
草繕堂 cooking school≪やさい食・ちきゅう食・しぜん食≫より 

【ベーシック・コース・オンライン受講のご案内】 

先人たちはメディアなど皆無な中で、自分のいのちを守り、全うしました。 

「古きを温
たず

ねて、新しきを知る」 

今を生きる智慧が宝石のようにちりばめられています。 

そんな、数千年の秘伝の智慧を学び、自分や家族を守る秘伝の智慧をいまこそ学びませんか？！ 

●家族を守りたい方へ！ 

●食生活を具体的に変えたい方へ！ 

●こんな状況の中だからこそ、食を豊かに楽しみたい方へ！ 

●本気で自分の心と体を取り戻したい方へ！ 

 

そして、喜びの人生を送るためのステップ up に！ 

・・・食が変わると運命が変わる˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖ // 

ご関心がありましたら(読み飛ばしてもらって構いません^^) 

 

実は、 

食に向き合うと、思わぬ giftが付いてきます。 

食という世界を知っていくと、身体って何？心って何？ウィルスって何？なぜ病気が起きる？自然災害って？人災

って？人間の存在とは？私はどこへいく・・・？  

といろいろなことの根本がわかるようになり、全てつながっていることが分かります。(多少時間はかかりますが。) 

さあ、それをひも解く旅にでませんか？ 

私はこの旅をスタートして、17年ちょっと経ちます。 

これまでたくさんの答えを得ました。 

小さいころ、大人が答えてくれなかった、なぜ勉強しなければならないの？なぜ生きるの？なぜ死ぬの？という疑

問のヒントや答えをもいただくことができましたが、もっと知りたくて、旅は続行中。 

（これが、ただ精神論だけに終わっていたら続かないのでしょうが、 

東洋の先人たちが、地に足が着いて地球と密着した生活の中から生まれた実践方法であるので 

毎日のリアルな地球の出来事として、納得できるのです。） 



ベーシックコースの目的 

・自分のことを知る 

・基本の食事を学ぶ 

・体で実感する 

先ずは、自分自身の心と身体を繕う＝味覚のセンサーを整えることが大切ですね。各回、東洋の食の智

慧を生かしたお話を聞いていただき、おうちで実践！その上、変化していく皆様の心身への、簡単なご相

談も受け付けています。 

なぜ 7 回のコースになっているのでしょうか 

それは、講師とのやり取り、実践の繰り返しにより、色々なことが身につくからです。回を重ねるごとにど

んどんキレイにそして元気になっていくことでしょう。 

 

 

ベーシック総合コース内容及び予定表 
 

主な内容❶食材 3 か月分（内容は後述） 

❷心身セミナー(表) 

❸食材セミナー＆クッキング動画(表) 

❹個別メール相談 

❺個人サポート（別途料金オプション） 

    この黒い数字は、詳細の説明にも出てきます。 

 

❷❸セミナーの各回内容 
 ❷心身セミナー ❸食材セミナー クッキングメニ

ュー動画(予定) 
プ 

レ 

ク 

ラ 

ス 

無 

料 

◎あなたの食と健康と悩みはなんです

か？ 

忙しい現代社会で、健康な食生活を取り

入れる難しさを感じていませんか。 

◎食べることは楽しみか？義務か？  

◎私講師が体験してきた劇的な変化！

30 代後半からの発見と気づき 

◎答えはどこに？！（体編・生活編） 

◎調理から循環する世界へ  草繕堂

が世界中の仲間と飛び回る訳 

◎学びに必要な心構え  

◎ベーシック講座で得られること 

セミナー概要と食材キットの話 

●東アジアの食事はどういうも

の？ 

●現代の日本人の病気の根本は？ 

日本人の食事が変わった！  

●3 か月の食材内容は・・・ 

 身をもって体験しよう。体験型

セミナー 

●油の特質。どんな摂り方が最適

か。ＮＧか？ 

●出
デ

トックスしよう！ 

•大根の炒り玄米煮       

・押し麦を使った炊

き込み料理 

•海藻と青梗菜のク

リーム煮 

 

㊀

回

以

降 

東アジアの食文化 

食養論ってなに？    

◎先人の経験値の素晴らしさと経験ｔ

塩といういのち 

●塩の役割 

   塩の種類と生産方法 

• ナムル 

・大根ご飯 

・塩味スープ 



受

講

者

向

け 

と生き方を見る   

◎知識（情報）と智慧の違い 

◎ゼロポイントに向かう私たち 

◎悩みのない世界へ 

塩のはなし―① 

◎塩のいのちの秘密♡  

◎塩の歴史からわかること 

◎万病のもと！冷えについて 

◎塩ができるまでの工程 

●良い塩を見つけよう。 

●塩のいただき方は料理だけでは

ない！ 

●教えて！塩の適切量 

●日本人の塩加減は適切か？ 

●塩は基本の基本 

・ニンジングラッセ 

 

