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ピュアリィオリジナル 九州産自然 麦茶

-kion-

夏の飲み物といえば麦茶！家族みんなで安心してゴクゴク飲める麦茶は夏の必需品ですよね
。
ペットボトルのお茶も便利ですが、
やはりお家でつくった安全で美味しい麦茶にかなうものはあ

！
特集

りません。麦茶はノンカフェインなのでたくさん水分を取りたいこの時期、お子様や妊婦さんにも

福岡県朝倉市 松本一宏さんの茄子畑にお邪魔しました！

安心して飲んでいただけます。
ピュアリィこだわりの麦茶で、
この夏を乗り切りましょう！
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≪原料は自然栽培 大麦≫
○ピュアリィの麦茶に使用しているのは、福岡県朝倉市の松本一宏さんの無肥料・無農薬で作られた自然栽培二条大麦。松本
さんといえばササニシキを始めとしたお米や、
ナス、
ピーマン、
じゃが芋などのお野菜を作られている、全国に多くのファンを持つ
の豊かな薫りが漂っている上質な大麦です。

≪加工は有機認定工場≫
○麦茶の焙煎、
加工をお願いしているのは岡山県にある㈱丸菱さん。
有機登録認定機関の検査を受け、
有機JAS基準をクリアしている
有機認定工場です。
工場は岡山県ののどかな田園風景の中にあり、
約40名のスタッフが、
風味豊かで美味しい麦茶作りに励んでおら
れます。
麦茶の製造工程でもっとも重要となるのが、
焙煎のための
「火加減」
。
丸菱さんでは、
大麦の品種・時期・量・状態に応じて、
煎り
の加減を職人技で調整されています。
その技術は
「丸菱式四度焙煎」
と呼ばれ、
麦を遠赤外線でじっくりと焙煎することで、
豊かな薫りと
苦みの少ないすっきりとした味わいを実現しています。

美味しい麦茶の作り方

レポート：江口智子

商品紹介

ティーバッグタイプ

自然栽培麦茶
ティーバッグタイプ

ティーバッグタイプなら簡単に水出し麦茶が出来ます。忙しいときに手間がか

10ｇ×20ケ / 680円（税別）

からずとても便利です。

こちらの商品は、オン
ラインストアでもご購
入いただけます。Q R
から商 品へ 直 接アク
セスができます。

■約1.5Lの水にティーバッグ1袋を入れ冷蔵庫で保管すれば、約１時間ほど
でできあがります。水出しの時間を調節してお好みの濃さでお召し上がりくだ
さい。

丸粒タイプ

自然栽培麦茶 丸粒タイプ

丸粒タイプは、煮出す手間はかかりますが豊かな薫りと味が断然違います。

300ｇ / 730円（税別）

煮出しているときの香りが家の中に広がるととても幸せな気持ちになります。

こちらの商品は、オン
ラインストアでもご購
入いただけます。Q R
から商 品へ 直 接アク
セスができます。

温かいうちに飲んでもさらに香り高く深い味わいを楽しんでいただけます。
■約1Lの沸騰したお湯に15gの麦茶を入れ、10分程煮出します。火を止め
放置し、
お好みの濃さになりましたらお召し上がりください。

Editor’s note

今年は梅雨入り・梅雨明けが遅く、
また雨の降り方が極端で、
雨が降らないと思えば集中豪雨・・、
さらに日
照不足という具合に、
一般的に農作物に影響が出ているようです。
8月になり、
ピュアリィでは新米予約もスタ
ートしましたが、
田植え直後に降った豪雨には、
農家の皆さん
「心配した」
と仰っていました。
しかしながら、
何

季温 / 編集長
松田 奈三

かに頼ることなく、
根をしっかりと張る自然栽培のお米は、
それからもスクスクと元気に育っています。
ぜひ、
今年の新米も楽しみにしていてくださいね。

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

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。

松田 奈三
ナチュラル&ハーモニック ピュアリィ月刊誌 季温-kion編集
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

松田 奈三
松田 奈三 光永 須美子 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。

﹃茄子﹄

自然栽培農家さんです。松本さんの自然栽培二条大麦は、一粒一粒の実がしっかりと詰まっており、焙煎する前の状態から大麦

今月のテーマ

四季のひとさら
今回のメイン食材は夏を代表する野菜「茄子・ゴーヤ」です。
どちらも“子供が苦手な野

レシピ監修：小善 信治（こぜんしんじ）

菜”の上位にくる品目だと思いますが、小さくカットする、卵や魚など動物性食品と合わ

熊本市内フレンチレストラン
「アルカンジュ」
エグゼク
ティブシェフ。都内のホテルで修業後帰郷。熊本市
内 の ホテルなどで 修 業 後「フランスダイニング
K O Z E N 」をオープン。約 1 0 年 の自店を経て、
「
France食島Archange」
オープンに伴いそのシェフ
に就任。2016年秋より阿蘇ハウスウエディングシェ
フと2017年夏よりピュアリィレストランシェフ兼任。

