ュアリィ人
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中島 礼乃（なかしま あやの）

他己紹介

2016年10月に入社し、
ベジルッツスタッフとして店頭での接客を中心に、
商品管理、商品紹介のポップ作成などの業務に携わっております。売り場
作りは、
まだまだ未熟ですので、お客様の手に取りやすく、
ワクワクするよう
な売り場作りを頑張ります。

光永
（ベジルッツ）
：一番すごいと思うところは、
安定感。
いつでも朗らかな
笑顔でお店に立っています。仕事ぶりは正確着実。
お客様がついつい彼
女と長話しをしてしまうのも頷けます。

ぬか漬け作りにはまっており、ぬか床に毎朝手を入れるのが習慣です。
ま
だ、
カブしか漬けたことがありませんが、
カブは葉っぱも実も漬けて入れる
と1日でおいしい漬物になります。シャキシャキとした食感で、
ご飯が進み
ます。
これから夏野菜を漬けるのが楽しみです。

今後の意気込み
自然栽培のお米・お野菜は、美味しいのはもちろん、
自分から栄養を取りに
行くからこそ体力とエネルギーがあり、食べて元気が出るのだなと実感して
います。
より多くの方々に美味しいもの・元気の出る本物の食を伝えられるよ
うに、
自分自身ももっと勉強していきます。

編集後記
反後：

杉本（ベジルッツ）
：とても落ち着いていて何があっても動じません。一度
伝えたことは、
きちんと進めてくれるので頼りにしています！ お客様の
お話をさりげなく聞き取りながら接客している姿は、彼女の優しい性格が
表れていると思います。
宮川（ベジルッツ）
：昨年10月に入社して、今やショップにとって大切な存
在です。落ち着きがあり、
しっかり者で、業務もきちんとこなしている姿は
見習わなければいけないなと思っています。優しい子ですがツッコミが鋭
い時もあり、
いつも笑わせてくれます！
松本
（リリコットン）
：とっても優しい笑顔で聞き上手！私もお客さまも彼女
と話してるとついついお話しが長くなってしまいます。
また、色んな事に気
がついて忘れがちなお店のお仕事もこっそりやってくれています。頼りに
なる癒し系女子です！そんな彼女に皆さんも会いに来てくださいね^̲^

Editor's note

七夕の夜、お星さまにどんな願いごとをされますか？
私はやっぱり
「家族やスタッフの健康と幸せ」
そして
「地球という星の幸せ」かな？

草野： リリコットンでパンツを買ってもらいました。履き心地がとても良いので今年の夏は大活躍しそうです♪
松田：

熊本盆地の暑〜い夏がやってきます。冷やした生野菜が本当に美味しいですが、今年は身体温め改革をしているので、
温野菜やスープで沢山食べようと思います。

まずは・・・通知表が気になるところです(^^;)
大関： 今月から、いよいよ夏休みが始まります！遊びにも連れて行きたいですが、
川本：

いよいよ夏本番！夏は米味噌に、冷やしきゅうりをつけて齧り付くのが、何よりの幸せ。美味し過ぎるので、食べ過ぎに注意
します！

舩水：

今年の夏はより動物や植物、
自然と触れ合える時間を大切にしていきたいと思っています。暑さも厳しいですが旬なお野
菜を食べてへばらないようにします！

江口： 熊本は6月の時点ですでに30度を超える日も！栄養ドリンク代わりの甘酒で、暑い夏を乗り切ります。
光永：

熊本ではレモンは冬収穫の果物ですが、蒸し暑くなる今こそ使いたくなりますよね。ぜひレモン果汁でさわやかにお過ご
しくださいませ(^^♪

これからどんどん暑くなるので水分補給させながら、
しっかり外で遊ばせたいと思います。
杉本： 外で遊ぶのが大好きな娘、
を混ぜてすぐ作れます♪
宮川： この時期は酢味噌が大活躍です。白味噌+万能酢（+ちょっと純米酢で調整）
ツルっとした食感の麺類がぴったりですね！新商品の米麺が美味しくておすすめです！
中島： 暑い季節には、

掲載商品のご注文は、通販サイトまたは、電話、FAX、メールにて承ります。

オーガニック通販 ピュアリィ

検索

トから
ピュアリィ インターネッ
www.nh-purelyshop.com
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自然栽培一筋！上野升久さんの今
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一言コメント

野菜のある食卓

今回はきゅうり尽くしのレシピ。生で食べるだけでな
く、焼いたり、炒めたり、揚げたりすることで、生とは違
う食感と凝縮された美味しさを楽しめます。ただ、焼
き過ぎたり、炒め過ぎたりすると、せっかくの風味が

暑い夏。そんな時期でも食が進むきゅうりのレシピをご提案します。
サラダだけでない、
きゅうりの魅力をご堪能ください。

●材料（2人前）
イカ・・・・・・・・・・・・・・・・・60ｇ
胡瓜・・・・・・・・・・・・・・・・・2本
にんにく・・・・・・・・・・・・・・1片
バター・・・・・・・・・・・・・・・10ｇ
濃 口 醤 油・・・・・・・・・・小さじ2
白ワインまたは日本酒・・大さじ1

