私のお す す め 商 品

2 月号

まるでレモンを丸ごと
食べているような
フレッシュ感です！！

季節の温度をお届けするピュアリィ通信 VOL.16

My Recommended Items

TAKE FREE

「キュッとレモン」
私が皆様におススメしたい商品は「ピュアリィオリジナル

自然栽培レモン使用キュッとレモン」

です！オリジナル商品として登場してから10年近く経ちますが、今やピュアリィの定番商品となり、
多くのお客様からもご支持をいただいております。
その名の通り、自然栽培レモンだけを皮まで

Profile

松田 奈三（まつだ なみ）
所属：宅配事業部

丸ごと搾った、
とにかくとにかく贅沢な果汁で、
その風味の良さとすっきりした後味は、自然栽培
にしか出せないものだと思います。

-kion新連載

「私のおすすめ商品」がスタート！
2017.2. 1 - P U R E L Y MA GA Z I N E

わが家では常に冷蔵庫に常備しておいて、お酢・塩胡椒・オリーブオイルと混ぜて簡単なドレッ
レモンティー”などにも大活躍ですね。あと、お酒好きな家族の間では「キュッとレモンで作るハイ
ボールは格別の味！！」
と評判で、
これまた冷蔵庫に無くてはならない存在になっています（笑）
毎年、冬が始まる頃に収穫する自然栽培レモンを使いますので、今出ている
「キュッとレモン」は
特にフレッシュ！！ ぜひ、お早目に試してみてくださいね！

編集後記

Editor's note

反後：
今 年の冬は、本 当に寒い！だから「 海 苔 」の生
育がとても良く豊作です！！潮風とお日さまが作
り出した「無産処理の出水の海苔」ぜひ召し上
がってください！

今年も夫婦で手前味噌を仕込みました！自然栽
培大豆・自然栽培米麹で作った手前味噌はとっ
ても美味しいです。半年後が今から楽しみです。

草野：
先日、冨田さんの所に集荷に伺った際、少しでし
たが黒大豆の選別のお手伝いをさせていただ
きました。作 業の合 間に頂いた干し柿がとても
美味しかったです(笑)

舩水：
寒波などもあり寒い日が続いておりますが、徐々
に温かくなり春に近づいていくのが楽しみです。

松田：
1月末に2度目のマラソン大会に出場しました！・
・と言っても5キロだったので、今後は少しずつ練
習してキロ数を伸ばしていきたいです。

光永：
熊本の平野部ではほとんど雪が降らないので、
雪が降ると子供は大喜びです。一方私は、寒さ
が身に染みる日は生姜葛湯を作って温まって
います。

大関：
中学生の長男が、冬休みにお味噌汁を作ってく
れました。少しずつ料理に興味を持つようになっ
たようなので、
これを機に色々挑戦させたいと思
います。

江口：
一年で一番寒いこの季節、日中は靴下３枚履
き＆寝る時の湯たんぽ＆甘酒＋生姜で温めて
います！心なしか年々冷えが改善されている気
がします。

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

電話 / FAX 096-288-1561 / 096-288-1562

メールから

川本：

toiawase@nh-purelyshop.com
揮発性有機化合物の発生を抑える100%植物油
インキベジタブルオイルインキを使用しています。

ナチュラル&ハーモニック ピュアリィ月刊誌 季温-kion編集長
取材・執筆・写真
アートディレクション
イラスト
発行・問合せ

川本 将登
松田 奈三 舩水 楽
松下 良介（DESSIN INC.）
コーダヨーコ
ナチュラル&ハーモニック ピュアリィ
熊本県熊本市中央区紺屋町1丁目17番
MAIL : toiawase@nh-purelyshop.com
TEL : 096-288-1561

本書の一部または全部について個人で使用するほかは、著作権法上、かねくら株式会社および著作権者の承諾を得ずに
無断で複写・複製することは禁じられております。

﹃じゃがいも﹄

シングを作ったり、水に数滴たらしてレモン水にしたり、今の寒い時期は “ホットレモネード”や“

今月のテーマ

一言コメント

野菜のある食卓
食卓の定番、
じゃがいも。
冬のお料理に欠かせないじゃがいもレシピをご紹介します。

ピュアリィ料 理 教 室 講 師 、懐かしい未 来 食 研
究家、Native
Foods（ 熊本）代表。Kushi
Institute（米国）にて伝統食を学び2004年に
帰国。国内外で講演や料理教室を開催し、熊
本県主催の「食の講座」も担当。著書に、
『玄
米・豆・野菜・海草を食べる』、
『 Whole Foods
Studioのセルフ・ヒーリング・クッキング』等。