せる、
ことでお子様でも美味しくお召し上がりいただけるのではないでしょうか。
炒飯、オムレツは夏休みのお子様のお昼ご飯へも、ササっと作っていただけるようなレ
シピだと思いますので、ぜひ活用してくださいね！

茄子とゴーヤと
豚ミンチの玉子包み

A plate of the four seasons

● 材料（2人前）
茄子・・・２本（中）
ゴーヤ・・・1/2本
豚ミンチ・・・１５0g
卵・・・1個
☆味噌・・・小さじ１
☆みりん・・・小さじ２
☆醤油・・・大さじ２
☆砂糖・・・小さじ３
塩、
コショウ・・・少々
油・・・大さじ4

● 作り方

鯵 の ム ニ エ ル と 焼 き 茄 子 ︑オ ク ラ ソ ー ス

① 茄子は少し大きめのサイの目にカットし、
ゴーヤは中の種と
白いワタを取り、2mmのスライスにして塩もみします。水分
が出てきたら軽く水洗いしてざるにあげておきます。
② フライパンに油をひき火力を弱火にして茄子をゆっくり炒め
ていきます。茄子に火が通ってきたら豚ミンチを入れ炒まっ
たら、
☆マークの調味料を入れ、
最後にゴーヤを入れさっと
炒めたら一旦器に移しておきます。
③ 卵をボールに割り入れ溶いておきます。
フライパンに

油をひき、
火力を中火にして溶いた卵を入れ、
薄焼き
卵を作ります。
その上に炒めた茄子をのせオムライス
を作る要領で包みこみ出来上がりです。

茄子・・・１本（中）
玉葱・・・1/2個
ピーマン・・・1/2個
ニンニク・・・1かけ
卵・・・１個
ご飯・・・約350g
醤油・・・小さじ3~4
塩、
コショウ・・・少々
油・・・大さじ３

茄子の炒飯

● 材料（2人前）

● 作り方
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● 材料（2人前）

● 作り方

鯵・・・２匹（三枚卸にしたもの）
茄子・・・２本（中）
オクラ・・・３本
生姜・・・小さじ１
（みじん切り）
ニンニク・・・小さじ１
（みじん切り）
☆醤油・・・大さじ１
☆砂糖・・・小さじ１
☆酢・・・小さじ２
☆胡麻油・・・小さじ１
☆鰹節・・・少々
油・・・大さじ４
塩、
コショウ・・・少々
小麦粉・・・少々

① まず 焼き茄 子を作ります。魚 焼きグリル又はガスコンロに焼き網をし火 力を中 火にしま
す。茄 子をの せて皮 が 焦げてきたら少し回 転させ 全 体をまんべんなく焼きます。焼い
たら少し冷まし温かいうちに皮をむきます。

四季のひとさら

② 次に鯵のムニエルです。三枚卸しの身の方に薄く塩をして5~6分置き、水分が出てきた
らキッチンペーパーで水分を拭き取ります。次に鯵の両面に塩、コショウ、小麦粉をまぶ
します。中 火の火 力で皮目の方から焼き、2 ~ 3 分たったら裏 返し、火を止めて余 熱でゆ
っくり火を通します。

① 茄 子は1 c mの角 切り、
ピーマンも小さめの角 切り、
玉 葱 、ニンニクは みじん 切りにします。次 にフライ
パンに 油 をひき、玉 葱 、ニンニクを 入 れ 玉 葱 がし
んなりしてきたら茄 子を入 れ 、炒まったら器に移し
ておきます。
② 同じフライパンに油を入 れ 、卵を割り入 れ 、ご 飯を
入れて炒めます。御 飯がパラパラになってきたら炒
めておいた 茄 子を 入 れて混 ぜ 合 わ せ、醤 油 、塩 、
コショウで 味を整え、
ピーマンを入れて出 来 上がり
です。

③ ソースを作ります。☆マークの調味料をボールで合わせます。オクラはガクを少し削り軽く
塩を振り、熱湯で茹でたら冷水で冷やし、
しっかり水気を取ります。次にオクラをみじん切
りにし、生姜、ニンニク、☆マークの合わせ調味料と合わせます。お皿に焼き茄子を置き、
その上にムニエルにした味をのせソースをかけて出来上がりです。