万能酢・・・・・・・・・・・・・大さじ1
塩、
こしょう・・・・・・・・・・・・少々
なたね油（炒め用）
・・大さじ1/2
※イカは旬のもの。
なければ冷凍でもＯＫ

●材料（2人前）

●材料（2人前）

胡 瓜・・・・・・・・・・・・・・・・1 本
米味噌・・・・・・・・・・・・・・・30ｇ
クリームチーズ・・・・・・・・・20ｇ
白味噌・・・・・・・・・・・・・・・30ｇ
トマト・・・・・・・・・・・・・・1/4個 a 豆乳・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
オーガニックシュガー・・・小さじ1
なたね油（焼き用）
・・・・・・適量
オリーブオイル・・・・・・小さじ1/2

胡 瓜・・・・・・・・・・・・・・・・1 本
塩・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
なたね 油（ 揚げ 用 ）
・・・・・適 量

●作り方

●作り方

●作り方

① ａをすべて小鍋に入れ、
火にかけて沸かす。
② 沸いたらかつお節を入れて火を消し、
氷水をあてしっかり冷やす。
③ 胡瓜はしっかりと水洗いして、
おろし金でボウルにすりおろす。
④ 梅干しの種を抜き、
まな板で細かくなるまでたたき、
③に合わせる。
（10分くらい）
⑤ ②のかつお節をこして、
④に入れ混ぜる。
⑥ 好みの大きさに豆腐を切り分け、冷たく冷やした器にのせ、⑤
をたっぷりかけてみょうがを載せ完成。

① イカを適当な大きさにカットする。

① ボウルにａをすべて入れて、
しっかり混ぜる。

★ ワンポイント
今回は、
みょうがのスライスですが、
生姜、
にんにく、
小ネギ、
大葉な
どなど、
お好みの薬味をのせてください。

⑦ 塩、
こしょう、万能酢で味を整えたら、
お皿に盛りつけて完成。

野菜のある食卓

② 胡瓜を水洗いしたら、一口大の乱切りにする。
③ にんにくをみじん切りにして、
フライパンに油をひき、弱火で
きつね色になり香りがでるまで炒める。
④ ③に①を入れ、強火で軽く塩をしてサッと炒める。
⑤ ④に②を入れ、同じく軽く塩をしてサッと炒める。
⑥ ⑤にほどよく火が通ったら、白ワインを入れバターと醤油を
入れからめる。

★ イカの下ごしらえ
胴の中に指を入れて内臓がついている部分をはがし、
足と内臓を引
き抜く。
胴についている軟骨を引き抜いて除く。
足は目の下で切り、
内
臓と目、
くちばしなどを除く。
ペーパタオルで水けを拭く。

1971年熊本市生まれ。18歳より東京にて
5年間西洋料理を学び、その後熊本に帰
郷。本格炭火焼や和食、
フレンチ・イタリア
ンと幅広い料理を修行。2012年より、肥
後 福のや の店長兼料理長に就任。
自然
栽 培の食 材を大 胆に生かした創 作 料 理
は、県内外多くのファンから愛されている。

米粉の衣で胡瓜の天ぷら
〜自家製スパイシー塩で〜
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胡瓜のロースト〜米味噌と豆乳のソース〜

豆腐・・・・・・・・・・・・・・・・・1丁
水・・・・・・・・・・・・・・・・1カップ
胡瓜・・・・・・・・・・・・・・・1.5本 a みりん・・・・・・・・・・・・・大さじ2
梅干し・・・・・・・・・・・・・・・1個
酒・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
かつお節・・・・・・・・・・・・・・3ｇ
ゴマ油・・・・・・・・・・小さじ1 / 2
みょうが・・・・・・・・・・・・・適 量

さっぱりした胡瓜とイカの
ガーリックバターソテー

冷やっこ︑おろし胡瓜の梅風味
●材料（2人前）

損なわれますので、”サッ”と火を入れるのがポイント
です。色々なきゅうりの食べ方を、お楽しみください。

レシピ監修： 料理人 柳原 聡 氏

② 水洗いした胡瓜を適当な大きさに切り分ける。
③ フライパンを熱してなたね油をひき、弱火にして胡瓜を焼く。
④ ③にほどよい焼き色がついたら、軽く塩をして裏面も焼く。
⑤ トマトを水洗いして1／4を小さくカットする。
⑥ ④をお皿に盛りつけ①のソースと⑤のトマトをかけ、
クリーム
チーズをのせて完成。

a 天ぷら衣
冷 水・・・・・・・・・・・・・1カップ
米 粉・・・・・・・・・・・・・・・4 0ｇ
小 麦 粉・・・・・・・・・・・・・4 0ｇ

bスパイス塩
クミン・・・・・・・・・・・・小さじ1
チリパウダー・・・・・・・・小さじ1
コリアンダー・・・・・・・・小さじ1
ガラムマサラ・・・・・・・・小さじ1
ジンジャー・・・・・・・・・小さじ1
ターメリック・・・・・・・・小さじ1
ガーリック・・・・・・・・・・小さじ1

