな味が楽しめます。（写真②）そ

んな盛りだくさんの内容で、なんと！！！２６ペソです！！！円換算でざっと２００円

弱！！！！！ 

さらには、２５０ml（瓶入り）のコーラがついてきます。日本だと１０００円ぐらいしますよね。さら

には、店員のお兄さんたちがいい人なんですよね。（写真③） 

 

                       

            写真① 「タコスと私」  
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   写真③  

 店員のお兄さんたちがいい人な

んです。 

 お兄さんたちは、トランペットに合

わせて歌ったりします。 

そして友人が食後に買った（グレープフ

ルーツ？とにかく柑橘系です。）、生ジュー

スをわけてもらいました。（写真④）この大

きさで、１２ペソ（円で１００円弱）。 
 

             写真④ 

 

私の顔より大きな入れ物。スタバのグラン

デより大きいです。 

（ちょっとわかりにくいですね…） 

 

また、おいしかったり、おもしろかったものを紹介していきますね！失礼いたします。 
 

                     写真②  

 

左のコロコロしてるのがミニ玉ねぎ。真ん

中がチョリソー。そして豚肉や、牛肉たち。 

組み合わせは自由で、頼んでから焼いてく

れます。 
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京落語と美味しいお酒と料理を楽しむ会   

   【へき亭】京落語と美味しいお酒と料理を楽しむ会  

 
秋の気配が感じるへき亭で京落語と美味しいお酒をお楽しみください。 

 

「京落語と美味しいお酒と料理を楽しむ会」 

 

京落語の「森乃福郎」一門の「森乃石松」さんをお迎えします。 

美味しいお酒と落語で夏の疲れをいやしてください。 

 

 ● ２０１０年９月２３日（木）午後４時から 

 

 ● 食事・飲み物つき ￥６０００〔要予約〕   

 

 ● 送迎有 

 

 ● 協力 北野界わい創生会 羽田酒造   

 

【ご予約・お問い合わせ】 ０７７１－２３－０８８９ （へき亭） 

 詳しくはへき亭ホームページをご覧ください  

 へき亭ホームページ ： http://www.hekitei.net/ 
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「オリ－ブスクアラン」株式会社オリビア  

   ハバネロ友の会  さまへ 

 

オリ－ブスクアラン美容法を推奨している株式会社オリビアです。 

化粧品会社としては、設立より10年余りの会社ですが、自然派化粧品にこだわり、 

基礎化粧品は、すべて植物由来原料を使用するようにしています。 

お客様の購入層は40代以上と生活にゆとりのある方が多いと思われますが、 

百貨店の有名ブランドコスメでなくても、自分の肌にあったらノーブランドでも使いますよ 

と言っていただく方が大半で、長くリピ－トして頂いているお客様が大半です。 

そういうお客様に支えられて10年が経過しました。 

最近では、吉本興業所属の人気女性タレントのSILKさんが「べっぴん塾」という本を 

出版され、おすすめコスメとして、当社の「オリ－ブスクアラン」(美容オイル)を紹介して 

頂いています。 

オリ－ブスクアランと言っても知らない方が多いと思いますので簡単に箇条書きしてみまし

た。 

 

なぜイイのオリ－ブスクアラン?  

 

天然のオリ－ブから抽出して作られた美容オイルの「オリ－ブスクワラン」 

 

西欧産バージンオリーブ油より得られるスクワレンを出発原料として製造、純植物油由来の

スクワランです。 

オリーブはモクセイ科の常緑樹で、地中海沿岸地方を原産地とし、三千年以上前から栽培さ

れているといわれ、聖書や古代ギリシャ、ローマの書物にもその名前が記されています。 

 

オリ－ブオイルは果肉の部分から採取されます。「ヴァ－ジンオリ－ブオイル」の良い香り

は、果肉を搾って水と油分を分離するだけというシンプルな製法によるものが「オリ－ブスク

ワラン」です。 

 

オリ－ブスクワランの特徴は肌につけると私たちの皮脂成分にきわめて似た作用をするとい

うことです。オリ－ブスクワランは、オイルなのに水とよくなじみ、肌につけてもベトつきませ

ん。皮脂の不足による肌へのダメ－ジを防ぎ、肌の老化を予防するオリ－ブスクワランは、

化粧オイルとして理想的なものといえます。 

 

オリ－ブスクワランのもう一つの特徴はオイルなのに酸化しないということです。オリ－ブス

クワランの酸化値(時間と酸化する程度)は0.02～0.01と非常に低く、酸化しにくいというより

は、ほとんど酸化しないといってよいほどです。化粧品の酸化による肌へのダメ－ジは皆さ

んよくご存知のとおりで、酸化しないオイルを保護のステップで使用できるメリットはたいへ

ん大きいのがオリ－ブスクワランです。 
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オリ－ブスクワランは乾燥や紫外線から肌を守り、皮膚呼吸や肌の新陳代謝による働きを

高め細胞の再生作用を促し、皮膚の保湿を保ちます。 

オリ－ブスクワランは、無色・無臭・無添加。植物由来性なので、お肌の弱い方にもおすすめ

です。オリ－ブスクワランは、肌に1～2滴つけるとすっとのびて、しかもベトつかないでサ

ラッとしたつけ心地です。これがオリ－ブスクワランの特徴のひとつです。 

 

スクワランはお肌にもともとある成分なので、肌の弱い人や赤ちゃんにも安心して使えてオ

ススメです。 

 