四季のひとさら
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が見られ、
自然栽培というやり方で続けていくには適していないな、

候と土に適応していきます。
まるでその土地に長く住めばより詳し

と感じられたそうです。一方で毎年種採りを続けている青ナス、

くなるように、
その土地の記憶が「種に」刻み込まれ続けていくの

久留米長ナスにはそのような症状は見られず、朝倉の気候と、松

です。

本さんの畑の土に、種が適応してきているようです。確かに少し
離れて畑全体を見渡すと、品種によって立ち枯れしている本数
の割合が全然違いました。

福岡県朝倉市

松 本 一 宏 さん
九州で多く作られている
「筑陽」

まつもと かずひろ さん
福岡県朝倉に在住。2008 年から自然栽培に取
り組む中で、近年大変人気を得ている「朝日」
というお米をはじめ、ジャガイモ、ナス、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
であり、九州自然栽培先駆者のお一人。

産地
の今

農業には、
その土地に合った作物を作るという意味の
「適地適
畑の様子は毎日確認し、成長を手助けされています

作」
という言葉があります。訪れる土地によって景観が異なるよう
に、
そこに自生する植物は異なります。農業も同じです。
その土地

なぜ自然栽培を続けている松本さんが、
F1品種の種を試されて

によって同じ作物でも適している品種や、収穫される時期も異な

みたかというと、F1品種のほうが形が揃いやすく、収穫作業や収

ります。
その地域の自然の流れと、植物の成長がうまくかみ合うこ

穫後の選別がよりスムーズにすすめられるという理由があります。

とで、
お野菜もストレスなく健全に成長していきます。
それが『適地』

在来固定種の方はどちらかというと、実が不揃いで形が様々な

であり
『旬』
になるのです。

傾向があります。固定種だからこそ、実一つ一つに個性があるわ

Producer Interview

毎月 生産 者に 取材を行い、
産 地の今 をお 伝えします ！

theme

茄子

けですが、実際に収穫してみると、出荷できないナスが出るのも
事実です。
それでも、毎年種を採り続けるのは、味が良く、
ナス本
来のエネルギーを感じ、
自然栽培というやり方に、
よりマッチして
いると松本さんご自身強く感じられていました。
「固定種の自家採種で種を繋いでいくこと」
と、
「 食卓へ自然栽培

福

のお野菜をしっかりとお届けすること」
を両立するために、
それぞ

岡 県の南 部に位 置する朝 倉 市 。
ここで 2 0 0 8 年

近年各地で気候変動や災害が続いています。
朝倉でも今年は雨

から自然 栽 培 に取り組 む 松 本 一 宏さんの 畑 で は 、こ

が少ないなか、
松本さんもご苦労されながら、
何とか無事に田植えを

の時 期 、ナスの収 穫が 最 盛 期を迎えています。
例 年 、青ナス・真 黒ナス・久 留 米 長ナスなど、様々な品

れの種の特性を理解し、取り組まれていました。

終えられました。
幸いなことに、
そんな天候の中でもナスの生育はまず

松本さんのササニシキでにぎったおにぎりを振る舞ってくださいました

ますのようです。

今回の取材でも、
自然栽培に対する松本さんの情熱溢れたお

種で 私たちの食 卓を楽しませてくれる松 本さん。

話しを熱く語っていただきました。特に印象に残ったお話として、

今 年の状 況などを伺いたく、取 材に行ってきました。

近所のお母さん方が「あん青かナスはあるね？火ば通すとなかん
トロトロでおいしかもんね」
（あの青ナスはありますか？火を通すと
中がトロトロでおいしいね）
と松本さん宅に、
ナスをもらいにいら
っしゃるそうです。松本さんは、栽培方法などは伝えずに差し上げ
固定在来種の
「青ナス」
は毎年人気です

ご存知のとおり、
自然栽培では、農薬、肥料（有機肥料、堆肥も含

しいとおっしゃっていました。
どのような栽培方法であれ、農家さんはそれぞれの想いを持っ

りの状態」
がより重要になってきます。
それに加え、
その種が、栽培

て作物を栽培されています。
シンプルに
「おいしい」
というポジティ

留米長ナス」の2品種と、F1品種の「筑陽」
「 紫御前」
という２品

される土地の
「気候に適しているか」、
「土の状態に適しているか」

ブな想いが繋がって、
より健康に、
より楽しい時間を過ごすことが

種の計4品種を栽培されています。

も重要な要素になってきます。

できる。
その時間をお手伝い出来たらいいなと今回の取材で改

今年は毎年種採りを続けている在来固定種の「青ナス」
「久

産地の今

もらいに来られる。率直に
「おいしい」
という感覚が何より一番嬉

め）
を使わずに作物を育てます。
そうなると、
「 種の性質や、土づく

整然と美しく並んでいるナス畑
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ているそうです。
それを食べて、
「 美味しいという想い一つで」
また