じゃがいもと車麩の旨煮

じゃがいもとブロッコリーのサブジ

じゃがいもの塩麹ロースト

じゃがいもと海苔のかき揚げ
●材料（2人前）

レシピ監修： 天野 朋子先生

じゃがいもは、洋風にも和風にも使え、煮てよ
し、揚げてよし、炒めてよし、の万能選手。いろ
いろな素材や調味料との組み合わせを楽し
んでください。

●材料（2人前）

●材料（2人前）

じゃが いも・・・・・・・・・・・・・・・１個
オリーブ オイル・・・・・・・大さじ 1 / 2
塩 麹・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ１

じゃが い も・・・・・・・・１個
た ま ね ぎ・・・・・・・1 / 4 個
ブロッコリー・・・・・1 / 4 個
しょうが・・・・・・ひとか け
に ん にく・・・・・・ひとか け
塩 糀・・・・・・・・・大 さじ２
カレ ー 粉・・・・・・小 さじ１

●作り方

●作り方

●作り方

●作り方

① じゃがいもは皮ごと７-８ミリ角のさいの目切りにする。
海苔は細

① じゃがいもは皮ごと乱切りにする。
オリーブオイルと塩麹をよく混
ぜておく。
② ボウルにじゃがいもを入れ、
オリーブオイル＋塩麹をよくまぶす。
天板にオーブンシートをしき、
じゃがいもを並べ、
180℃のオー
ブンで約２０分焼く。
一度かき混ぜて、
さらに５分焼く。

① じゃがいもは乱切り、たまねぎはさいの目切り、
ブロッコリーは

① じゃがいもは４つに切る。糸こんにゃくは塩（分量外）
でもんで
洗い、
さっとゆがく。
② 車麩は水で戻して４つに切って絞り、素揚げにする。
③ フライパンに煮汁の材料を入れて煮立て、
じゃがいも、玉ねぎ、
糸こんにゃく、車麸を入れてふたをし、再び沸騰したら弱火に
して１０分ほど、
じゃがいもに火が通るまで煮る。

じゃがいも・・・・・・・・・・・・・・・１個
海 苔 全 型・・・・・・・・・・・・・・1 / 2 枚
小 麦 粉 、水・・・・・・・・・・・・・各 適 量
塩・・・・・・・・・・・・・・・・ひとつまみ
揚げ 油・・・・・・・・・・・・・・・・・適 量

かく手でちぎる。
小麦粉に水、
塩を混ぜて溶き粉をつくる。
② じゃがいもと海苔をざっとまぜ、
小麦粉少々を振り入れてまぜ、
溶き粉を加えて混ぜ、
かき揚げにする。

●材料（2人前）
菜 種 サラダ 油・・・小 さじ２
ココナッツミルク・・大さじ２
※ココナッツミルクは 豆 乳でも可

小房に切る。
にんにく、
しょうがはみじん切りにする。
② フライパンに油、にんにく、
しょうがを入れて炒め、塩麹を入れ
て炒め、
たまねぎをさっと炒める。
じゃがいもを入れていため、
水100ccを入れてふたをして、沸騰したら弱火にして約15分
〜20分、かぼちゃが柔らかくなるまで煮る。途中ブロッコリーを

じゃが いも・・・・・・・１個
車 麩・・・・・・・・・・・１枚
玉 ねぎ・・・・・・・・1 / 4 個
糸 こん にゃく・・・・・適 量
揚 げ 油・・・・・・・・・適 量

〈煮汁〉
昆 布 椎 茸 だし・・・1 / 2カップ
醤 油・・・・・・・・・大 さじ 2
みりん・・・・・・・・大 さじ２
粗 製 糖・・・・・・・・小 さじ１

加える。
③ ココナッツミルクを加えて混ぜ、火を止める。
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野菜のある食卓

野菜のある食卓
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が流れるようになっていったとのことです。
そんな経験から
「人
づくり」
の大切さを痛感された松本さんは
「農」
だけの枠にとど

熊本市植木町

まらず、
色んな仕事をしている人、
色んな立場の人と交わること

松本 一宏さん

で共有され、
育まれるものを大事にしていらっしゃいます。
互い
を良い悪いと判断せず一緒にいて受け入れることで、
協力し
合って生きていけるし、
人との調和があって初めて自然栽培を
普及していける、
とおっしゃいます。
ふかふかの土を手で掘り進めると、丸く綺麗なじゃがいもが顔をだしました。

