かわらず
そこに
あるもの
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お届けするお米には、mai（マイ）と
表記しています。mai という名前は、
お米の「まい」という音読みを表現
しています。３つの赤い丸は米俵。
また「太陽と水と土」
「つくり手・食
べ手・つなぎ手」を意味しています。

栽培の
管理
お届けする自然栽培のお米は、栽培期間中はもちろん
育苗に使用する土にも一切の肥料や農薬を使いません。
土から肥料や農薬が抜け、土が本来持っている力が引き

放射性
物質の
検査

出されるまでには年月を要するため、生産者に同じ田ん
ぼで取り組んでもらうことも大切にしています。専任者
による全生産者の栽培管理も行っています。作業内容の
他に新しい試みや気付いた点なども共有しています。
自然栽培の稲作は栽培における課題がまだ多く、生産

主食であるお米の出荷基準値

者の経験は貴重な財産です。情報を共有し、栽培技術の

は、セシウム 134・137 の核種

向上にも利用します。

ごと 1Bq/kg 以下不検出である

できることを

重ねる

水田はお米をつくるだけでなく、土砂崩れや

私たちの

自然栽培米

海に囲まれ、急峻な地形の多い日本において、

ことを確認しています。基準値
を超えるものに関しては、数値
を公表して販売しています。

自社
精米

お米の
保管

洪水を緩和させ里山を守っていました。田んぼ
を通る水は浄化されて川へと流れ、海の恵みを
育みました。上流の山を整え、生命が息づく

種子でもあるお米は収穫後も呼吸

環境で作物を育て、きれいに下流へつなぐ。人々

を続けています。温度や湿度の条件

が自然に順応しながら、未来の子孫の暮らしを

により呼吸が活発になり鮮度が落ち

見据え、永続的な循環を目指した姿を自然栽培

ることがあります。そのため、産地

の田んぼに見ることができます。そんな、多様

から届いた玄米はパックするまでの

品種や栽培以外に、「精米」もお米の味わいを大きく左

ないのちを繋ぐ場所で、今年も美しい稲が育ち

間、温 度 12 〜 15℃・湿 度 55 〜

右します。ナチュラル・ハーモニーでは、専門スタッフ

ました。皆さんにお届けできることを、心から

70％の低温倉庫で保管します。

による精米と品質管理を行っています。保管からお届け
までの温度管理を徹底し、精米後は速やかにパックして

嬉しく思います。

出荷。精米ラインの入念な清掃も日々心がけ、翌日の作

人間だけでなく地球も喜び、末永く生命を

業に備えます。

つなぐ営みであると願い、これからも自然栽培
の田んぼを支えていきたいと思います。

精米の進めかた
①石抜き
網の上にお米を落とし、揺
すって種籾に混ざった石等
の異物を取り除きます。
もくじ：P3○できることを重ねる私たちの自然栽培米 P4-P5○コラム：生きかたとしての自然栽培
P6-P13○お米のつくり手 2020 P14○お米の保管 P15○お米の品種 （P2・P16 写真提供：齋藤 一樹さん）
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②精米・小米選別（白米・
分搗き米の場合）
石抜きした玄米を精米しま
す。精米時にお米の温度が
高くならないようにするこ
とで、品質の劣化を抑えま
す。精米後、小米選別機で
精米時に割れてしまった米
などを取り除きます。

③色彩選別
カメラによって、良米・不
良米の識別を行います。不
良と判断されたお米は高速
エジェクター（空気銃）に
よって吹き飛ばし、取り除
かれます。カメムシによる
被害粒や着色粒、草の種な
どの異物も選別されます。

④計量・パック
それぞれの重量に計量され
たお米をパックし、商品が
完成します。お届けするま
で、適切な温度で保管され
ます。
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「自然栽培は人柄も変えてしまうんですよ」
そう話すのは農学者の粕渕 辰昭さん。現代農業の研究
を経て、自然栽培の田んぼに何を感じたのか。その魅力
と可能性についてお話をうかがいました。