F1品種の筑陽は今年初めて試されて、味は他の品種と比べ

松本さんのところで栽培がうまくいっている種を、他地域の自

ても遜色なく、初期生育も良好だったそうです。
しかし、7月中旬

然栽培農家さんのところに持って行っても必ずうまくいくとは限り

から立ち枯れする株が目立つようになり、生命力にも大きな差

ません。
さらに毎年「種採り」
をすることで、
より強くその土地の気

めて思いました。
レポート：川嶋 俊彦

産地の今
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野菜生産者

松本一宏さん
福岡県朝倉市

種類が豊富になったナスはそれぞれに特徴があり
楽しいですね。
「白丸ナス」
は皮がしっかりして、
ソテ
ーや素揚げに向いています。
「紫御前」
「筑陽」
は、
果
肉が柔らかいので焼きナスや蒸し料理に向いてい
ます。
ぜひ味わいの違いを楽しんでくださいね。

野菜生産者

岡部達彦さん
福岡県朝倉市

岡部さんの夏野菜が沢山揃ってきました！今が一番
旬のオクラ、
ゴーヤに加え、
カボチャ、冬瓜は保存が
きくので嬉しいですね。
ゴーヤは細かく刻んで調理
すると苦みが和らぎ、
食べやすくなりますよ。
今号のＰ
2-3：レシピページもぜひご参考ください。

野菜生産者

冨田親由さん
熊本県菊池市

９月中旬より冨田さんの生落花生が入荷する予
定です。
とても旬が短く、
日持ちもしない生落花生
ですが、甘さ、旨味が濃く、“炒り落花生”とは美味
しさが違います。天日塩でしっかりと茹でて、ぜひ
そのままの豆の旨味をお楽しみください。

野菜生産者

植田和久さん
熊本県水俣市

7月はジャガイモを沢山届けていただいた植田さん
から、8月はインゲンの入荷を予定しています。塩茹
でしてそのまま食べても美味しいですが、
煮物にする
とよりコクが出て旨味が増します。
カボチャや玉ねぎ、
お肉類と煮込むとより一層美味しいですね。

果樹生産者

福島雄治さん

今年は甘夏に沢山ご注文いただき、
ありがとうござ
いました！！もう少し河内晩柑が続きます。果汁を製
氷機で凍らせ、
そのままかき氷機で削って、
贅沢なか
き氷はいかがでしょうか。夏休みのお子さんに喜ば
れること間違いなしです！
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畑から食 卓へ

野菜生産者

森田成子さん
熊本県菊池市

バジル、
ミニトマト、
モロヘイヤが順調に入荷していま
す。
モロヘイヤはねばねばが夏に嬉しいお野菜です
ね。
さっと茹でて、
豆腐と和えると簡単白和えの出来
上がりです。
醤油に梅肉や酢、
すりごまなどを加えて
お好みの調味料でいかがでしょうか。

野菜生産者

川越俊作さん
宮崎県田野町

にんにくが順調に入荷しています。
年々人気が高くな
り、
販売終了が早まっているので、
ぜひ今のうちに沢
山ご注文ください。
オイル付けや味噌漬けで、
長期保
存が可能です。
８月上旬からは、
川越さんの代名詞、
“里芋”の入荷も予定していますのでお楽しみに！

野菜生産者

渡邊明人さん
熊本県菊池市

9月上旬よりカボチャ、
中旬からは皆さまお待ちかね
のサツマイモの入荷を予定しております。
どちらもメイ
ンの料理にもスープにも、
離乳食にも使えてとても重
宝しますよね。
出始めは、
素材そのものを味わうサラ
ダや煮物でいかがでしょうか。

野菜生産者

福元雅岳さん

鹿児島県南さつま市

里芋の入荷が始まりました。
お味噌汁や煮物のイメ
ージが強い里芋ですが、暑い夏は、梅やシラスと和
えて、
さっぱり味のサラダにしてみませんか？蒸した
里芋をざっくり潰し、梅肉・鰹節・醤油などを好みの
味付けで和えるだけの簡単サラダです。

果樹生産者

広瀬寿美子さん
熊本県西原村

ブルーベリーの入荷が始まりました！例年大好評の
広瀬さんのブルーベリー。
もちろん果実のままでお召
し上がりいただくのが美味しいですが、
ジャムやサワ
ーにしたり、
お菓子作りに使われる方も多いですね。
ぜひ夏の果物をお楽しみください