しかし一般栽培のじゃがいもだと、土の中に貯蔵しておくと

まつもと かずひろ さん

この寒さでは溶けてなくなってしまうとのこと。
自然栽培だ

福岡県朝倉に在住。九州の地では
大変難しいとされるササニシキを
はじめ、ジャガイモ、ナス、ピーマ
ンなどの畑作にも精力的に取り組
まれている。鍛え抜かれた身体と
常 に 謙 虚 で 人 情 に 厚 い お 人 柄。
ピュアリィスタッフの兄貴分的な
存在。

からこそ、葉や茎が枯れても土の中に置いておくことができ
るのです。
松本さんが作られているじゃがいもは出島という品
種で九州の土と相性が良く、
しっとり系で煮物、
揚げ物などに
おすすめです。
「こうして軍手で１つ１つ泥を拭うんだよ。1日
がかりの作業だよ。」
ニコニコしながらじゃがいもについた

土の中でじっと収穫を待っていたじゃがいもは、力強さを感じました。

土を払われるお姿に野菜に対する深い愛情を感じます。

継続していくこと

「去年は一列に二条植えしていたけど、
今年は一条にして
ゆとりを持ってあげたら大きく育って収量も安定している。他
朝倉の地で自然栽培に長年取り組む松本さん。

産地
の今

Interview

毎月生産者に取材を行い、
産地の今をお伝えします！

theme

「じゃがいも」

の作物も幅を広めにとってあげようかと思っているよ。」
と
おっしゃるように松本さんの自然栽培は年々進化を遂げて
います。
「寒いから中でおにぎり食べながら話そうか。」
と築
130年の素敵な古民家のご自宅にお招きいただきました。
以前は囲炉裏を使っていたため煙で燻されて黒く変色した
という味わい深い天井や梁を見上げながら、
今年で10年と
なる自然栽培への思いについてお話しをうかがいました。

福

岡 市 南 東 部にある朝 倉 市 。九 州では 非

常に希 少なサ サニシキの 栽 培で おなじみ の
松 本 一 宏さん の 圃 場 が あります。松 本さん

いくことが何より大事。
その経験の中に進化があり学びが
あると思う。
」
とおっしゃいます。
自分を主張することなく、
静かに
やるべきことをやり続けていくという真摯な姿勢に心打た
れます。
また
「自然栽培は自分の世代で仕上がるものではな
いから、持続して次の世代に繋げていかなければならない。
自然栽培の生産者さんの中でも若い世代が先頭に立って受

人が集まってきます。
今年のじゃがいもの出来はいかがです

圃場にお伺いしました。

か？とお尋ねしたとき、
「うん。例年と変わらない恵みをいた
だいたよ。でもね、出来の良し悪しではないんだよ。本当
に自然の恵みだからね。
自然栽培を継続できていることが
幸せなんだ。」
とおっしゃったことがとても印象的でした。

に 見 舞 わ れな がらも、奇 跡 の 復 活を 遂 げ た
ピ ーマン 、ナスなどを 私 たちに 届 けてくださ

軍手を使って丁寧に手作業で泥を落とし、
綺麗にした状態で出荷されています。

いました 。そんな 松 本さんの 、毎 年 大 好 評を

「土づくり」
と
「人づくり」
の両輪あってこそ

い ただ いているじゃが いもが 収 穫 を 迎 えた

「自然栽培を始めたとき
『自然規範、
自然順応、
自然尊重』
の理
自然栽培では、麦や牧草系の植物を畑で育て、
それを枯らして鋤きこんで土
づくりをしていきます。

この日は今年一番の寒波到来の直前。
見渡す冬の農地は、
暖かい時期の緑茂る鮮やかな風景とは異なり、色が少なく
寂しい印象です。地上には何も生えておらず、本当にここに
作物が育っているのだろうかと心配になります。
みぞれが吹き
付けてくる冷たい空気のなか、松本さんが素手で土をかき
分けじゃがいもを掘り出して下さいました。
するとそこには
「こんな
に白くてキレイなの！？」
と驚愕するほど美しい肌のじゃがいも
が顔を出しました。
どんよりと曇った空の下で、
大げさでなく
松本さんのじゃがいもは白くキラキラして見えます。真冬の
土の下でじっと生命が息づいている姿には感動を覚えます。
産地の今