近年ニュースでも見かける除草剤はかなり強い薬で、

し続け、同時に周囲の環境も整えていたんですね。田ん

田んぼに入れれば稲も枯れてしまいます。ところが枯れ

ぼの持っているすごい機能に昔の人々が気づいて、1 万

る作用を利用して、麦には乾燥を促すためにプレハーベ

年以上続けてきたわけです。

スト（収穫前散布）が行われることがあります。麦粒に
除草剤が付着した状態で収穫するので当然残留します。

私も自然栽培の田んぼを始めて十数年ですが、これは

その成分であるグリホサートの発がん性など、人体への

人柄も変えるんですよ。私はそれが自然栽培のとても大

影響が WHO からも報告されていますね。

事な部分だと思っています。雑草が生えてもきれいな花
が咲いたなとか、虫がいてもいいじゃないかと思うよう

先人たちが田んぼを選んだ理由

になったんです。農薬・肥料を使わない農業技術という
のは、「手段」であって「目的」ではありません。自然

人口は何で決まるかというと食べものの量で決まりま
す。世界で一番人口密度が高いのは東南アジアですが、

肥料研究の日々
北海道の農業試験場に在籍していたとき、どのように肥
料を撒けばお米がたくさん取れるかを研究していました。

栽培というのは、自然と共生しようとする「人の生きか
た」なのではないでしょうか。

記述がたくさんありました。しかもそれは江戸時代の終

これはお米をつくっていることが大きな要因です。長い

わりに近づくほど増えていた。除草に多く入る技術は、

歴史の中で、畑作を主とした文明は森を切って開拓し続

たくさん収穫できるように努力をします。そのために燃

江戸時代の 1,700 年頃から少しずつ始まり、明治の直

け農地を荒らし、移動を余儀なくされていた史実が多く

料や道具も使うので完全な共生とはいえないかもしれま

前には日本中に広がっていったと思われます。

あります。ところが田んぼが土地を荒らしたという場所

せん。しかし、与えられた自然の営みの中で、人として

はどこにもないんですよ。それは水を必要とする田んぼ

どう生きようかと考え、共生しようと努め続けるのはと

が、森を守ることにも繋がっていたからです。

ても大切なことだと思います。田んぼに関わりながら、

もちろん農業者は食料を供給する責任を果たすため、

成果のひとつとして、
「漸増（ぜんぞう）追肥農法」が

しかし明治時代に入ると、多数回除草の記述はピタリ

あります。たくさんの肥料を一気に与えるのではなく、稲

となくなります。考えられる理由のひとつとして、国や

の大きさに合わせて追肥をする農法ですが、北海道にも関

大学が外国から農業技術（西洋農学）を教わったことが

また先に述べたように、田んぼにはたくさんの生きも

周りの生きものたちや、大きくは地球から「彼らが田ん

わらず、多いときには 1 アールあたりの収穫量が 900kg

あげられます。しかし西洋農学は田んぼではなく畑の学

のがいて、中には稲が必要とする窒素を固定するものも

ぼにいてよかったね」と、少しでも思ってもらえる生き

問で、「耕して肥料を入れる」という内容でした。

います。つまり水田は植物が必要とする栄養素を生み出

かたができれば嬉しいですね。

（平均は約 500 〜 550kg）を超えたときもありました。
つまり稲は常に肥料を欲しがっているわけではなく、

3,000 年以上続けてきた日本の稲作が、江戸時代の末

必要なときに必要な分だけが与えられればいいんです。

期にようやく整理され、集約された技術のひとつが多数

過剰に肥料をあげた稲は、葉が赤く枯れていることがあ

回除草です。もしそれを続けていれば、こんなに農薬・

ります。一方で正しいリズムで生長している稲は、すべ

肥料を使う農業にはならなかったし、自然界に与える影

ての葉が生きています。一般の農業では、稲本来の姿に

響も少なく済んでいたかもしれないですね。

育てられていないかもしれませんね。肥料の研究を通し
て、田んぼにはそういうところがあることを見せても

体感した農薬の影響

らったように思います。
田んぼを耕して水を入れてみると、1 日で田んぼの表

江戸時代の農書にあった田んぼの除草

面が黄褐色に変わります。それは菌や微生物が増えた結
果で、このように田んぼには稲以外にもたくさんの生き

自然栽培に興味を持ったのは、ある本を読んだとき、

