
クッキングのみ 
食材キットなし 

クッキングのみ 
食材キットあり 

心身セミナーのみ 
食材キットなし 

クッキング＋ 
心身セミナー 
食材キットなし 

クッキング＋ 
心身セミナー 
食材キットあり 

❶食材キット 
 約３ヶ月分(1人分)の食材 

あり 

あり 

❷心身セミナー 
講義約80分＋質疑応答20分 

あり 

あり 
➌クッキングクラス 
講義約45分＋質疑応答15分 

あり あり 
❹個別メール質問  
 (1セミナーに付き1通)×７ あり 

ベーシックコースを受講された方には以下の特典があります。詳しくはホームページまたはお問い合わせください。 

 特典Ⅰ 
 ベーシックコース 
 オンラインクラス復習 

500円/回にて再受講可 

 特典Ⅱ 
 個人サポート「繕い処」 

受講期間中 毎回30％オフ 受講期間中 毎回40％オフ 

 特典Ⅲ 
 草繕堂が開催する各種料理 
 教室（対面） 

10％オフ～ 

✩





プ
レ
ク
ラ
ス 

◎あなたの食と健康の悩みはなんです
か？ 
～忙しい現代社会で、健康な食生活を
取り入れる～  
◎食べることを見つめる。  
◎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 
 草繕堂として、国内外の仲間と飛び回
る訳  
◎学びに必要な心構え 
◎ベーシックコースで得られること 

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 
●シンプルな料理ができるようになるには 
●出デトックスしよう！ 

・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 
・塩ピクルス 

１ 
 

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 
◎塩は、料理に使うためだけではもったい
ない 
◎万病のもと！冷えについて 
◎塩ができるまでの工程・生産方法 

塩といういのち 
●塩の役割 
●なぜギリシャの塩を使うのか 
 良い塩を見つけよう 
●教えて！塩の適切量 
 日本人の塩加減は適切か？ 
●塩は基本中の基本 
 ダシのような万能調味料 

・キムパ  
・塩味スープ 
・ニンジングラッセ 

２ 

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！ 
◎なんて健気な腎臓 
◎最高のかかりつけ医とは？！ 
 特殊な力はいらない 
◎詳しい水のいただき方4ステップとは？ 

水といういのち 
⚫良い水とは？ 
●目からウロコ。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？ 
●食から始める！ 
 シンプルな食生活とは？ 

・雑穀入りご飯の炊き方 
・ 常備菜  
 - ピーナツの佃煮 
 - 海藻の佃煮 
・オリーブオイル焼きお結び 

３ 

塩のはなし－② 
◎一石三鳥、素晴らしい生活のパート
ナー 
◎もう手放せない！ 
 美容、調理、洗浄・・・マルチに活躍 
◎塩の使い方・療法アラカルト 
◎経費毒について 
◎腎臓のケアをしよう 
※ワークショップ塩水作り 
（オンライン上です！参加者さんも作り
ます。） 

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り置きする 
・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 
・酢飯なしお稲荷さん 



４ 

穀物生活と腸活 
◎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 
◎潮麦の女性性ＵＰの体験談！ 
 潮麦ができるまで 

穀物・潮麦といういのち 
●腸の現状と理想 
●大麦の役割・βグルカンが腸を救う 
●潮麦とは 
●「主なる食」・穀類の役割 
 穀物習慣をつけよう 

・基本の潮麦そぼろを作る 
・潮麦そぼろの生春巻き 
・潮麦そぼろのジャージャー麺 

５ 

「飲む」「食べる」基本を見る 
◎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。  
水のはなし―② 
◎センサーはどこにある？水を味方につけ
る・・・水からのメッセージ 
◎水と食物の関係 
◎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、体の智慧 

味噌といういのちー発酵 
●発酵とは？ 
●長期熟成調味料がいい理由 
●“味噌"の効能 
●潮麦味噌の効能 

・味噌デミグラスソース 
・味噌ホイコウロウ 
・酢味噌だれ 
・味噌茶 
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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 
水のはなし―③ 
◎水といのちのサイクル（一日、一年を
通して）自然の摂理の一例 

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 
●海藻の摂りかた 

・海藻とひよこ豆の五目豆 
・海藻丼 
・海藻のペースト 
・だしの取り方 

７ 

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？ 
◎オーガニックの定義は？メリットは？ 
◎サスティナブルな社会へ 農と食 
 生産から消費まで地とともに生きる 
◎家計とオーガニックヴィーガン食 
◎セルフヒーリング的な生活とは？ 
 ヒーリングコースについて 

粉といういのち 
●粉食と粒食について 
●麺・パン・もちとは、どういういのちなの
か？ 
●小麦、国産品について 
●順氣粒が生活習慣病に貢献する理
由 
●いのちのねがい 
●潮麦粉の性質 
●粉末調味料の使い方 

・潮麦大根餅 
・麻婆豆腐 
・潮麦シェイクドリンク 



クッキングのみ 
食材キットなし 

クッキングのみ 
食材キットあり 

心身セミナーのみ 
食材キットなし 

クッキング＋ 
心身セミナー 
食材キットなし 

クッキング＋ 
心身セミナー 
食材キットあり 

❶食材キット 
 約３ヶ月分(1人分)の食材 

24,300円
⇒20%オフ 
19,440円 

24,300円 
⇒約27%オフ 
17,700円 

❷心身セミナー 
講義約80分＋質疑応答20分 

定価8回 
28,000円 
⇒24,000円 

定価8回 
48,000円 
⇒39,500円 

定価8回 
48,000円 
⇒39,000円 

➌クッキングクラス 
講義約45分＋質疑応答15分 定価8回 

20,000円 
⇒17,500円 

定価8回 
20,000円 
⇒17,000円 ❹個別メール質問  

 (1セミナーに付き1通)×７ 
費用に 

含まれます 

合計金額 
☆オンライン特別価格 

定価 
20,000円 
⇒17,500円 

定価 
44,300円 
⇒36,440円 

定価 
28,000円 
⇒24,000円 

定価 
48,000円 
⇒39,500円 

定価 
72,300円 
⇒56,700円 

受講特典 

 特典Ⅰ 
 ベーシックコース 
 オンラインクラス復習 

500円/回にて再受講可 

 特典Ⅱ 
 個人サポート「繕い処」 

受講期間中 毎回30%オフ 受講期間中 毎回40%オフ 

 特典Ⅲ 
 草繕堂が開催する各種 
 料理教室（対面） 

10％オフ～ 