いく過程という立ち位置で、
粛々とお米や野菜を作り続けて

されています。
そんな松本さんを慕って周りにはいつも自然と

所にあります。
そこで農家を営まれる松本一宏さんのご自宅と

ています。去 年 の 夏 は 九 州 北 部 豪 雨 の 被 害
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きて、
自分が何かを成し遂げるというより、
次の世代に続いて

け継いでいって欲しいと思うよ。
」
と
「次の世代づくり」
にも尽力

福岡県朝倉市は熊本市から高速道路を使って約2時間の場

は お 米 以 外 にもたくさん の お 野 菜 を 作られ

ということで、産 地 に行ってまいりました 。

「今は表舞台に出るのがおこがましいと思うようになって

念を軸にしてやってきたけれど、
10年続けて色んな経験や過
程を経ながら回り回って元に戻ってきて、
ようやくその意味に
気付けたという感じかな。
」
と穏やかに笑われます。
自然栽培
において
「土づくり」
という技術論だけでなく
「人づくり」
との
両輪が備わらないとどこかにひずみが出てくると松本さんは

松本さんの自然栽培米で作ったおにぎり。格別の美味しさでした！！

おっしゃいます。
「人づくり」
とは作る人が自然栽培の理念に

昨年、
大きな水害が朝倉を襲い、
松本さんも大変な思いをなさ

立ち返り、
自分自身を作っていくことを意味します。かつて

いました。
そして今後も経験したことのない気候変動や異常気

は松本さんも一生懸命自然栽培を普及しようとするあまり、

象が起こるだろうと予測されます。
しかしどんな環境にあっても、

周囲の反発を受けたことがあったそうです。
しかし、
自然栽培

自然に学び、
自然に順応しながら適地適作なる作物を繋げて

は調和を大切にする農法。
自然と調和するということには人

継続していくだけだとおっしゃる松本さんは、
目の前にある圃場

との調和も含まれるということに気づかれ、
そういった気持ちを

に重ねてずっと先の未来の風景を見ていらっしゃるようでした。

持って接することで、
意見の異なる人たちとも自然と良い空気感

レポート：ベジルッツ江口
産地の今
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深々と冷える季節になりました。
寒くなったことで一段と旨みがギュッと詰ま
ったお野菜をお楽しみください。
インフルエンザなども流行り、風邪などひ
産地担当
舩水 楽

産地の季温

気に負けない体を作っていきましょう。

作物

お野菜

畑から食卓へ

きやすい時期ですが、生命力の高い自然栽培のお米、
お野菜を食べて病

野菜生産者

栽培方法

品種

種情報

岡部 達彦さん

自然栽培

かぶ

岡部 達彦さん

自然栽培

からし菜

河地 和一さん

自然栽培

自家採種

キクイモ

櫻井 克明さん

自然栽培

自家採種

理想

お待たせしました！大人気の川越さんのごぼうが、
いよいよ
入 荷します。煮 物 、炒めもの、味 噌 汁 、天 ぷらなど、何を
しても美味しいごぼうです。定番の大根も2月中旬頃まで
お届け出来る予定です

クレソン

上野 升久さん

自生

ゴボウ

川越 俊作さん

自然栽培

サツマイモ

上野 升久さん

自然栽培

紅はるか

自家採種

熊本県御船町 / 河地 和一さん

熊本県宇城市 / 澤村 輝彦さん

ジャガイモ

松本 一宏さん

自然栽培

出島

自家採種

菜花、からし菜が入荷中です。菜花は油いためや卵とじ、
お浸しがおすすめ。からし菜は、
ピリッとした後味があり
ますので醤 油 付けなどにしたらやみつきになりますよ。
3月後半に何かと重宝する葉玉ねぎも入荷予定です。

澤村さんの代名詞、
トマト・ミニトマトが入荷中。寒い時期
は、
スープやカレー、鍋に入れても美味しいですよ。大玉トマ
トはおでんのたねとしても意外と美味しいです！ぜひ、
お試
しあれ。