㊁

回 
水のはなし―① 

◎自分を知るということ！ すべてのス

タート 

◎食べ物に気を付ける大前提として 

◎水のいのちの秘密♡ 水の役割  

◎現代病のカギを握る水？？ 

◎腎臓のけなげな働き 

◎最高のかかりつけ医とは？！ 

 特殊な力はいらない 

◎目からウロコ。質より、良い水のいた

だき方とは？ 

 

水といういのち 

⚫︎良い水とは？ 

●水いただき法 

●美味しくて、簡単！ 

「佃煮」について  

   その役割と効果とは？ 

●シンプルな調理とは？ 

料理から始まるシンプルな生活 

ご飯を食べよう。 

 

・大麦ご飯 

• オリジナル 

ピーナツの佃煮 

海藻の佃煮 

 

・焼きお結び 

 

㊂

回 
塩のはなし－② 

◎一石三鳥、素晴らしい生活のパートナ

ー 

◎塩の民間療法アラカルト 

◎経費毒について 

◎腎臓の救世主  

※ワークショップ塩水作り（オンライン

上です！） 

◎もう手放せない！美容 調理、旅行 

洗浄 ・・・マルチに活躍 

 

甘味と味覚 

●精製品（調味料など）が与える

影響について。 

（精製品と天然品について） 

●健康的な、おススメの甘みと

は？ 

●「栄養成分」の持つ意味とイメ

ージ 

 

・デーツペーストを

作る 

•胡麻とデーツのド

レッシング・・・・・・ 

•味噌とデーツのド

レッシング 

•お稲荷さん 

 

㊃

回 
穀物生活と腸活―① 

◎女性の腸の理想と現状 

◎女性性ＵＰ！体験談 

◎現代のコメ事情 

穀類の変遷とハイブリット化 

◎大麦のたどった歴史 

◎東洋における大麦の特性 

◎女性性と大麦 

 

穀物・潮麦のいのち 

●βグルカンが腸を救う 

◎「主なる食」・穀類の役割  

◎女性の腸の理想と現状 

◎「主なる食」・穀類の役割  

◎穀物習慣をつけよう。 

・潮麦そぼろ 

•大麦ミートの生春

巻き 

•大麦ミートのジャ

ージャー麺 

 

 

㊄

回 
「飲む」「食べる」基本の基本を見る 味噌といういのちー発酵① ・味噌デミグラスソ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎食事の時間をどう過ごす？？食卓を

囲む意味 

◎食べ物が目の前にきたら！ 

◎「脾」「胃」とは？ 脾胃を守る食べ

方。飲み方。 

水―② 

◎センサーはどこにある？ 

水の味が分かること・・・ 

◎水と作物の密な関係・食べ物からのメ

ッセージ 

◎日本の水の現状データ・北海道という

土地について 

◎本当の「理解」の始まり、肚,腹。 

 体の智慧を求める。 

●長期熟成調味料がいい理由 

●“味噌"の効能  

●潮麦味噌の効能 

 

ース 

・味噌ホイコウロウ 

・味噌だれ 

 

 

味噌茶 

㊅

回 
自分のいのちは誰が守る？？ 

◎情報と科学技術の中での迷子 

◎安全か危険かというジャッジ 

◎「汚染」とはなにか？ウイルスとはな

にか？ 

◎いのちあるものが教えてくれること 

◎頼るべきいのち達 

◎自然浄化力とそのサイクル 

水―③ 

◎水といのちのサイクル（一日、一年を

通して） 

◎自然の摂理に沿うとは、シンプルなこ

と（人生に必要な智慧） 

海藻といういのち 

●海藻の働き・海の役割 

●「汚染」問題の中で生きる。 

●べジ・ヴィーガン生活に貴重な

海藻 

●お金の価値観といのちの価値観 

 

•海藻と大豆の煮も

の？ 

•海藻の丼 

•海藻のパスタ 

 醤油漬け 

     

    

 

㊆

回 
食といのちの循環 

◎食からの自由を目指すこと 

短期と長期な視点 

陥りやすい観念（価値観） 

◎なぜヴィーガン料理なのか？ 

 いのちとしての食材 

 動物や地球のために？ 

◎オーガニックのメリットは？ 

 私と公と。  

◎サスティナブルな社会へ農と食 

 生産から消費まで 

◎行動に移す！ 

◎セルフヒーリング的な生活 

 

 

粉といういのち 

●粉食と粒食について  

●麺・パン・もちとは 

どういう食べものか？ 

●小麦は悪者か？ 

●アレルギーの出現 

●あじみ塩、潮燕麦粉、潮麦粉、

エオルナ、メロメロ、潮麦こが

しのご紹介 

•大根餅 

•大麦クリームリゾ

ット 

•大根と大麦のスー

プまたは麻婆豆腐 

 