※冷水は、必ずしっかり冷やしておく。

●作り方
① 胡瓜はたて1／4にカットする。
② ①の胡瓜を横にして中の芯（種のある柔らかいところ）
をそぎと
り、
お好みの大きさにカットする。
③ ボウルにａの粉をすべて入れて冷水をそそぎ、
ダマが残ってい
てよいので極めてサックリ混ぜる。
④ てんぷら鍋の油を175℃ほどに上げて②に軽く粉（小麦粉ま
たは米粉）
をまぶし、③の衣で揚げる。
（ 食材を入れることで
温度が下がるので、揚げ始めたらやや火を強める）
⑤ ｂのスパイスと分量の塩をよく混ぜ、好みの量をかけ完成。
★ ワンポイント
スパイスはお好みで！なんでもよいです。
野菜のある食卓
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熊本県松尾町・菊陽町

上野 升久さん

うえの のりひささん

「始めは自然栽培といっても何も分からず見よう見まね

上野さんは、
ご自身・ご家族と共に率先してナチュラル

でやってました。
でも全然ダメでしたね。最初に玉ねぎに

ライフを生活に取り込まれ、衣食住すべてにおいて実践

取組み始めたのですが、
2年間は全滅でした。
」

されています。
「自然栽培を一つの方法論・技術論として

今でこそ笑い話の様にされていますが、当時は相当な

のみ捉えても、
なかなかうまく行かずブレてしまうと思い

ショックを受けられたことと思います。多くの失敗を前向

ます。
自分自身の生活を自然と調和した生き方として落と

きに捉えられ、
その後はピュアリィ主催の講演会や自然

し込む。
それをするからこそ、
『自然栽培をして生きていき

栽培全国普及会の研修などにも積極的に参加されるよ

たい』
ってブレずに貫けるんだと思います」。生き方・考え

うになりました。
「『土づくり』
の大切さを、
この失敗で学ば

方にまで自然栽培を落とし込まれている上野さんは、畑

せてもらいました」
。
辛い過去も今に繋がっているんだと、

に行く時もオーガニックコットンやヘンプの服を着て行か

この言葉から教えていただきました。

れます。
「自然素材の服を着て畑に行くと、何より着てい
て気持ち良いんですよね。
これからも毎日着て行きたい

熊本県松尾町・菊陽町・大津町
に畑・田んぼを持ち、多種多様
なお野菜、お米、小麦の自然栽
培に取り組む。就農から自然栽
培一本を貫き、衣食住にまで自
然と調和した生き方を実践して
いる。笑顔が素敵な、期待の若
手自然栽培農家。

スタッフ舩水と談笑

産地
の今

毎月生産者に取材を行い、
産地の今をお伝えします！

theme

「夏野菜」

と思います。
」

上野さんのきゅうり

上野さんの土づくりの成果は、土自体、
そして作物に現
れ、
今喜びとして実感しているそうです。
「今年になって少し
ずつ実感が出てきました。
どの作物でもそうですが、
収穫をし
た後の耕した土から感じるんです。
さわった時に伝わるも
のがあるんです」
。
この上野さんの言葉から、
土の上の目で
見えるものだけではない、
五感で感じ取ることができる素

熊本県の中部に位置する菊陽町。
この地で、
きゅうり、
なす、
ピーマン、
ミニトマトと多品目の自
然栽培に取り組む上野升久さん。2012年に
新規就農した時から自然栽培一本で農業に
取り組み、
「自分は自然栽培しかしたくない」
と、
自身の信念を貫き通しています。
今回は、上野さんのきゅうりを始めとした夏
野菜の生育状況を見に、
菊陽町の畑へお邪魔
しました。

晴らしさが自然栽培にはあるんだと改めて実感しました。
上野さんが自然栽培に出会ったきっかけは、
ピュアリィ

上野さんは多品目の作物を作られていますが、
そのきっ

が主催した自然栽培の講演会でした。
「当時、
『農業をや

かけを聞いてみると
「ほぼ農業経験ゼロで自然栽培を始

ろう』
と思ってはいたのですが、
自分のしたい農業の在り

めたので、何が出来るのか分からなくて。
ここの土に何が

方を模索していました。
そんな時にピュアリィの自然栽培

合っているのか、
これからはっきりしてくると思います。
でも

に関しての講演会に参加し、
『自分がしたいのはこれだ！』
っ

まずは、
何でも出来るのかもしれないという可能性を持っ

て直観的に思いましたね。
」

て取り組んでいるからですかね」。良い作物を出したいと

ご実家が農家であったものの、上野さん自身は建設

いう上野さんの想いが、多品目栽培に繋がっています。

業など畑違いの職から転職した全くの素人。
しかもい

取り組まれている姿がとにかく印象的でした。
その信じ
る気持ちは、
自然栽培の未来へと繋がり上野さんの夢と
なっています。
「きっとこれから自然栽培に取り組む農家が増えます。
そ
して、近い将来、
『自然栽培が一般栽培』
って言われる社
会が来ると思います。
そういう社会を少しでも早く実現す
るために、
自分自身が出来ることを毎日続けていきたい
ですね。」現在では自然栽培に取り組む生産者さんが年
々増えていますが、
これほどまでに自然栽培に対する可
能性を信じ、言い切れる上野さんに、
「改めて自分たち流