岡部 達彦さん

自然栽培

自家採種

廣井 順子さん

自然栽培

自家採種

ネギ

岡部 達彦さん

自然栽培

のらぼう菜

岡部 達彦さん

自然栽培

自家採種

ふだん草

河地 和一さん

自然栽培

自家採種

ほうれん草

福元 雅岳さん

自然栽培

レタス

廣井 順子さん

自然栽培

自家採種

わけぎ（一文字） 河地 和一さん

自然栽培

購入固定種

高菜

廣井 順子さん

自然栽培

自家採種

菜花

河地 和一さん

自然栽培

自家採種

山東菜

岡部 達彦さん

自然栽培

自家採種

小松菜

髙木 努さん

自然栽培

購入固定種

森田 成子さん

自然栽培

黒田五寸

自家採種

岡部 達彦さん

自然栽培

黒田五寸

自家採種

福岡県朝倉市 / 岡部 達彦さん

お待ちかねの松本さんのじゃが芋の入荷が始まりました。
新じゃがですので、柔らかくてほくほくっとした美味しさが
堪りません。肉じゃが、おでん、味噌汁、
カレー、
あらゆるお
料理に大活躍です。

かつお菜、かぶ、
チシャ、
ネギ、のらぼう菜、山東菜、人参と
続々と入荷中です！お野菜が少なくなる端境期にたくさん
の品目をお出し頂けるので本当に有り難いです。
かつお菜、
のらぼう菜は味噌汁や炒め物におススメです。

熊本県菊陽町 / 上野 升久さん

熊本県植木町 / 高木 努さん

さつま芋 、人 参が 入 荷 中です。さつま芋は 甘 みが 乗っ
てきており、焼き芋はもちろん、スイートポテトや大学芋
などにもおすすめ。
クレソンはサラダや付け合わせにと、
味のアクセントを付けたい時におススメです。

ご好評頂いている小松菜は2月中旬頃で終了です。鍋に、
味噌汁にと大活躍だった高木さんの小松菜が終わって
しまうことは寂しいですが、最後までお楽しみください。

熊本県菊池市 / 渡辺 明人さん

福岡県みやま市 / 廣井 順子さん

3月

自家採種

汐止晩成

オーライ

自家採種

F１

渡辺さんの代名詞でもある生しいたけが本格的に入荷して
います。
じっくりと焼いて、
レモン醤油を上から垂らして食べれ
ばそれだけでご馳走！それ以外にも、
鍋に、
炊込みご飯にどん
な料理にしても美味しいこと間違いなしです。

3月中旬以降ですが、
チシャレタス、高菜が入荷予定です。
高菜は高菜漬けとしてお召し上がりいただくと、いくらで
もご飯が進む絶品の保存食になります。ぜひ、作られてみ
てください！

大分県中津江村 / 櫻井 克明さん

熊本県菊池市 / 森田 成子さん

冨田 親由さん

自然栽培

黒田五寸

自家採種

菊芋が順調に入荷中です。
シャキシャキとした食感とじゃが
芋の様な味を兼ね備えた菊芋は、
ファンも多い美味しさ。薄
く切って人参と一緒にきんぴらにしたり、
ご飯に炊きこんだ
りしたらとても美味しいですよ。

土づくりをコツコツ積み上げてこられた森田さんの人参が、
今年はまた格別においしいです。生はもちろん煮物・揚物・
酢の物・和え物・万能ですね。

上野 升久さん

自然栽培

黒田五寸

自家採種

生しいたけ

渡邉 明人さん

自然栽培

原木栽培

生姜

川越 俊作さん

自然栽培

自家採種

大根

川越 俊作さん

自然栽培

葉玉ねぎ

河地 和一さん

自然栽培

購入固定種

人参

2月

1週 2週 3週 4週 5週 1週 2週 3週 4週 5週

自家採種

ご好評頂いている人参は、
2月3週目くらいまで続く予定です。
皮ごと美味しい冨田さんの人参。様々なお料理にはもちろ
ん、
リンゴと一緒に人参リンゴジュースにして飲むのも美味し
いですよ。

チシャレタス

※お野菜・果樹情報は 2017.1.25 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。

自家採種

かつお菜

宮崎県田野町 / 川越 俊作さん

果樹生産者

青首大根

自家採種

熊本県御船町 / 河地 和一さん

熊本県玉東町 / 西田 淳一さん

トマト

澤村 輝彦さん

有機栽培

自家採種

人気のグリーンキウイが入荷中です。爽やかな自然本来
の甘みが特徴の河地さんのグリーンキウイは、食後のデ
ザートにぴったりです。熟した状態でお届けしますので、
すぐにお召し上がりいただけます。

紅八朔が入荷予定です。通常の八朔よりも果汁が多く
甘さも増して、外皮が鮮やかな紅色をしているのが特
徴。程よい甘さと酸っぱさに、
グレープフルーツのような
上品なほろ苦さがあります。