野菜生産者

上野升久さん
熊本県菊陽町

お届けしているキュウリ、
オクラ、
ナス、
ピーマン、
玉ね
ぎに加え、
ゴボウ、
ツルムラサキ、
モロヘイヤ、大葉の
入荷が始まりました。
８月中旬からは、人気をいた
だいていたズッキーニも再登場しますのでお楽しみ
に！9月下旬からは冬瓜も予定しています。

野菜生産者

澤村輝彦さん
熊本県宇城市

キュウリ、
オクラの入荷が始まりました。
キュウリは各
生産者さんのものがリレー形式に入荷していて、夏
本番の食卓を彩ってくれますね。
そのままサラダに
するのはもちろん、酢の物・佃煮・他食材との和え
物など、
幅広いレシピでお楽しみください。

野菜生産者

廣井順子さん
福岡県みやま市

8月中旬から2回に分けてカボチャの入荷を予定して
います。
カボチャが集まる時期ですが、
塩茹でした後
に真空状態にして冷凍したり、
ポタージュにして冷凍
するなどの工夫で長く楽しむことができます。
沢山出
回る旬のうちにぜひご活用ください。

果樹生産者

池田道明さん
熊本県玉東町

今年も池田さんのみかんが成長中です！9月下旬か
らはお届けできそうなので、
ぜひ今年もご家族皆さん
で沢山お楽しみください！！年々人気が高くなってい
て、
終了時期が早まっていますので、
今年は早めから
ご予約も承る予定です！

作物

生産者

栽培方法

品種

種情報

インゲン

植田 和久さん 自然栽培

F１

オクラ

上野 升久さん 自然栽培

自家採種

オクラ

岡部 達彦さん 自然栽培

オクラ

澤村 輝彦さん 自然栽培

F１

カボチャ

廣井 順子さん 自然栽培

自家採種

カボチャ

岡部 達彦さん 自然栽培

バターナッツ 自家採種

カボチャ

岡部 達彦さん 自然栽培

東京かぼちゃ 購入固定種

カボチャ

岡部 達彦さん 自然栽培

ぼうぶら

カボチャ

渡邉 明人さん 自然栽培

エビスカボチャ 自家採種

カボチャ

岡部 達彦さん 自然栽培

赤皮かぼちゃ 購入固定種

キュウリ

上野 升久さん 自然栽培

自家採種

キュウリ

澤村 輝彦さん 自然栽培

購入固定種

ゴーヤ

岡部 達彦さん 自然栽培

ゴボウ

上野 升久 さん 自然栽培

サツマイモ

渡邉 明人さん 自然栽培

ズッキーニ

上野 升久 さん 自然栽培

自家採種

ツルムラサキ

上野 升久さん 自然栽培

購入固定種

ナス

上野 升久さん 自然栽培

自家採種

ナス

松本 一宏さん 自然栽培

白丸ナス

自家採種

ナス

松本 一宏さん 自然栽培

筑陽

F１

ナス

松本 一宏さん 自然栽培

紫御前

F１

長ナス

松本 一宏さん 自然栽培

久留米大長

自家採種

にんにく

川越 俊作さん 自然栽培

自家採種

バジル

森田 成子さん 自然栽培

自家採種

ピーマン

上野 升久さん 自然栽培

自家採種

ミニトマト

森田 成子さん 自然栽培

自家採種

モロヘイヤ

森田 成子さん 自然栽培

自家採種

モロヘイヤ

上野 升久さん 自然栽培

購入固定種
自家採種

玉ねぎ

上野 升久さん 自然栽培

購入固定種

生姜

川越 俊作さん 自然栽培

自家採種

大葉

上野 升久さん 自然栽培

自家採種

冬瓜

岡部 達彦さん 自然栽培

冬瓜

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

里芋

福元 雅岳さん 自然栽培

石川早生

自家採種

里芋

川越 俊作さん 自然栽培

石川早生

自家採種

みかん

池田 道明さん 自然栽培

果樹

河地晩柑

福島 雄治さん 無農薬・無肥料

果樹

ブルーベリー

広瀬寿美子さん 無農薬・無肥料

果樹

果物

熊本県水俣市

産地担当
舩水 楽

入荷予定時期

産地の季温
お野菜

畑から食卓へ

熊本では、
連日32〜33℃の猛暑日が続いていますが、
畑の上では夏野
菜が元気に成長中！！例年とは違う降り方をした梅雨には心配しましたが
、
負けじと育つ自然栽培の作物には、
つくづく
「タフだなー！！」
と感心させら
れます。
生産者の皆さんも暑い中、
早起きして作業に励まれています。
ぜひ
夏真っ盛りの品目を楽しんでください！