の周りに若者が集まりどんどん自然栽培が広まっていく

のことでした。当時は、
まだまだ自然栽培の方法論や

ような環境にしたい。
そうなることで、
もっと沢山の消費

土づくりの仕方が今ほど確立されていない時期。始め

者に届けることができます。
そうしたらきっと良い世の中
になります」。
その確信に満ちた言葉から、
これからの自
然栽培の発展を確かなものだと感じさせてくれました。

た天気に感謝しつつ、上野さんの畑へ取材に向かい
ました。のどかな住宅街を抜けた先に畑が広がり、
そ

上野さんのナス

の一角に上野さんの圃場はあります。近くに小川が流

自然栽培5年目を迎えた上野さんは、
「自然栽培普及

れ、辺りには気持ち良い風が吹き抜けていました。上

会 九 州ブロック青 年 会 」の中 心メンバーとして、横の

野さんは2 0 1 2 年に新 規 就 農し、就 農 当 時から自然

繋がりを大切にされています。青年会は、自然栽培の

栽 培 一 本で作 物を作られています。畑にお邪 魔する

技術論（＝土づくり）の研鑽をメンバー同士で図ると

と、
ちょうど収穫期を迎えているきゅうりや、
まだ青々と

共に、自然と調和した考え方・生き方（＝人づくり）を

産地の今

諦めない姿勢・多品目への挑戦と、常に可能性を信じて

「いつか、今自分が師と仰いでいる先輩達のように、
自分

る」
ということで、
ご家族からは相当の反対をされたと

梅雨入り直後の6月後半。何とか持ちこたえてくれ
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農業経験ゼロからの自然栽培・来年は出来るという

通も一緒に頑張っていこう」
と元気を頂きました。

きなり、
「 肥料・農薬を一切使わない自然栽培に挑戦す

た当 初は、全 滅や 失 敗の連 続だったと言います。

したミニトマトなどが 、元 気に実を付けていました 。

きゅうりの世話をする上野さん

順調に生育中のきゅうり

学び・実践することも大切にしています。

“良い作物を作る”それだけでなく、
これからの世の中ま
で視野を広く見据え取り組まれる上野さんの、今後の活
躍をぜひご期待ください。

レポート：宅配 川本
産地の今
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産地担当
舩水 楽

「葉たまねぎ、
ミックスリーフ」が終了し、7月中旬
より熊本伝統野菜の「水前寺菜」、8月からは「モ
ロヘイヤ」が入荷予定です。スタミナが出るとい
われる「モロヘイヤ」は、暑い夏に、相性の良い
中華料理でいかがでしょうか。
卵炒めや中華スープ
にするとクセが無くなりお子様でも食べやすくな
りますよ。

作物
インゲン

宮崎県宮崎市 / 川越 俊作さん

福岡県朝倉市 / 松本 一宏さん

熊本県菊陽町 / 上野 升久さん

ナス、
ピーマン、ジャガイモの収穫が始まります。
今年は例年の「真黒茄子」に加え、福岡県の在
来種「久留米大長茄子」
にも取り組まれています。
久留米大長茄子は、焼きなすにしてトロトロにな
ったところに醤油を一滴垂らすだけで絶品の味
になりますなので、ぜひお試しください！定番の
焼き浸しやお味噌汁ももちろんおススメです。

現在特別注文でもご好評いただいている
「きゅう
り」
「ズッキーニ」
に加え、7月から
「オクラ、
ゴーヤ、
トマト、ナス、
ピーマン」
と夏野菜が続々登場しま
す。お野菜セットにも多品目のお野菜が入ってき
ますのでお楽しみに！お子様も大好きな“カレー”
や、
トマトで煮込んだ“ラタトゥイユ”などで夏野菜
を沢山お召し上がりくださいね。

熊本県菊池市 / 森田 成子さん

6月から人参、7月からはオクラ、
ゴーヤ、
きゅうり
と夏野菜の入荷を予定しております。真夏に食
べたくなるゴーヤはゴーヤチャンプル以外にもシ
ンプルに和え物でも美味しくいただけます。入荷
までもう少しですので、楽しみにお待ちください。