ミニトマト

澤村 輝彦さん

有機栽培

自家採種

レンコン

水の子さん

有機栽培

キウイ

河地 和一さん

自然栽培

果樹

熊本県宇城市 / 澤村 輝彦さん

熊本県三角町 / 加藤 誠さん

初入荷、澤村さんの自然栽培金柑。苗木から自然栽培で
育て、7年目にしてようやく実がなりました。皮ごとお楽し
みください

お馴染みの加藤さんのレモンが入荷。お料理やレモネ
ードなどにおすすめです。3月後半からは毎年人気の
甘夏も登場予定です。

金柑

澤村 輝彦さん

自然栽培

果樹

レモン

吉田 勝也さん

自然栽培

果樹

八朔

西田 淳一さん

自然栽培

熊本県鹿本町 / 伊藤 将宏さん

熊本県天水町 / 吉田 勝也さん

甘夏

加藤 誠さん

無農薬・無肥料

果樹

貴重な有機栽培イチゴは3月下旬頃まで入荷予定。濃
厚な甘さが特徴で、
まさにほっぺたが落ちる美味しさで
す。ケーキやジャムにもどうぞ！

豊作のレモンは、3月まで入荷が続く予定です。お料理
のアクセントにはもちろん、皮ごと刻んではちみつレモ
ンにすると体が温まります。

レモン

加藤 誠さん

無農薬・無肥料

果樹

イチゴ

伊藤 将宏さん

有機栽培

果樹

畑から食 卓へ

生産者

熊本県菊池市 / 冨田 親由さん

福岡県朝倉市 / 松本 一宏さん
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入荷予定時期

アカネ蓮根

紅八朔

ひのしずく

自家採種

果樹

果樹

産地の季温
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反後人美の

自 然栽培米が出来るまでを、一年間掛けて追う「お米の一生」企画。前回は、お米ができるまでの大まかな流れと、

一年間取材させていただく菊池市七城町冨田さん親子のインタビューを紹介いたしました。今号では、自然栽培米の

日々の暮らし

このコラムでは、産地の情報や、20年に及ぶピュアリィを中心とする弊社（かねくら株
式会社）の取り組みを振り返り、40歳まで薬漬けだった「反後人美」が、なぜ現在何
の薬にも頼らずに健康的な暮らしができるようになってきたかを、読んでくださるすべ
ての人にできるだけ分かりやすくお伝えしていこうと心がけています。

出来るまでを図解で分かりやすく紹介いたします。皆さんお馴染みの「田植え」
「 稲刈り」以外にもたくさんの作業があ
ることを、お分かりになれるかと思います。農家さんは「安心で美味しいお米」を作るために、手間暇を掛けながら日々
多くの仕事をされています。

11月

新米登場！

4月
・種もみの調整
・田おこし

半年間休ませた田んぼを
起こしてあげます。

10月

5月
・温湯消毒で病原菌を
抑える。
・種まき
・苗を育てる

・稲刈り

・代かき

・もみすり

・田植え

おかしい？おかしい！気づいたのです。人の病気は、薬だけで治
るものではないと。自分の健康は、自分で作る。
「自分の体を、人
や、何かに委ねていた自分はおかしかった！」
と。自分で責任を
持たなければ、
と。やっと、
そう気づいたのです。誰かが治してく
れるのではない。自分の治癒力を信じていなかった自分への反
省 。お医 者さんや、お薬に頼ってばかりいては、自分で、自分の
ことがわからなくなる。

田んぼの土を整える。

・間断潅水

2日おきに水の調整を行う。

8月
・深水管理

この時期になると、
タニシの被害も
少なくなり、深水にして稲の成長を
促す。

決して、お医 者さんや、薬やさんが 悪いということを言っている
のではなく、自分にまだ備わっている
「潜在能力」
を知らずに、周
りに頼り、周りにばかり責任を求めていた自分を反省したのです。
それから、15年、怪我(骨折しました)は別として、今、私は、薬に
全く頼ることなく、健 康を維 持しています。できるのです！必ず！
できるのです！

7月
・浅水管理

・タニシ取り

ぜひ、私と一緒に学んでください！きっと、
「 気づかれます！」ほと
んどの方が、
「 答えを自分で見出していかれます」
「きっと5 0 歳まで生きられないだろうな？」
とかつて思っていた
私もおかげさまで56歳になりました。残された人生を、私は、多
くの人に健康を自分で勝ち取っていただくために、全力を尽くし
ます。