エメラルド

沖縄あばし

※お野菜・果樹情報は 2019.7.20 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。

8月

9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

購入固定種

自家採種
購入固定種

紅はるか

姫とうがん

自家採種

自家採種

産地の気温
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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。

蚊取り線香や電気蚊取り器で頭痛などの症状が発症することがあります。
ある患者さんは、気温が高くなる時期になって頭痛を訴えるようになりました。近くの病院で検
査をしても異常がなく、
自律神経失調症といわれ、薬を飲んでもよくなりませんでした。
電気蚊取り器を使うようになってから、症状が出るようになっていました。電気蚊取りマットに

宅配会員様専用の有料ページです。
使われている農薬と同じ成分の殺虫剤が原因でした。蚊が死ぬような殺虫剤を、毎日使ってい

れば人体にも悪影響を及ぼします。電気蚊取り器の使用を中止したところ、数日後には症状は
ほぼ改善しました。
しかし、
自律神経失調症で投薬された薬の副作用は少し続きました。

電気蚊取り器を使わないと蚊に刺されてかゆくて大変なので、薬剤の入っていない昔ながら

申し訳ございません。

の除虫菊の蚊取り線香に代えたり、蚊帳を使って対策をするようになりました。

最近では、24時間数十日間作動する液体蚊取り器が売られていますが、
さらに危険なもの
PROFILE
こちらのページ
は宅配会員様専用の有料ページとなり
ます。
三 好「三好先生の健康メルマガ」
基晴
みよし

九州ブロック主催

自然栽培 果樹勉強会
＠熊本県玉東町 池田農園

電気蚊取り器で頭痛

!

自然栽培全国普及会

もとはる

1953年福井県鯖江市生まれ。医学博士
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
臨床環境医、ホスメック・クリニック院長。

です。
ニオイもほとんどないため、有害性に気付きにくいのです。
タンスに入れる衣類の防虫剤も

アトピー性皮膚炎や花粉症などのアレル

ギー疾 患 、化ださいませ。
学 物 質 過 敏 症 、電 磁 波 過
ご了承く

ニオイがほとんどないものがあり、気が付かないのでかえって危険です。

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』

これらによる症状が頭痛だけですと神経機能にだけ有害性が発生し、他の機能には有害性
が発生しなかったと考えがちですが、殺虫剤は呼吸により肺から吸収され全身に回りますから、
症状がなくても全身の臓器に有害性をもたらしていることを認識すべきです。

九州ブロック事務局 ピュアリィ 反後人美
さる7月6日
（土）、
「 九州果樹勉強会」
を開催いたしました。
参加者は自然栽培はもちろん、有機栽培や一般栽培に取り組
む“生産者”を中心に、消費者・就農希望者、合わせて50名以
上が集いました。遠くは静岡や、柑橘の産地としても知られる
和歌山・四国、
また九州各県からも多くの参加があり開催の意
義があったと振り返っております。内容としては、柑橘の中でも
特に栽培が困難とされる自然栽培温州みかんの技術論を含
め、
理念・原理に基づく栽培管理方法。
更なる自然栽培の普及
を趣旨とし、池田さんが実践されている圃場の視察と意見交
換。
そして懇親の場を設けた勉強会となりました。
講師は2008年より熊本県玉東町で自然栽培に取り組む池
田道明さん。
まずは、池田さんの園内の草管理について、
自然
栽培を続ける中でたどり着いた技術の紹介がありました。
池田
農園では、“その地で生えた草をその地で活かす”ことを大切
にし、草刈りをせず毎日棒などで草をなぎ倒していかれます。
そ
うすることでツル性の草が繁茂し背の高い草を地面に押さえつ
ける様に広がっていきます。
実際に視察時の圃場にはツル性の
草に覆われており、参加者は自然に逆らわない草の管理方法
を確認することができました。
また、
圃場の一部で穴を掘り土壌状態の確認も行いました。
地面を覆うツル性の草を持ち上げるとその下には数年前に生
えていたであろう雑草が枯れた状態で出てきます。数日前に九
州を豪雨が襲いましたが、適度に水分を保ち団粒化の進んだ

スタッフ感想

本社スタッフ
池田裕輔
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「やっぱりそうだよな！！」この記事を読んで、ずっと感