ミニトマトが最盛期を迎えています。4年間種採
りを続けているミニトマトは小粒ですが、
トマト
本来の旨みがギュッと凝縮されています。お弁
当やサラダの彩りに入るとグッと見た目が華や
かになりますよね。お子様にも人気のミニトマト
は、
そのままおやつにして召し上がられるご家庭
もいらっしゃいます。キンっと冷やして食べたい
ですね。

果樹生産者
鹿児島県トカラ列島宝島 / 舩水 礼さん
収穫のタイミングで一時欠品中となることが多
くご迷惑をお掛けしておりますが、7月中旬ごろ
より、今までよりも短いスパンで登場予定です。
実は、島バナナはこれからが “旬”を迎え、味が
一番のってくる季節。上手に追熟させて美味し
くお召し上がりください。

上野 升久さん

自然栽培

岡部 達彦さん

自然栽培

赤皮

購入固定種

岡部 達彦さん

自然栽培

バターナッツ

購入固定種

岡部 達彦さん

自然栽培

島

購入固定種

岡部 達彦さん

自然栽培

夏節成

自家採種

上野 升久さん

自然栽培

岡部 達彦さん

自然栽培

上野 升久さん

自然栽培

松本 一宏さん

自然栽培

出島

自家採種

上野 升久さん

自然栽培

出島

自家採種

ズッキーニ

上野 升久さん

自然栽培

自家採種

トマト

上野 升久さん

自然栽培

購入固定種

松本 一宏さん

自然栽培

久留米大長

自家採種

松本 一宏さん

自然栽培

白丸茄子

自家採種

松本 一宏さん

自然栽培

真黒茄子

自家採種

上野 升久さん

自然栽培

赤茄子

自家採種

上野 升久さん

自然栽培

青ナス

自家採種

川越 俊作さん

自然栽培

松本 一宏さん

自然栽培

魁ピーマン

自家採種

上野 升久さん

自然栽培

魁ピーマン

自家採種

上野 升久さん

自然栽培

購入固定種

森田 成子さん

自然栽培

自家採種

河地 和一さん

自然栽培

自家採種

森田 成子さん

自然栽培

自家採種

玉ねぎ

上野 升久さん

自然栽培

購入固定種

人参

岡部 達彦さん

自然栽培

水前寺菜

河地 和一さん

自然栽培

自家採種

赤玉ねぎ

上野 升久さん

自然栽培

購入固定種

冬瓜

岡部 達彦さん

自然栽培

万願寺とうがらし

上野 升久さん

自然栽培

自家採種

落花生

冨田 親由さん

自然栽培

自家採種

バナナ

舩水 礼さん

自然栽培

ジャガイモ

ナス

ピーマン

ミニトマト

モロヘイヤ

いただけます！是非ご利用ください！
オーガニック通販 ピュアリィ

検索

果樹
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畑から食 卓へ

種情報

自然栽培

ゴーヤ

ネット通販・特別注文用紙にてご注文

品種

岡部 達彦さん

オクラ

にんにく

福岡県朝倉市 / 岡部 達彦さん

栽培方法
自然栽培

キュウリ

ご好評いただいている川越さんのにんにくは7
月いっぱいの入荷予定です。一年にこの時期だ
けの出荷になりますのでまとめ買いなどいかが
でしょうか。オイルや醤油に漬けておくと、長期
間保存できて
「ガーリックオイル」
「にんにく醤油」
として香りづけに使えるので一石二鳥で重宝し
ます。暑くなってくるこれからの季節に、ぜひ沢
山召し上がってくださいね。

生産者
廣井 順子さん

カボチャ

野菜 生 産 者
熊本県御船町 / 河地 和一さん

入荷予定時期

産地の季温
お野菜

畑から食卓へ

九州では各地で田植えが終わり、田んぼには小さな稲がすく
すくと育っています。
ピュアリィでも稲本さんの田んぼにて田植
え体験ツアーをすることができました。7月からはナス、
トマト、
ピーマンなど続々と夏野菜も増えていきます。今年の梅雨は雨
の少ない“空梅雨”で水不足の心配もありましたが、お野菜た
ちも頑張って育っている状態です。暑い日が続いていますが、
自然栽培の夏野菜を食べて、今年の夏も乗り切りましょう。