水の酸素濃度を測ってみると、酸素が湧いているのがわ

ていたことがきっかけです。その田んぼでは、周囲より

かります。藻類が光合成と同時に呼吸するため、日中は

も多く、しかも良い米が収穫できているそうだったので、

炭酸ガスを吸って酸素を出しているのです。夜になると

当時大学院生だった荒生 秀紀さん（山形県の自然栽培

光合成が止み、今度は炭酸ガスの濃度が上がります。生

生産者・P10 参照）に「これやってみない？」と誘っ

きものがそこに存在し、生きている証でもあります。

てみました。余っていた苗を田植えし、その田んぼの半
分を何回も除草しました。結果としては、除草に入った
方が 3 倍くらい多く収穫できたんです。
たくさん除草に入るほど、たくさんのお米が獲れる。
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ものが生息していることがわかります。昼間に田んぼの

熊本県で毎日のように除草機を押している方の話が載っ

しかしあるとき、水の酸素濃度を計測していた学生が、
「機械が壊れた」と言いに来たことがありました。調べ
ると機械は壊れていなかったのですが、日中の酸素濃度
が高い時間帯にも関わらず、酸素はまったくありません

そんなことは聞いたことがなかったので、周囲の稲作関

でした。ふと田んぼに目をやると白い粒が撒かれた後が

係者に聞いてみたのですが、誰も知らないし本を読んで

あり、それは除草剤でした。除草剤は、草だけでなく藻

もそういう情報は見つかりませんでした。そのとき、も

類などの菌類も殺していたんですね。そのため光合成が

しかして江戸時代にやってたんじゃないかなって、ち

できず、結果的に生きものの住めない場所をつくり出し

らっと思ったんです。それで持っていた江戸時代の農書

ていたんです。最近は酸素濃度が変わらないという除草

を開いたらあったんですよ。江戸時代も除草回数は 2

剤もあるようですが、非常に危険な行為と感じた出来事

〜 3 回が一般的でしたが、多くやった方が良いという

でした。

粕渕 辰昭（山形大学名誉教授 農学者）
1944 年滋賀県生まれ。1966 年 3 月、岐阜大学農学部
農芸化学科を卒業後、1966 年〜農林水産省農業技術研
究所研究員、1986 年〜農林水産省北海道農業試験場水
田土壌管理研究室室長を経て、1992 年山形大学農学部
助教授。2009 年 3 月、退官。山形大学では 2007 年よ
り 2019 年まで自然栽培をテーマに研究を行う。
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お米のつくり手 2020
全国でお米を育てるつくり手の皆さんが届けてくださった言葉をご紹介します。

小川 一也さん

齊藤 圭太さん

（北海道鷹栖町）

（北海道長沼町）

自然栽培開始年 2006 年
趣味 趣味という趣味はありま
せんが、妻と一緒に疑問に思った
事柄などをああだこうだ言いながら調べているときが楽
しいです。
お米づくりをしていて良かったこと
お米づくりは、それ自体が日本の四季であり、農作業を
通じて季節の移り変わりを肌で感じることが出来ます。
田んぼに訪れる鳥や虫たち、田んぼに生えている草さえ
も愛おしく感じることがあります。ときにはそうでない
ことも……。まるごと受け取ってこそ自然栽培なのだな
とつくづく思います。1 年いちねんが同じようで毎年違
うので、後から振り返ると面白かったなと思います。
1 年を振り返って
今年は、北海道にしては蒸し暑い夏でした。それでも稲
たちはすくすくと育ってくれました。昨年よりも虫の害
が少なく良いお米となりました。また一昨年、うちの田
んぼで「ゆきひかり」から選抜した一回り背の高い株も
本格的に栽培することが出来ました。味はゆきひかりよ
りも甘味やコクがあり美味しく、
「ななつぼし」に負け
ないくらいです。
メッセージ
今年 1 年、世界的に色々なことがありました。そんな
中でも変わらず稲を栽培することが出来たのはとても
幸せなことです。これもお客様の応援があったからで
す。改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。
『品種』…①ななつぼし（未） ②ゆきひかり（未）
「北海道・西日本のお米」「おてんと米」「ゆきひかり」にて
お届けします。 ※屋号…はたけ処らでぃか