・草取り

田んぼの水を浅くし、
タニシの発生を抑える。

お米づくりで大切なことの一つに、お米の「種」があります。一般的な農家さんは、毎年、種子更新（お米の種を購入す
ること）が常識となっています。私たちピュアリィと自然栽培に取り組まれている生産者の方々は、代々お米の「種採り」
をされています。一年に一度しか採ることのできない貴重な「種」。
４月頃、種もみの調整や選別の作業をされる予定で
すので、
その模様は次の「お米の一生」でご紹介させていただきます。楽しみにお待ちください。
宅配：草野

宅配：草野
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お米の一生

私は、学生の頃から病弱で、22歳で腫瘍ができた右卵巣を摘出
して、ずっと病気に苦しみ、医療や、薬に頼って生きてきました。
結果、
ようやく授かった長男の妊娠期間中も、ずっと入院。
その
赤ちゃんは、心臓病を持って生まれてきました。
さらに、同居して
いた父は「パーキンソン病 」。それから7 年 後 、長 女の誕 生を喜
ぶも、今 度は「 卵アレルギー」その出 産 後 、5 回めの手 術を勧め
られたとき、
「もう嫌だ！」
と本当に思ったのです。

もみがらを取り除く。

9月

Episode

「 2 人に1 人はガンの時 代 」そのことを不 思 議に思いませんか？
もっと私たちは疑 問に思って、そして、嫌なことはN O！いいこと
はYES！そうハッキリ言えるようになろうよ！

6月

・もみの乾燥

日本人は、病気が多すぎる！

草

反後人美の
「医療にも薬にも頼りすぎない自分になろう！」
セミナー
1 0 年で、6 6 期になりました。
どうぞ、みなさん、自分の健 康は自
分で勝ち取りましょう！私は、ずっと、
その皆さんを支え続けます。
毎回 県外からも、赤ちゃん連れや、農家さんたちも来てくださっ
ています。
「 熊本弁 まる出し！」の私のセミナーは、
とても、
「 温か
い、愛情あふれる、わかりやすい」
と好評ですよ！
ぜひお越しくださいね！
（次回に続く）

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。
自然農・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。

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 。

粉 ミルクは 危 ない

!

＜鹿児島県 出水の焼き海苔＞ 〜新海苔の季節を迎えました！

市販の粉ミルクの原材料に使われている乳糖などの牛乳加工品は、
ほとんどアメリカの
牛乳が使われています。
アメリカの乳牛には、GM牛成長ホルモン剤が使われていることがあります。GM牛成長ホ
ルモン剤とは、
GM
（遺伝子組み換え）
の微生物に作らせた牛の成長ホルモン剤です。
GM牛成長ホルモン剤を投与された乳牛からは、
インシュリン様成長因子が分泌され成

宅配会員様専用の有料ページです。
長が促進され乳量が増えます。
その牛乳中に含まれているインシュリン様成長因子は、発が

ん性が指摘されており、
EUやカナダでは使用禁止になっています。

また、
乳牛には遺伝子組み換え作物を飼料にしていることがあります。

さらに、乳児の栄養のためと称して多くの栄養剤の食品添加物が使われています。
どのメ
ーカーも同じような原材料ですが、
大手メーカーの原材料です。

申し訳ございません。

・ホエイパウダー
（乳清たんぱく質）
・ 調整脂肪
（パーム核油・パーム油・大豆油）
・乳糖・ 乳
清たんぱく質消化物・ 脱脂粉乳・ 乳糖分解液
（ラクチュロース）
・デキ
ストリン・バター・バターミルクパウダー・カゼイン・ラフィノース・精製魚油・カゼイン消化物

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。
・アラキドン酸含有油・ 食塩・ 酵母

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
原材料の食品添加物です。
ご了承くださいませ。
PROFILE

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』

・ 炭酸カルシウム・ レシチン・ 塩化マグネシウム・ ラクトフェリン・ ビタミンC・イノシトール・

日本人の食卓の豊かさを彩る食材の一つに海苔があります。あたたかいご飯を海苔で包め
ば、磯の香りとともに口の中で旨みが広がります。養殖海苔は、
１年で一番寒い12月下旬ごろ
から生産者さんは海に入り、収穫が行われます。
ここ数年、暖冬で海水の温度が下がらず、育ち
にくかったのですが、今年は久し振りに温度が下がり、
とても良い海苔ができました。幻の品種
アサクサ種の養殖にも成功！手間暇をかけて、健康に育てられた海苔はもはや大変貴重なも
のとなっています。ぜひ、
この機会に見直してみてくださいね！