※お野菜・果樹情報は 2017.6.23 現在の情報であり、
予告なく変更となる可能性がございますので、予めご了承ください。

7月

8月

1週 2週 3週 4週 5週 1週 2週 3週 4週 5週

F１
エメラルド

自家採種
自家採種

自家採種
沖縄あばし

自家採種
自家採種

自家採種

黒田五寸

姫トウガン

三尺バナナ

自家採種

自家採種

果樹

産地の季温
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産地
訪問記

反後人美の

日々の暮らし

人生には、失敗はつきものですね。でも、だからこそやり直したい。
その時のポイント！ 今回はそれを書きますね。

〜再生は真っ白いキャンバスから〜

Episode

毎年恒例！ピュアリィ援農イベント

八代の稲本薫さんとする「田植え体験ツアー」

1961年 私は、寝具の卸問屋の長女として生まれました。
トラクターに乗るショップスタッフ宮川

布団が手作りされていた時代です。布団針を巧みに操る職

る。
そのためには、真っ白なキャンバスに、好きな色で自分

人技は多くの人を魅了し、
それを学ぶため、九州一円の小

達らしい絵を描けばいい。

売店の跡取りさんは、卸の弊社に住み込みで働いていまし

田植え後の田んぼ。

田んぼの用水路で遊ぶ子ども達。
元気いっぱいでした。

どろんこ遊び中。

皆さん真剣な顔つきです。

「でも、経験豊富なその3名に頼ってしまうと、あなた達の

た。幼い私は、人形の布団を作ってもらい、お店番のお姉さ

好きな絵を描けるようになるには、
とても時間を要するよ。

んたちに遊んでもらって育ちました。今でもその頃のことは

だから、大変かもしれないけれど、
２人で、真っ白なキャン

鮮明に覚えています。私は、
この布団屋が大好きでした。

バスに、好きな色で絵を描いてごらん。」

さて、
「 高度成長期」を経て、おかげさまで順調だった弊社

とても、
とても、苦しかったけれど、私たちはたった２人で、

も1990年代の流通革命の波にのまれ、徐々にじり貧になっ

廃業した布団屋の残務整理に勤しみました。数年は世間

ていきます。父の後継として立て直そうとがんばる主人と私

の目もとても厳しかった。

でしたが、力及ばず、
とうとうその布団屋を廃業する時が来

でも、
そのおかげで、
その7年後「ECO-WING21」
という本

ます。お世話になった従業員さんも去っていきます。

社ビルと、
その4年後「ピュアリィ」が誕生しました。

6月18日
（日曜日）
ピュアリィ援農イベント、八代の稲本

印象深かったのは、稲本さんが「田んぼにこんなに大

薫さんの田んぼへ「田植え体験ツアー」
に行って来ました！

勢で入ることはあまりないから、田んぼがすごく喜んで

今回は初めての八代での援農ということになりましたが、

いるよ」
とおっしゃってたことです。子供たちはみんな笑

14名のお客様にご参加いただき、誠にありがとうござい

顔でどろんこになり、田んぼの土、苗の緑、澄んだ空がど

分かっていたこととはいえ、
「 大好きな布団屋がなくなる！

が復旧します。新しいスタッフと、
もう一度真っ白なキャンバ

いやだ！」
その思いで、私たちは、元役員3名と一緒に新会

スに、
さてどんな絵を描こうかな？楽しみな再出発です。

ました。梅雨時期にも関わらず晴天となり清々しい気候

れもとても眩しく私の記憶に残っています。

社を創ろうとしました。
そのときです。いつも相談にのって頂

の中、田植えをする事が出来ました。田んぼや畑に囲ま

田植えを終えると、稲本さんのビニールハウスに移動

れ、脇には綺麗な水が流れるのどかな田園風景の中に、

し、全員でお昼ご飯＆交流会を行いました。稲本さんの

稲本さんの田んぼはあります。

お話に皆さんが耳を傾け、
そのお人柄と自然栽培に対

今回、田植えに取り組んだ田んぼの広さは、約8畝。広

するお話に笑顔になられる様子が、私たちスタッフも大

さは20m×40m程で、
その半分を稲本さんにご指導い

変嬉しく感じました。子供たちはトラクターに乗って大は

ただきながら田植えのお手伝いを行いました。初めて田

しゃぎ！一緒になって楽しく遊びました♪

んぼに入られるお客様には、慣れない土に足を捕られ、

今回の「田植え体験ツアー」を通じて、お客様と生産

開店から12年半、いよいよ地震で倒壊したピュアリィ東館

いていたある先生がおっしゃいました。
「やり直すなら、
真っ白なキャンバスに絵を描いた方がいいよ！」
「グレーのキャンバスに絵を描くには、一度色を白にしてか
ら、やっと自分の好きな色で絵を描くことになるよ。」

たんご ひとみ
1961年生まれ55歳。
ナチュラル＆ハーモニック ピュアリィ代表。
自然食・料理研究家。40歳までに卵巣摘出含め4回の手術を
経験。8年の不妊期間を経て授かった一男一女の母。やっと
授かった子どもの心臓病や、食アレルギーを克服！同居してい
た父は、難病のパ−キンソン病で21年闘病生活。自宅介護の
末、家族で看取る。家族や自分の病気と向き合う中で、自然栽
培農家さんに出会って、生き方が変わる。