つ虫を避けてくれるアイテムになるので、ぜひ活用したい

夏が近づいてくると、テレビや新聞でよく目にする虫を退

と思います。

治する「殺虫剤」のＣＭ。これって人体に影響はないの？

いよいよ本格的な夏がやってきて、我が家でもバーベ

そんなに虫を殺さなくても！！と以前から疑問に思ってい

キューやキャンプなどアウトドアで楽しい時間を過ごすこと

たのですが、この記事を読んで、影響があることを確信

が多くなります。また、今年は待望の赤ん坊も生まれ、

したのと、では影響がないように虫と上手に付き合って

虫よけや虫刺されに特に敏感になりました。便利さよりも

いく方法は何なのかと考えました。

自分たちの体を大切に生きていくことを選択した我が家

そういえば昔、祖父の家に行った際、夜寝る時は縁

避けてくれるアイテム「菊花線香」や蚊帳などを使って、

なぁと思い出しました。さらに記事にもあったように防虫

毎年やってくる夏の悩みを乗り切ろうと思いました。

ズラ類などの種類が増え、圃場全体の環境が変わってきたと
仰います。
その結果、果樹の栽培管理の省力化にも繋がって
いると池田さんは語ります。
自然栽培を実践するうえで、土台と
なる土作りの重要性を共有しました。
最後に、新しく果樹で自然栽培を実践する際の注意点につ
いても報告がありました。
それは自然栽培に切り替えていく際
に一気に無肥料・無農薬にしないという事。一般的に大量の
肥料や農薬の散布が行われている果樹を急に切り替える場
合、過去の肥料分などによって肥毒層ができ、2・3年後には虫
や病気が肥毒に寄ってきて樹に大きなダメージを与えてしまい
ます。池田農園の場合では、肥毒による大きな被害を抑える為
に、段階的に肥料を減らしていき、害虫の発生量などを確認し
ながら農薬も減らしてきました。
その他、無理な剪定を控え、木
の状態をよく観察しながら剪定を行っていくこと、面積も段階
的に広げることが大切です。圃場の状況をよく観察し、環境に
合わせて然るべき対応を取っていった結果として、
たどり着い
た技術論。
その
「自然観」
を共有する場になりました。
半日の勉強会という事で、圃場視察では専門的な技術に関

しないことで、
自然の流れで朽ち、
土へと循環していく過程が見

する質問が飛び交い、圃場視察後のディスカッションでは、生

て取れます。
こうした管理を継続することで、
自然栽培を始めた

産した農産物をどう販売するか、流通の役割と必要性など、生
産以外の課題についても議論が繰り広げられ大変充実した
勉強会となりました。今後も事務局として、企画・運営・情報発
信などで、
皆さまに自然栽培の最前線をお伝えしていきます。
文：舩水 楽

自然栽培全国普及会
公式サイト http://www.jnhfa.com/index.html
活動内容・イベント情報など発信しています。

では、この記事を読んで、体に最もやさしく、かつ虫を

側に蚊取り線香を焚いて、さらに蚊帳に入って寝ていた

ころに多かった背の高い草が減り、
逆に背の低いツユクサやカ

柔らかい土壌が50cm以上続いていました。耕さず、草刈りを

菊の蚊取り線香なら、体への影響を最大限に考え、か

じていた違和感がなんとなく晴れたような気がしました。

実際に果樹園・樹を確認しながらの勉強会の様子

全国から沢山の参加者にお集まりいただきました

自然栽培全国普及会

09

からだと地球がよろこぶお米

令和元年プレミアム米

VER

07

purely

mama project

ピュアリィオリジナル『離乳食』全国展開にて好評販売中！！
今年も新米の予約受付を開始します!!

田植えから早いところで3か月。
それぞれの稲は、
豪雨や少雨、
猛暑ももろと

モニター様へ感謝の気持ちを込めて、離乳食プレゼント！

もせず、
しっかり根を張りスクスク成長中！！その稲の成長は、
ドンドンＨＰでも

とっても
おいしい
です

アップしていきますのでお楽しみに！まずは、
ピュアリィならではの
「自然栽培米
」
を予約でｇｅｔしてくださいね!(^^)!

