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ひぞう

参加者の声

☆皆で 料理 でき る のも 楽し かっ
たで す。 本を 読 んで いる だけ
と、 実際 やっ て みる のと では
違いますね。
☆栄養 が体 に染 み 渡る よう なと
ても おい しく 、 元気 にな れる
よう な食 事で し た。 主人 にも
ぜひ食べさせてあげたいです。
☆野菜 の皮 から 全 部使 って 、い
ただ いた お食 事 はど れも おい
しい もの でし た 。こ んに ゃく
湿布 は病 の前 に 予防 する とい
うお話も聞けてよかったです。

①コンニャク２丁を水
から入れ、沸騰後さ
らに10分ゆでる。
②１丁ずつタオル2～3
枚に包む。 たんでん
③肝臓と下腹(丹田)の
肌の上に直に置き、
バスタオル等で動か
ないようにする。20
～30分温めたら取り、
冷たいタオルでさっ
と拭く。(高齢者・子
どもは半分の時間)
④うつぶせになり腎臓
の手当て。
タオルを１枚はぎ③と同様にする。

八並さんは豊田市の竜神交流館
と、名古屋市緑区の徳重地区会館
で毎月料理教室を開いています。
お問い合わせは、八並さんまで
０９０‐３３０９‐７８７１

＊脾臓は温めず、冷やすのみ。
＊手当ては、食間の空腹時にする。
排尿してから行う。手当ての後、すぐには風呂に入らない。
【 あなたと健康 特集号 】より

『自然の恵みに感謝』を学ぶ

料理のコツを参加者に教える
講師の八並さん（左）

（ 一部抜粋、省略）
「体に優しい料理と手当の勉強会」
☆砂糖 は使 わず 、身 体に よい お
料理 がと ても おい しか った で
二月 二八 日、 東海 市し あわ せ
す。 だし を取 った 後の 煮干 し
村 調理 室で 愛農 消費 者の 会主 催
も佃 煮の よう に煮 て最 後ま で
「 体に 優し い食 事と 手当 ての 勉
食べ る、 ゴミ を出 さな い、 す
強 会」 が行 われ 、子 ども 含め 十
ばら しい と思 いま した 。こ ん
八人が参加しました。
にゃ く湿 布は 自分 で体 験し て
講師 は愛 農消 費者 の八 並千 春
気持 ちよ さが わか り、 よか っ
さ ん。 八並 さん は、 自然 療法 や
たで す。 日頃 から 自分 の身 体
健 康料 理を 提唱 して いる 、東 城
をい たわ るよ うに 習慣 とし た
百 合子 さん の理 念に 基づ いた 、
いです。
料 理教 室や 手当 て勉 強会 を開 い
☆八並 先生 のお 話が とて もわ か
ていらっしゃいます。
りや すく て、 ため にな りま し
今日 のメ ニュ ーは 玄米 ご飯 、
た。 ひと 手間 かけ るこ とで こ
ご ま塩 、揚 げ出 し豆 腐の 野菜 あ
だし をと った 後の いり こや か
んなに違うとは。
ん かけ 、大 根と 油揚 げの みそ 汁、 つおぶ しも から いり して 、つ く
春 菊の 和え 物、 りん ごと さつ ま だ煮や ふり かけ にし まし た。 野
いもの蒸し煮など。
菜中心 のメ ニュ ーは 、ど れも 素
参 加 者 は 八 並 さ ん か ら 、 玄 米 材のうま みがし っかり 出てい て、
ご 飯 の 炊 き 方 や 、 だ し の 取 り 方 とてもお いしく 優しい 味でし た。
な どを 教え ても らい なが ら、 料
午後 から は、 こん にゃ く湿 布
理 を作 って いき まし た。
を学び まし た。 ゆで たこ んに ゃ
たんでん
くを丹 田（ へそ 下） 、肝 臓、 腎
臓部分 に当 てま した 。じ んわ り
した温 かさ に、 つい うと うと 。
こんに ゃく 粉を 使っ てい ない こ
んにゃ く（ 愛農 の商 品は ＯＫ ）
がよいそ うです 。意外 に簡単 で、
気持ち がよ いの で、 まだ やっ た
ことが ない 方は トラ イし てみ て
ください。（Ｔ）
コンニャク湿布の方法
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広がるワ（輪、和）！
ぬか漬け教室