いよいよ 8 月 5 日（土）再 Open ！

途中で長靴から裸足になる方も。田んぼに線が引いて

者さんの繋がりがより深くなったのではないかと感じま

あり、線に沿って植えていくだけなのになかなかまっすぐ

した。直接お客様が作物に触れ、生産者さんの作物へ

えに、ずっと応援してくださった全国の皆様のおかげと、心より感謝申し上げます。ぜひ、新しく生ま

植えることが出来ません！以前は農家さんが長年の勘で

の深い愛情を知っていただく貴重な機会です。
また、10

れかわった
「ピュアリィ」
へ遊びにお越しくださいませ。
スタッフ一同心よりお待ちしております！
！

植えていたと稲本さんに教えていただき大変驚きました。

月には気持ちのいい秋風吹く中での稲刈り、10月には

ひとつひとつの苗を自分の手で植えていく、植え方ひ

収穫したもち米でピュアリィ店頭での餅つき大会へと繋

とつでその苗の育ち方が決まってしまうので、作業が慎

がっていきます！ぜひお皆さまご参加ください♪

重になり、
とても時間がかかってしまいました。
しかし、10

レポート：ショップスタッフ宮川

月の稲刈りの時に、
この苗がどのように育っているのかを
想像すると、
その疲れも吹き飛ぶようでした。田んぼの中に
はタニシ、
アメンボ、
カエル、様々な生物がおり、田んぼが苗
だけではなく、命の育みの場なんだというのを感じました。
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苗を運ぶ様子。

若夫婦が、
これからの時代を見据えて新しいものを創造す

産地訪問記

PROFILE

みやがわ えりか

宮川絵里香

ベジルッツショップスタッフとして入社。生産者さんの想いを届けるべく日
々勉強に励む。お客様へはおもてなしの心を持って、明るい挨拶と笑顔
で接客することを心がけている。趣味はランニング。

熊本地震で被災した
「ピュアリィ東館」が、1年4ヶ月ぶりに復旧し、再Open！いたします。
これもひと

反後人美のナチュラルライフセミナーのお知らせ
全10回シリーズで
『薬や医療に頼りすぎない生き方』
について、2時間座学＋1時間料理教室などを
行い、楽しく学ぶことができます。

■今後のセミナー予定（65期）
第8回 7/8 (土) 9:00 〜食だけではない広がる汚染〜part1 本来の衣〜
第9回 7/22 (土) 13:30 〜食だけではない広がる汚染〜part2 本来の住〜
第10回 7/29 (土) 13:30 〜病気のメカニズム、皆さんのお悩みに反後がお答えします！
第66期は、
9月から開校予定です！日程は決まり次第ＨＰ、
ＦＢでお知らせ致します。
ＨＰ：http://nh-purely.co.jp/

ＦＢ：https://www.facebook.com/nhPURELY/

反後人美の日々の暮らし
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旬

な商品紹介

三好基晴先生の正当医学メルマガ
生 活習慣 病 やアレルギーなどに対して、一 切 薬もサプリも健 康 食 品も使わ ず 、衣 食 住 の
生 活 環 境を改 善 する診 療を行っている三 好 先 生 。
「 薬を出さないお医 者さん」
として全 国
的に非 常に有 名な方です 。三 好 先 生 の衣 食 住 医に関する記事をご紹 介します 。

NEW!

ピュアリィオリジナル
東京学芸大学の研究によれば、幼稚園で授業として運動指導を行っているところ
ほど園児の運動能力が低い、
とのことです。
その内容です。

!

九州産自然栽培レモンの収穫時期は、意外にもさっぱり感がほしい季節とは反対の寒い12月末。
それでも、

「全国の７２の幼稚園と３７の保育所を対象に運動の調査をしました。体操、水泳、

キュッとレモンがこんなにも人気の理由は、
１年中レモン果汁の出番がある！からではないでしょうか。用途は、

散歩、縄跳び、跳び箱などの運動を週に７回以上、
１から６回、
０回実施しているとこ

様々。お料理の酸味づけはもちろん、臭み消し、香りづけのほかにも、保存性があがる、発色がよくなるなど、
レモ

ろの運動能力を調べました。対象となったのは４から６歳の約１２０００人の児童で、

ンがあるとひと味違う仕上がりに。

２５メートル走、立ち幅跳び、
ボール投げなど６種類の総合得点で運動能力を調べま

宅配会員様専用の有料ページです。
した。
その結果運動指導０回が一番運動能力の平均値が高く、次に１から６回で７

暑さ本番の季節におすすめの飲み方や、
さっぱりとした味が美味しいケーキのレシピをご紹介いたします。大
人からお子様まで、自然栽培レモンの香りと爽やかな美味しさを感じていただきたいと思います。

回以上が一番低かった」
とのことです。

申し訳ございません。

に取り組む『一斉保育』３、
『自由保育』
と
『一斉保育』が半々 の3つに分けると運動
能力の平均値は１、
３、
２の順に高かった」
とのことです。

こちらのページ「三好先生の健康メルマガ」
は宅配会員様専用の有料ページとなります。
運動の指導をすればするほど運動能力は身につかないという逆の結果が出たので
ピュアリィ宅配の会員様になっていただきます
と定期的に購読できます。