ご予約の3つのメリット

モニターになっていただいた方々へ、完成したオリジナル離乳食をお送りさせていただきました。
その後、
ご試食いただいた皆さんから次々と嬉しいお声をいただいていますので少しご紹介します。

◆ 実（みのり）ちゃん / 1 歳

1 早く完売してしまう人気のお米も必ずお届けします！
2 入荷次第まっさきにお届けします
3 お米がより美味しくなる！鹿児島県産無産処理海苔プレゼント！

焼き海苔「薫」
590円（税別）

オーガニック通販ピュアリィの 新米ご予約専用ページ へどうぞ！！！

「離乳食初期中期の頃は、
とにかく口に入

「７ヶ月の娘が本当によく食べてくれます。

れても嫌そうにするか、
べーっと出してしま

お米の粒が良い具合に残っていて、程よ

う感じで…。最近はようやく食に興味が出

い硬さ、お米本来の甘みが感じられて大

てきたようで食べてくれるようにはなった

人が食べてもとても美味しいです。娘のお

のですが、食事中立ち上がったり、
よそ向いたりしながらの食事

気に入りは、
さつまいものおかゆです！食べっぷりがよく、次を

時間でした。
いただいた離乳食をあげてみた時にスプーンに手

早く食べさせてと口を開けて待ち構えるほどです。
このおかゆの

を伸ばした姿には本当に驚きでしたし、一切立ち上がることな

お陰で、離乳食も順調に進み助かっています。お友達のママに

く、次の一口をじっと座って待っていたんです。
自分の手でスプ

是非お勧めしたいです！」

ーンを持ったのはこの日が初めてでした。適度に潰してある滑
らかさと、
ほんのり甘い素材の味が、
すごく気にいったんだと思
います。改めて、月齢だけの判断ではなくその子のペースに合わ

お米のご注文はこちらから！
！

せてあげることの大切さにも気づかされました。」

こちらのＱＲから
「オーガニック通販ピュアリィ

◆ 景太（けいた）くん / 1 歳

」へ直接アクセスできます。各種特集ページよ

「おかゆ、大きな口を開けて食べてくれまし

り購入が可能です。

◆百花（ももか）ちゃん / 7 か月

◆ 紗和（さわ）ちゃん / 6 ヶ月
「最近ムラ食いや遊び食べが激しいです
が、
ピュアリィのさつまいもペーストは一心
不乱に食べてくれました。おかわりも欲し
がって、
とてもおいしかったのだと思います。」

た！美味しかったみたいです！ありがとうご
ざいます！」

【産地訪問記】～田植え体験ツアーレポート

沢山のお声をいただき、本当に嬉しい限りです

田植え体験ツアーを開催しました！今回は大人13名、
子供7名と沢山の方にお越しい

とが理屈の通用しない赤ちゃんにこそ伝わっているんだなと改めて実感

ただき、
天候にも恵まれ、
心地良い中で作業することが出来ました。
皆さん田んぼに入

しています。皆さんのお声を励みにこれからもがんばります！！

6月23日
（日）
熊本有数のお米産地として知られる、
八代市の稲本さんの田んぼにて、

通販サイト

ママもパパも、おじいちゃんやおばあちゃんにもおススメです。

肌で感じていだいたようです。
手植えの場合は、
同じ田んぼでも、
土の柔らかさ、
深さなどが若干違うので、
ちょうど
いい深さになるように試行錯誤しながらでしたが、
その“手探り感”を楽しんでいただけ
たと思います。
作業後は全員でお弁当を食べ、
稲本さんの自然栽培のお話や生物多
様性のお話などを聞かせて頂き、
今回も充実した体験となりました。
植えたばかりの稲
はまだ赤ん坊と一緒なので、
これから稲本さんが親代わりとなり、
しっかり見守ってくだ
さいます。
ぜひ立派な稲穂になるまで、
楽しみにお待ちください！
レポート：ショップスタッフ 竹部 遥

自然栽培米をもっと食べよ う

ご注文は【オーガニック通販ピュアリィ】にてどうぞ

本来の米や野菜で作れば、出汁もいらず、
シンプルにおいしい！というこ

った瞬間の土に足が埋まる感触がとても気持ちよく、
今年も田植えの季節が来たのを
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レポート：徳満 理恵

ピュアリィオリジナル離乳食は、赤ちゃんの離乳食としてはもちろんのこと、体調を崩した際

今すぐに食べたい方へも☆

稲本さんのアキタコマチ好評発売中！！
玄米：1,045円（税別）
七分／白米：1,100円（税別）
こちらの商品は、
オンラ
インストアでもご購入い
ただけます。QRから商
品へ直接アクセスがで
きます。

や、食欲が落ちた際のご家族の“レトルトおかゆ”としても美味しくお召し上がりいただけま
す。忙しい現代、
「おかゆ食べたいけど・・・作る元気がない。」
そんな時ありますよね。温める
だけのレトルトおかゆなので、料理が出来ない時も大活躍です。ぜひご家族皆さんでお召
し上がりくださいね。

p u r e ly マ マ プ ロ ジ ェ ク ト
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