本来の海苔 〜伝統的な支柱干出式の海苔〜
ピュアリィで取り扱っている出水の焼き海苔は、
日本で一番南の海苔生産地
になります。出水で海苔の養殖が開始されたのは明治時代からです。 海苔は、
海水の栄養分と太陽光によって成長します。植物が土の栄養分と太陽光による
光 合 成で成 長するのと同じです。
しかし、海は広 大なので農 業のように肥 料
を与えることは出来ません。ですから河川等によって海に運ばれてくる栄養分
が必要となってきます。養殖が行われる出水の浜は、背後の広葉樹林の山か
ら伏流水があり、
また遠浅の海で干出（太陽光にさらすこと）に適しています。
本来海苔は「潮の干満」
という自然界の恵みのもと、満潮時には海水にひたり、干潮時には太陽の光と風を受
けながら、ゆっくりと育っていきます。高く吊り、干潮時に干され直に太陽の光と風にあたる事で、病気を防ぎ、健
康的でやわらかく、風味豊かな質の高い海苔ができあがります。昔ながらのあの懐かしい味・磯の香りをあわせ
もつ、
まさに「太陽と海からの贈りもの」です。
また、生産者は手間を惜しまず、愛情を持って海苔を育てています。
この海苔の生育に適した環境と、生産者の愛情が出水の海苔の美味しさの源です。

塩化カルシウム・ピロリン酸第二鉄・タウリン・ビタミンE・ 硫酸亜鉛
・シチジル酸ナトリウム・ビタミンD 3・パントテン酸カルシウム・ニコチン酸アミド・ウリジル
酸ナトリウム・ビタミンA・ 硫酸銅・ 5'-アデニル酸・イノシン酸
ナトリウム・グアニル酸ナトリウム・ビタミンB 6 ・ビタミンB 1 ・ 葉酸・ β-カロテン・ビタミン
B 12
なんと食品添加物は30種類です。
これらの添加物に使われている添加物を含めると、数
百種類になるでしょう。
母乳と粉ミルクとでは一長一短あると言われていますが、
どう考えても母乳の方が安全です。

海の農薬「酸処理」をしない浜

④
また昨今の海苔養殖では一般的になった酸処理を出水の漁場では行っていません。
大量生産のため海に漬けっぱなしにする
「非干出式」にすることは＝酸処理を必要と
します。酸処理をすることで、
③
海苔の病気の病原体の細菌や、他の藻類の繁殖を抑えたりする効果があり、生産者の手間が省かれ、生産効率
は上がります。一方、酸が海を汚染したり、海苔の風味が損なわれるといった弊害があると言われています。 海を
汚すものは使わない、
また自然に近い環境で育てることにこだわっています。

商品紹介
ピュアリィで扱う
「出水海苔」
は、
色、
艶、
重さ、
香りの違いを等級で分けています。

スタッフ感想
赤ちゃんの食べ 物である粉ミルクにこんなにも多くの食 品 添 加 物が 使われているとは知らず、非
常に驚きました。
しかも、原 材 料の牛 乳 加 工 品の牛 乳には、成 長ホルモン剤 、牛の飼 料には遺 伝 子
組 み 換え作 物を使っており、決して安 全な食べ 物とは 言えず、安 心して赤ちゃんには 与えられない
なと思いました。私は現 在 妊 娠しており、授 乳のことについても調べていると、母 乳に比べ 、粉ミルク
は腹もちがよいなどの利 点も挙げられていますが 、できる限り母 乳で 育てていこうと改めて思いまし
た。
また、母 乳もお母さんが 食べるものによって作られますので、産まれてくる赤ちゃんに食べさせた
いなと思う安 全な食 材を食べて体を作っていこうと思います。
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ベジルッツスタッフ
中島

薫 550円（税別）/ 10枚

雅 840円（税別）/ 10枚

華 1,050円（税別）/ 10枚

葵 1,050円（税別）/5枚

[薫]は、
ある程度の弾力があり、冷やし麺
やお茶漬けなどの
「刻み海苔」
に最適です。
毎日の食卓にどうぞ。

[雅]はしっかりした厚みと、
パリッとした食
感。
おにぎりや手巻き寿司に向いています。

[華]は初摘みで色つやがよく、
香り高い一
等級。口どけもはやく絶品です。
「贈りもの
にも最適」
です。

[葵]は他の3商品とは品種が違い、
養殖が
極めて難しいアサクサ種です。
最高級の焼
き海苔です。

旬な商品紹介

11