大根、人参、かぶ、白菜を
ぬか漬けにしました

※「つけ太郎ぬか」は通年注文ができます。
商品カタログに載っていませんので、申し
訳ありませんが、通信欄に書いてご注文く
ださい。

しし鍋と鹿焼肉に舌鼓
自 給 村 だより
２月の最終日曜日。梅の花が満開に咲いている
自給村は春の暖かさです。
満開に咲く自給村の梅の花

１月３０日、名古屋市守山生涯学習センターに
て漬けもの講習会がありました。講師は漬物本舗
「道長」の社長の石川豊久さん。参加者は大人13
名、子ども11名の楽しい会になりました。
道長さんのぬか床と言えば角
谷文治郎商店の三州三河みりん、
日東醸造の白たまり、音羽米を
育てる研究会の米糠、ベトナム
のカンホアの塩で作ったこだわ
りの「つけ太郎ぬか」！
４４－３６６
調味料 の説明 も「ち ょっと い 「つけ太郎ぬか」
い調味料にしたら、高いからちょっ 1,404円（税込）
としか使 わない でしょ ？節約 節
約（笑）」と笑いもとりつつ、丁寧に漬け方やこ
んな時はどうする？を教えてくださいました。
参加者が持参した“あやしいぬか床”も「勇気
を出して食べること（もちろん、カビを取ってか
ら）」（石川社長）と、それぞれにアドバイスを
もらい再生。
お待ちかねの試食は様々な漬けもの、ご飯、み
そ汁、かりんとう。そして「魚のぬか漬け」焼き。
ぬか漬けした魚を焼くと、なんとまぁ美味しいこ
と！！ほっぺたがこぼれ落ちそうになりました。
後日、幼稚園のお母さんたちの間で、ぬか漬け
サークルが発足。ぬか床の疑問を持ち寄ったり、
ぬか漬けを交換したり。広がった「和」「輪」大
切にしていきたいです。道長さんにも、あいのう
消費者の会にも、あいのうさんにも、大大大感謝
です。（F）
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１月には有志が
山のハム工房ゴー
バルへ生ハムづく
りを教わりに行っ
たり、たんぼの整
備、水張り、しろ
かき、木々の伐採
まき
と薪割りなどを行
いました。

「イノシシとシカが手に入ったぞー」との知ら
せで、しし鍋と鹿肉の焼肉もしました。イノシシ
は事前にメンバーが解体しておいたもの。稲作や
野菜作りだけでなく、貴重な体験だったようです。
囲炉裏に火を起こして、野菜たっぷりのしし鍋
と鹿肉と野菜の鉄板焼き。イノシシはコクのある
味。シカは旨味感じる美味しさ。どちらも、思っ
ていたよりずっと柔らかく、くさみもなく、とて
も美味しかったです。
お腹いっぱいになったあとは、畑作業。ジャガ
イモの植え付け、時期は遅れましたが残っていた
玉ねぎ苗や野菜の植え付けを行いました。
くわ
私は久しぶりに鍬を使っての作業で、翌日は全
身筋肉痛でした。
３月より新年度の自給村スタート。椎茸の菌打
たんすい
もみ
ちや冬期湛水用たんぼの種籾の準備も始まります。
キックオフ！（い）

編集後記
◎家族が自宅療養していた時期があり、後になっ
て手当の大切さを痛感しました。そんな経験か
ら手当を知るきっかけになればと今回の勉強会
を企画しました。参加者の皆さんが熱心に質問
され、和やかな雰囲気の会となり、うれしく思
いました。（ゆ）
◎孫の体調が悪い時に、娘がこんにゃく湿布をし
ているのを見たことがありました。経験して気
持ちの良さにびっくり。体調管理の為にこんにゃ
く湿布が良いと知り、家でもやってみようと思
いました。皆さんも食、健康、興味のある事が
ありましたら、企画・検討致しますので、リク
エストしてくださいね。（ば）