石山 宏さん
（秋田県大潟村）
自然栽培開始年 2005 年
趣味 レコード収集 スケートボード
サーフィン
お米づくりをしていて良かったこと
猛暑や厳寒の中で泥にまみれ、ときには嵐や吹雪に晒されな
がらの作業など、苦労する仕事ですが不思議と嫌気やストレ
スを感じることはありません。先人たちも、同じように四季
を肌で感じ同じ空を見上げていたであろうし、きっとそれこ
そが農耕民族本来の姿だと思うからです。自然栽培もまた植
物本来の姿であり、ゆっくりと着実に生長していく様を間近
で見守り本来の味を堪能できる。この本来の姿を知れる ( 気
づける) のは自然栽培農家ならではだと思います。

自然栽培開始年 2019 年
趣味 美味しいものを食べること
お米づくりをしていて良かったこと
お米に限らずですが、自然栽培の田畑には命が溢れて
います。様々な生きものが寄り添い、支え合って循環
しているのです。そのような大きな循環の輪の中に自
分もいるのだと思うと、ふと「ああ よかったな」と思
うときがあります。うまく説明はできませんが、そう
いうことをやっていきたいと思います！
1 年を振り返って
収穫量でいえば今年は平均的な出来だったように思い
ますが、日々管理を重ねていく上で、
「次はこうしてみ
ようか」
「あそこはこうしよう」など、様々な気づきが
多かった点を思うと、
実りの多い 1 年だったと思います。
メッセージ
世の中を見渡すと疑問だらけです。これは本当に体に
良いの？ 無添加？ 不使用？ 何が良いものかもわから
ない。だったら自分でつくろう！ と農業を始めること
にしました。両親が農家だったわけではないので完全
に０からのスタート。新規就農で頑張っています。ご
縁があって無農薬・無化学肥料で 60 年の歴史を持つ水
田をお借りしています。
「食べて美味しいと感じて幸せ
になれるものをつくりたい」
「みんなが笑顔で、健康で
楽しい人生を送れますように」そんな思いでお米をつ
くっています。はなうた農園のお米で少しでも皆さま
の笑顔や幸せのお手伝いができたらと思っています。
『品種』…①ななつぼし ②ゆきひかり ③ゆめぴりか
「北海道・西日本のお米」「ゆきひかり」にてお届けします。
※屋号…はなうた農園

1 年を振り返って
今年の作業を振り返ると、苦労したり急いだりした印象
が少なく何事もスムーズに運んだように思います。天気
もまずまず持ち堪えてくれたおかげで、未熟米の少ない
粒ぞろいの良質なお米が穫れました。実際食べてみると
ここ数年で 1 番美味しかったです！
メッセージ
いつも自然栽培のお米をご賞味くださいましてありがと
うございます。人間をはじめ、すべての生きものは安心
を求めながら日々の生活を送ると言われています。その
安心を皆さまにお届けできればと自然栽培に携わり 15 年
が経ちました。これからもよろしくお願いいたします。
『品種』…①ササニシキ
「石山さんのササニシキ」「瑞穂のしらべ」にてお届けします。
※石山 範夫さんに替わり、宏さんからいただいています。