ご了承くださいませ。
みよし

もとはる

三好 基晴

1953年福井県鯖江市生まれ。医学博士
臨床環境医、ホスメック・クリニック院長。
アトピー性皮膚炎や花粉症などのアレル
ギー疾 患 、化 学 物 質 過 敏 症 、電 磁 波 過
敏症などに対して一切薬を使わず、衣食
住の生活環境を改善する診療をしている。
全国で講演活動や少人数の健康セミナ
ーや料理教室を行なっている。
著書：
『健康のトリック』、
『 病気の迷信』、
『買ってはいけない』、
『 本物が食べたい』

す。研究者によれば、
「 好きでもない運動をやらされたりうまくできなかったりすると、
体を動かす意欲が低下してしまうのではないか。一斉指導では順番待ちや説明の時
間が長くなってしまい、実際に体を動かしている時間は意外と少ない」
とのことです。

三好基晴先生の正当医学メ ル マ ガ

甘酒レモンケーキ 簡単 ! さっぱりおいしい。
材料
（15㎝ケーキ型１台分）
甘酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・1カップ
プルーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・5粒
小麦粉・・・・・・・・・・・・・・・・・150ｇ
ベーキングパウダー・・・・・・小さじ2
プレーンヨーグルト・・・・・・・200ｃｃ
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ4
キュッとレモン・・・・・・・・・・・大さじ１
卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個

レモンスポーツドリンク
汗
を
か
く
時
は
ぜ
ひ
！

作り方

大人も子供も同じで自分の興味があるやりたい運動を楽しくやってこそ、運動能力
が効果的に身につくのです。食べ物も同じで、間違った健康情報に振り回されて食

1. ボウルにすべての材料を入れて泡だて器で混ぜる。
2. ケーキ型に１を流し入れ、
プルーンを並べる。
3. 180℃のオーブンで30分〜35分焼く。

水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１リットル
キュッとレモン・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
ピュアリィオリジナル万能酢・・・・・・大さじ4

べたくもないものを無理して食べ、食べたいものを我慢して食べないような食生活で
はストレスがたまってしまい、体に良いことはありません。食の基本は、美味しく楽しく
安全に、
です。運動の基本は、好きなことを楽しく汗をかく、
ことです。

1歳7ヶ月になる娘は、
とにかく元気！家の中でも段差を見つけては登ったり、椅子の上にたったりと、
とってもおて
んば！です。
そんな娘を見ていて、運動教室にでも通わせようか？と考えていましたが、三好先生のお話を読んで思
い返しました。娘が通う保育園は、古い民家を利用しており、お庭は整地せず、池だった後の大きな石も樹木もそ
のまま。鉄棒こそありますが、
うんていやジャングルジムなどはなく、他の保育園の園庭に比べたら段差や傾斜がた
くさんあります。
そんな中でも、子供達は大きな怪我もせず走り周り、少し大きな子供は高い石の上から飛び降りて
います。子供達は、自由に遊ぶ中で段差に気をつけたり、バランス感覚をつけたりしているのだと思います。娘はそ
んな環境の中で、運動神経を身につけ成長させてもらってるのだと思うと、今はまだ、体を動かすことを楽しませ、
運動教室などは「やりたい」
と表現できるようになってからでもいいなと思いました。
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2009年に自然栽培の作物を原料として、
ピュアリィ独自でオリジナル商品を開発するに至った記念すべき第
1号。お客様に長く愛され続け、おかげさまでロングセラー商品となりました。

また、
「 保育形態を１、子供たちが活動を選択できる
『自由保育』２、全員で同じ活動

PROFILE

自然栽培レモン果汁 「キュッとレモン」

ショップスタッフ 杉本

気軽に手にしている「果汁 100％」は、
「濃縮還元」か「ストレート果汁」なのかも、大きなチェックポイントです！
「果汁100％」
と表示してあるジュースや果汁のなかで、
「濃縮還元」
と書かれたものをよく眼にしますね。
そもそ
も、濃縮還元とは一体どういうことでしょう？濃縮還元とは、果汁を加熱・真空減圧・冷凍などの方法により、約5
分の１にまで体積を濃縮した後、再び5倍の水分を加えて元の体積に戻す方法のことです。
なぜ、
わざわざこの
様な面倒なことをしているのでしょうか？それは、運搬の際の輸送コストを大幅に節約するためと、貯蔵を容易に
するためです。
しかし濃縮還元ジュースには、果物や野菜に含まれている栄養素や美味しさを損なうリスクがあります。加えて、
一般的な
「果汁100％」
ジュースの原料には、大量の農薬が使われているリスクもあります。中には糖類や酸味
料で味を調節しているものや、酸化防止剤や香料などの食品添加物を使っているものもあります。
今回ご紹介した「キュッとレモン」
は、農薬・肥料不使用のレモンを、皮ごと搾ったストレート果汁100％ですの
レモンが手に入らない時期にちょっとある
で、お子様にも安心です。焼き魚や唐揚げなどにかけるのもおすすめ。
ととっても便利です。

キュッとレモン
200ml / 933 円 （税別）
360ml / 1,714 円 （税別）

旬な商品紹介
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