コース設定 ３パターンあります。  

  

 A ベーシック総合コース 全 7 回…心身の変化を楽しみにしたい方へ。 

 

     

  ❶食材費 クッキングクラスに必要な食材+家で毎日食べる食材分⇒3 か月分/人 

                             【定価 269 円/日分！】 

❷心身セミナー70 分                          

                         

❸食材セミナー＆クッキング動画 とレシピ解説     計 60~70 分  

ディスカッション  （動画を希望者にプレゼント） 

    

❹個別メール質問（1 回に付きに 1 通）         

  

  ❺オプション 個人サポ―ト「繕い処」（※後述説明）利用するとき 40％Off 

 

※詳しい内容と料金の内訳は後述 

 ※食材を二人分以上ご希望の方は、ご予約お受けします。ご相談ください。 

 

B ベーシック心身セミナコース全 7 回・・・東アジアの智慧を取いれたい方へ。 

   

❷心身セミナー受講  70 分           

    

❹個人メール質問（1 回に付き 1 通） 

 

   ❺オプション個人サポート「繕い処」（※後述説明）  30%off 

     

      ※詳しい料金内訳は後述 

 

 

Ｃ クッキングクラス全 7 回＆食材(3 か月分)…ヘルシーな料理にご関心がある方へ。 

        

❶食材費 クッキングクラスに必要な食材+家で食べる食材⇒3 か月分/人 

                             【定価 269 円/日分！】 

❸食材セミナー＆クッキング動画 とレシピ解説       

ディスカッション  （動画は希望者にプレゼント）  計 60~70 分  

    

❹個別メール質問（1 回に付き 1 通）         



  

  ❺オプション 個人サポ―ト「繕い処」（※後述説明）利用するとき 30％Off 

 

 

   ※詳しい料金内訳は後述  

※食材を二人分以上ご希望の方は、ご予約お受けします。ご相談ください。 

 

 

スケジュール 

  下記のどちらか一日 

・隔週日曜日 9 時 45 分から 12 時 15 分まで およそ 2 時間半（質疑応答 15 分） 

・隔週水曜日 9 時 45 分から 12 時 15 分まで 同上 

・プレレッスン 1 回参加（無料！） 

 ・ベーシック総合コース №㊀～㊆ 連続講座  

プレ 1/13、1/17 ㊀回 1/27,1/31 ㊁回 2/10. 2/14  ㊂回 2/24,2/28  ㊃回 3/10,3/14  ㊄回 3/24,3/28 

㊅回 4/7,4/11  ㊆回 4/21,4/25 

 

※詳しいカレンダーは後日 

 

 

受講方法について 

 ✩基本はｚｏｏｍというｗｅｂ会議システムを使って、オンライン受講をしていただきます。 

 

水曜日か日曜日のどちらか基本の日をお知らせください。（振替可能です） 

 

✩ご希望があれば、対面受講（出張講座）も受け付けます。ご相談ださい。 

    

その他 プライベートクラス、夜間講義もいたします。ご相談ください。 

 ✩レッスンの始まりに、3 か月分の食材をお届します。クッキングの復習、 毎日のお料理にお役立てく

ださい。 



 ✩料理レシピ、講座レジュメは、事前にデータで送らせていただきます。 

 ✩料理動画は、欲しい方にはプレゼントいたします。 

受講の流れ、内容（予定です） 

 ９：45 ・・・全員入室 

            前回の質問に対する回答など復習 

       

 9：55  心身セミナー開始                              

            

11:05・・・心身セミナーコースのみの受講者退出 

 

             食材セミナー＆クッキングクラス 開始 

 

       11：25 クッキング動画を視聴、レシピ解説 

 

  

12：15 セミナー終了   

質疑応答 ディスカッション   

その後ライヴ料理レッスン（自由参加）   

        ～ 

12:30 自由参加終了 

次回まで 個人メール質問受付け（全員） 

 

 

食材セットの詳細 (今回、一日一人 194～216円【定価 269 円】で理想の食卓を目指せます！) 

✩3か月で体は一つの節目を迎えます。せっかく参加されるのですから、変化を実感していただけるよう

な【おうちで食べ続けられる】プランを考えました。 

 ✩リアルなクッキングレッスンがない分、実際に復習しやすいような環境作りの一環です。 

 ✩一日に必要な食物繊維量を考慮した食事をご提案します。 

   この食材のバランスは、平均的な日本人の、一日あたり足りないと言われる 

食物繊維量 4g～/日を補えるよう、計算されています。 

 

✩食材を二人分以上ご希望の方は、ご予約お受けします。ご相談ください。 

 

 



        