阿部 淳さん
（秋田県大潟村）

自然栽培開始年 2008 年
趣味 映画鑑賞 機械の修理製作
お米づくりをしていて良かったこと
お米づくりは良くも悪くもダイレクトに環境の影響を
受けるので、人間も自然の一部であり、自然の偉大さ
や素晴らしさ、そして生かされていることを実感でき
ることです。
1 年を振り返って
今年も雨が多かったり、極端に暑かったりと、気をも
むことが多い「稲作」の一年でした。でも、お陰さま
で平年並みの品質・収量は確保できたと思います。た
だ、年々雑草の種類や量が多くなり、人手の確保も難
しくなってきているので、自然栽培の先細りが心配に
なってきています。
メッセージ
今年もお陰さまで無事収穫を終えることが出来ました。
コロナ禍ですが、自宅での食事を楽しむことに心がけ、
いっぱいお米を食べて、元気にこの逆境を乗り越えて
ください。大事なことはしなやかに、そして価値観を
変えて大風をやり過ごすことでは無いでしょうか。
『品種』…①ササニシキ ②あさむらさき（古代米）
「かかしの夢」「瑞穂のしらべ」にてお届けします。

岩井 真二さん
（秋田県大潟村）

自然栽培開始年 2008 年
趣味 磯釣り 音楽鑑賞
お米づくりをしていて良かったこと
お米づくりは 1 年をかけて、じっくりと取り組めると
ころが魅力のひとつです。その中でも自然栽培は肥料
を投入せずに稲が本来持っている生命力を十分に発揮
して育つ究極の栽培方法だと思います。そうして育ち
ゆく稲の姿を見るのはつくり手として大きな喜びです。
1 年を振り返って
この春は田植え直後から順調に育っていきました。今
年の天候の影響だと思いますが、稲だけでなく雑草や
防風林の下草まで大きく育ちました。あぜの草取りを
例年より 1 回多く実施したほどでした。10 年以上自
然栽培を続けているのに、草丈が高くなり初秋の雨風
で倒れたりするほどでした。これには驚かされました。
メッセージ
気がつけば、自然栽培を続けて 10 年も経っていまし
た。その間毎年天候は違いますが、特に今年は稲穂が
大きかった様に思います。大潟村の自然の恵みをたっ
ぷりと吸収して実った、今年ならではの自然米ササニ
シキをどうぞお召し上がりください。
『品種』…①ササニシキ
「かかしの夢」「瑞穂のしらべ」にてお届けします。

桑原 康成さん
（秋田県大潟村）
自然栽培開始年 2016 年
趣味 子どもたちの部活動観戦
お米づくりをしていて良かったこと
毎年田植え後 1 カ月ほどは苗が小さく心配になりま
す。気温が高くなる７月になると一気に生長し、生命
の勢いを感じます。心配と安堵を繰り返しながら現在
に至ります。
1 年を振り返って
収穫量としては例年並みだと思います。台風の直撃は
なかったものの、フェーン現象が多かったため高温障
害が出ました。
メッセージ
コロナ禍の中で育ったササニシキです。皆さまの心と
身体を癒やすお米であってほしいと願っています。
『品種』…①ササニシキ
「かかしの夢」「瑞穂のしらべ」にてお届けします。

齋藤 一樹さん
（秋田県大潟村）
自然栽培開始年 2006 年
趣味 聖書研究
お米づくりをしていて良かったこと
自然の中に著された原理原則によって、圃場が、作物
が、自分自身が改変されていく力を経験できること。
自我を砕かれ謙遜に訊くのでなければ、自然に書かれ
た法則を正しく読むことができないことがおぼろげな
がら分かってきました。これら無限の有用性がある原
則を、どのように展開し、どのように適用していくか
に、私の生涯をかけるだけの価値を見出すことができ
ました。農作業の現場だけではなく、日毎の生活の小
さな一つひとつの事柄に、自然の原則である、自我に
死に他者のために生きることが表されるよう、謙遜と
柔和を求めて前進していきたいです。
1 年を振り返って
非常に恵まれました。異常気象・世界的な疫病の流行・
政治の混乱等々、騒がしく嵐のような時代にあって、
自然栽培の圃場には平安と喜びがありました。毎年草
取りに来てくださるお母さん方とも、共に喜びながら
汗することができています。お互いの信頼感というも
のは、この世で持てる宝のひとつではないでしょうか。
メッセージ
お米を通じて皆さんにお会いできますことを感謝いたし
ます。水田を渡る風は、どこから来てどこへ行くのか私
たちには見ることができませんが、稲穂のサラサラと鳴
る音にその姿を知ることができます。畦に咲く花の香り、
空で歌う鳥の声、力強く湧きあがる雲、優しく地を潤す
雨。種が芽を出し、葉を広げ穂をつけ、実を充実させる
こと。収穫の終わった今は、ただ感謝、感謝、感謝です。
この感謝の気持ちが伴いましたら幸いです。
『品種』…①ササニシキ
「かかしの夢」「瑞穂のしらべ」にてお届けします。