1. 角質の硬化を防ぎ、肌を柔軟にします。 

2．皮膚呼吸を助けて、新陳代謝の働きを高めます。 

3．皮膚内部への浸透性を高めます。 

4．一緒に与える成分の、皮膚内部への浸透を助けます。 

5．酸化や変質がしにくいので、肌への安全性が保てます。 

6．無色・無臭・無添加。植物性タイプ。 

 

 

お試し希望の方は株式会社オリビアまでメ－ルでお申し込み下さい。 

 

http://www.oribia.net/ 
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毎日暑いですね。。。本当に。。。。 

 

先日、食べるラー油ブームの話をツイッターで、発見して、ハバネロラー油を紹介したところ、その

つぶやきから17人の方がサイトへクリックされた事がわかりました。 

ツイッターは、案外、マーケティングにも使えます。 

 

ぜひ始めてくださいね！！ 

 

手揉みの前に、ここで告知。 

私、開運手揉みの小さな講座を9月18日（土）京都駅の近くで行うことができました。 

女性限定のモノを企画していただき、 

なんで手を揉むのか？図だけではわからない手の揉み方を紹介することとなりました。 
 

 
内容とお申込みはこちらから 

http://arte888.jp/seminar/index.html 
 

では、今日は、金運アップを目指して手揉みをしてみましょう！ 

金運アップ手揉み揉み！！ 
お待たせしました！！ 

仕事運アップしたら、一緒に金運アップもすると勝手に思って

いて、ツイツイ金運アップの手もみを忘れておりました～。 

これでアクセスがアップするでしょうか？？ 

 

では、行ってみましょう！ 

久々の手揉み揉み。 

女子は、右手を揉み揉み。 

男子は、左手を揉み揉み。 

 

お金がどんどん入ってきますように！！（10回） 

タイトル 「今すぐハッピー！開運手もみ講座」 

講師 開運手揉み 

日時 2010年9月18日(土) 19：00～21：00 

会場 JR京都駅隣接 メルパルク京都 2F和風ダイニング円山 

参加費 
食事付で5000円 (食事2500円とセミナー2500円) 

※ 飲み物は実費です 

参加人数 
15名 

（少人数制・オープン講座） 

内容 
テレビ、雑誌に紹介されいまや話題のカフェ「がるそんぬ」のマスターを師匠にも

つ開運手揉みによる手を揉んで手相を作り変えて幸せになるノウハウを伝授。 

 

乙女のささやき 金運アップ手揉み 
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（２）下の部分を  神様私の願いを叶えてください！（10回） 

親指の爪で押し込みます（リズムよく10回） 

最後に下の図のように、金運の腺が長くなるように、横爪で筋をつけるように揉

 
どんどんお金が入ってくるように！ 

 

そう呪文を唱えながら、手揉みを楽しんでくだ

さい！！ 
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ハバネロ探検隊 スナック三昧 
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夏になると、やっぱり辛いものだね。 

・・・今年は特に暑いから辛さで暑さにガツンと一発！！！ 

 

コンビニのお菓子のコーナーには、辛いスナックが目白押し！！ 

おやつにビールに・・・・特に辛さ増量タイプを購入してみた。 

 

まずは・・・・コイケヤ 「カラムーチョ」 厚切

りリッチカット Ｈｏｔ Ｃｈｉｌｉ味 深入り唐辛子

使用 

これは・・・・ぜんぜん辛くない。厚切りのポテ

トの味がすごくヾ(@⌒¬⌒@)ノ ウマヒィ  

気に入った！！！ 

また買おーっと(*δ,δ)σ♪♪ 

 

続いて、コイケヤ ドンタコス史上最大の辛さ

10倍 「ドンタコス」 スーパーホット チリタコス味 

これは・・・・・(;‾ー‾)...ン?これもそんなに辛くないや。 

どちらかというと、まず甘さがきて、その後チョットＨＯＴかなぁ～？とうもろこし

の風味が香ばしくてなかなかいける。食べ

続けてると・・・チョット辛いや！ 

 

最後に、フリトレー 「激辛マニア」Ｗｉｔｈデスソース 辛さの限界

に挑戦！ 

これは・・・・・・痛い！！！！！ 

辛～い！！！炎炎炎＞(̃Q̃;;) ヒィィイ!!カラィィイイ!!  

 

注意書きが・・・「この商品は想像を超える

から差なので、辛いものが苦手な方やお

子様には十分ご注意ください。」だって。・・・・確かに、納得。 

マジに、ご注意ください。チョット凶器です。 

＝(´□｀)⇒グサッ!! (o;＿ω＿)oバタッ 

 

 

「カラムーチョ」 

「ドンタコス」 

株式会社 湖池屋  

ホームページ  http://koikeya.co.jp 

 

「激辛マニア」 

ジャパンフリトレー株式会社 

ホームページ  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 

  春巻き 
この暑さは何時まで？？？？ 

少し美味しい物での食べたいなと思い「春巻

き」を作ってみました。 

 

材料   
春巻きの皮、豚バラ肉5枚、玉葱1個、 

人参半分、茄子1個、卵1個、小麦粉少々、 

水少々（小麦粉を水でとく）揚げ油、調味料（鶏

がらのブイヨン、塩、胡椒、）胡麻油 

 

作り方  
野菜はすべてスライスに切る、豚肉も千切り

のする。 

フライパンに胡麻油を野菜、肉をいためしんな

りしてきたら、卵を溶きほぐししたのも入れる。 

鳥がらブイヨン、塩、胡椒で味をつける 

中身はさます、さめたら春巻きの皮で包む、包

むときに、春巻きの皮の回りに水溶きの小麦粉

を塗り巻いていく。 

最後は少し高い目、油で揚げる。 

お好みにラー油やポン酢で。     