【お渡しする 15 品予定】 

潮麦、カラメル潮麦、押し麦、元精穀、潮麦味噌、粒塩、すり塩、潮燕麦粉、 

潮麦粉、あじみ塩、こがしメロメロ又は潮燕麦茶、潮麦コーヒー、ピーナッツ、アイルラン

ド海藻、ドライデーツ 

 

 

 

内容と料金の詳細・オンライン価格 

 

 

 

 

ベーシックコースの詳細 A ベーシック総合コース 
B ベーシック心身 

セミナーコース 

C クッキングクラス＆ 

食材（3か月分） 

❶3か月食材セット  

クッキングラスに必要な素材 

+90日毎日食べる分の素材 

3か月分 /人 

定価24,200円 

→約28％off 17,400円 1

日あたり194円！ 

なし 

24,200円 

→20%off 19,500円 

1日あたり216円！ 

❷心身セミナー 70 分×7 

 

❷～❹ 

 

7回49, 000円 

→38％0ff  30,350円 

7回 定価28,000円 

⇒   
なし 

➌食材セミナー＆クッキング

クラス60～70分 

(動画、レジュメ プレゼント 

ディスカッション)  

×７ オマケのレシピ付き 

なし 

7回 17,500円  

⇒20％ off 14,000円 

❹個別メール質問 (1回セミ

ナーに付き1通)×７ 
❷料金に含まれる 

❺オプション個人サポート

「繕い処」  毎回適応 
定価の40%off 定価の30%off 定価の30%off 

  オンライン価格                

合計金額 

通常定価 73,200 円 

⇒約35%off  

47,750円（予定） 

定価 28,000円 

⇒25%off  

21,000円（予

定） 

通常定価  41,700 円 

⇒20%off  

33,500円（予

定） 



 
 

     お申込み  12 月 1 日より受付開始 

コレックという注文フォームです↓ 

https://corec.jp/4b8kcx/ パスワード ： souzendo 

または 

下記 草繕堂Ｈ．Ｐ．又はねごろしょうこまで 

              お申込み必要事項 

Ａ、Ｂ、Ⅽの選択と、希望曜日の選択 

              食材の追加希望人数  

プレクラス希望の有無・日にち       

            

申し込みについてのご注意  

 ・プレクラスが終わってからのお申込みも可能です。 

・料金は前払い、お振込みとなります。 原則として払い戻しは致しかねます。 

    ・1～7 のクラスのなかで過去に受けたことのある内容が含まれる場合はご相談ください。 

・受講生の方のご事情でクラスをお休みする場合は、振替として他の曜日を受けられ ます。また

は次期のクラスもうけられます。 

・費用の支払いについてのご相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。 

    ・大学生以下学生さんは学割制度を設けています。 

    ・リアル対面式クッキングクラスを開催した場合には、コース参加者さんは、1500 円/回でご参加

いただけます。 

 

https://corec.jp/4b8kcx/


定員 8 名様 先着順 

予告  セルフヒーリングコース №8～16 7 回連続講座 

 

※「繕い処」について  

   

http://itadakizen-myakusho.info/blog/course/tsukuroidokoro/（間もなく公開） 

  個人のカウンセリングサポートです。 

詳しくはプレクラスかコースの最初にご説明します。 

 

 

 

 

 

 

受講生のご感想 

 

https://itadakizen-myakusho.info/blog/voice/ 

 

講師プロフィール  

草繕堂 cooking healing school主催～ 根来晶子 ～ネゴロショウコ      

大学で幼児教育、早期教育を学び、東京都区立幼稚園教諭を経験。自分自身と子どもたちのアレルギーに悩み、東洋の食、い

ただき繕に出会い、劇的な心身の改善を実感。震災後、いただき繕東京のスタッフ、弁当加工蔵立ち上げ、いただき繕新宿店

主を経て、現在は healing＆cooking school 草繕堂 http://itadakizen-myakusho.info主宰。全国で講座を

展開、食のアドバイスをさせていただく。そのほか福井で精進料理指導を担当。いただき繕は、世界各地にレストラン、農苑な

どを展開中♡ 

 ご連絡先 090-4747-1355 根来 negoroshoko@itadakizen.com 

 

http://itadakizen-myakusho.info/profile/講師プロフィール詳細 

   

  

 

皆様にお会いできることを楽しみにしております。尚、ご質問等がありましたら、お気軽にご連絡

ください。ｚｏｏｍについてご心配のあるかたもお知らせくださいね。 

http://itadakizen-myakusho.info/blog/course/tsukuroidokoro/
https://itadakizen-myakusho.info/blog/voice/
http://itadakizen-myakusho.info/
http://itadakizen-myakusho.info/
http://itadakizen-myakusho.info/
https://www.facebook.com/myakusho/
http://itadakizen-myakusho.info/profile/


 