※お米の価格等詳細については、別冊「2020 年度産自然栽培米案内」をご覧ください。内容は変更になる場合があります。
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○各生産者の下部に記載した項目について
『品種』…育てているお米の品種 （未）…お届けする際、米袋には「産地未検査」
（「2020 年度産自然栽培米案内」8P 参照）と表記され品種名が記載されません。
お手元に届いた際、こちらの品種名を参考にしてください。

7

宮入 広光さん
（秋田県秋田市）

成澤 之男さん
栄優生さん

菊池 陽佑さん
裕美さん

（宮城県登米市）

（岩手県遠野市）

自然栽培開始年 2015 年
趣味 野球
お米づくりをしていて良かったこと
田んぼに入ると清々しいとき。また、８月中頃から９
月下旬の稲の姿は立派で感じるものがあります。稲や
藁に触ると気持ちが良いときなど、感覚的なところも
心地よいです。
1 年を振り返って
８月中頃から９月下旬の稲の姿は美しい芸術でした。
食べてもとても美味しいお米になりました。
メッセージ
天日干しのお米は、冬を越すと熟成されて美味しくな
ります。一年を通して美味しいお米の変化を楽しんで
いただければ幸いです。
『品種』…①ハツニシキ（未）
「おてんと米」にてお届けします。

自然栽培開始年 2011 年
趣味 食べること
お米づくりをしていて良かったこと
予想外のことが多発し、その度に頭を抱えますが、
一つひとつ解決したり、その糸口を見つけたりするこ
とで、成長したなと感じる瞬間があること。とにかく、
毎日ご飯が美味しいこと。
1 年を振り返って
今年は 10 回目のお米づくりでした。7 月の低温・長
雨の影響を心配していましたが、ちゃんと実ってくれ
ました。収穫が終わった今は、穏やかに過ごしていま
す。課題はたくさんありますが、少しずつどこに焦点
を当てればよいか、絞ることができるようになってき
ました。また来年頑張ります。
メッセージ
お客さま、生産者の皆さま、ナチュラル・ハーモニー
のスタッフの皆さまは、私たちにとって特別な存在で
す。いつも支えて下さり、ありがとうございます。私
たちのお米は、さっぱり系中心ですが、昨年よりも甘
みともちもち感が強くなったように感じています。お
召し上がりいただけたら幸いです。
『品種』…①遠野 4 号（未）
「おてんと米」にてお届けします。

木村 純さん
（宮城県石巻市）

自然栽培開始年 2006 年
趣味 釣り 読書
お米づくりをしていて良かったこと
自然に沿った生きかたができ、稲自身の力を実感でき
ること。自分たちがつくったお米を販売してくれる方・
食べてくれる方の顔が見え、言葉が聞けるところ。
1 年を振り返って
今年は、種蒔き・田植えまでは順調に生育していまし
たが、梅雨が長期化したため、例年よりも出穂が 1 週
間以上遅くなりました。ですが昨年のような台風に遭
うこともなく、ゆっくりではありますが、しっかりと
生長し、今年も良いお米になってくれました。
メッセージ
長梅雨の影響もありましたが、ゆっくり・しっかり育っ
てくれました。秋の気温が高く、刈り取りが 10 月後半
まで延び、皆さまにお届けできるのが遅くなってしま
いましたが、今年も味わっていただけたら嬉しいです。
『品種』…①ササニシキ 「瑞穂のしらべ」にてお届けします。
※成澤 之男さんに替わり、栄優生さんからいただいています。

自然栽培開始年 2006 年
趣味 読書 温泉
お米づくりをしていて良かったこと
お米づくりは面白くて、特に来作での工夫・改善を考
えるのが好きですね。ワクワクします。自然栽培は、
自分のお米づくりへの意識がそのままお米に反映され
てしまう、誤魔化しのきかないところが難しさでもあ
り、面白さでもあります。
1 年を振り返って
７月頃までの栄養生長期の日照不足と、その後の猛暑
で自然栽培の稲にとっては過酷な気象条件だったと思
います。しかし、ササニシキの底力を見せてくれた感
じで例年並みの出来となり、嬉しくもあり、何でこう
いう結果になるんだろう？ と不思議な部分もあり、
学びの多い 1 年となりました。
メッセージ
毎年恒例となった異常気象ですが、自然栽培のササニ
シキは底力を発揮し、立派に育ってくれました。生命
力あふれるササニシキをご堪能ください。
『品種』…①ササニシキ 「かかしの夢」「瑞穂のしらべ」にて
お届けします。 ※屋号…田伝むし

※屋号…勘六縁

日野 賢二郎さん

阿部 知里さん

（宮城県石巻市）

（岩手県奥州市）

浦山 利定さん
（宮城県色麻町）
自然栽培開始年 2007 年
趣味 旅（神社仏閣教会巡り、温泉巡り）
お米づくりをしていて良かったこと
20 代の頃から透明感あふれる生きかたに憧れていま
した。自然栽培の田んぼは、全てのものを浄めてくれ
る気がして好きです。自然栽培を始めて十数年、お客
さまからの感動のメッセージを沢山頂戴しています。
恐縮しながら嬉しさを感じております。
1 年を振り返って
コロナ禍の影響もあって人手不足になり、作業が遅れ
に遅れ、田植えが６月 18 日（当初の終了目標は、6
月 5 日頃）でした。北日本の岩手では、冬が早く平均
気温が低いため、田植えが遅れることは生育期間が短
くなるため致命的です。しかし不思議なことに、今年
の稲は異常気象も幸いして例年以上の生育をしてくれ
ました。
メッセージ
皆さまに支えていただけるお陰で、今年も安心して自然
栽培のお米づくりをすることが出来ました。本当にあり
がとうございました。今年のお米も美味しく仕上がった
と思います。お気に召してくださると嬉しいです。
『品種』…①ササニシキ ②亀の尾（未） ③ササシグレ（未）
こがねもち（もち米）
「阿部さんのお米」
「瑞穂のしらべ」
「亀の尾」にてお届けします。

山本 佳範さん
（岩手県一関市）
自然栽培開始年 2019 年
趣味 旅行 温泉巡り
お米づくりをしていて良かったこと
簡単ではないので、研究・実験・工夫が必要であり、
それが一番の楽しみです。好きだからやっています。
お客様から「喜び」
「感謝」
「励まし」のお声をいただき、
ありがたく思います。
1 年を振り返って
縦横除草機がかけられるよう尺角植えにして、なおか
つ、乗用除草機の目標のために 8 条のうち 1 条を抜い
た植え方にしました。除草作業優先の実験でしたが、
思ったほどの除草効果は上げられず、収穫量だけは予
想通り 3 割減でした。ただ、稲姿やお米は美しく仕上
がりました。
メッセージ
自然栽培の玄米や分づき米が、免疫力向上に効果大で
す。美味しさだけでなく、皆さまのご健康のお役に立
てれば幸いです。
『品種』…①ササニシキ 「かかしの夢」にてお届けします。

自然栽培開始年 2009 年
趣味 若い頃は野球・アマチュア無線他、色々しまし
たが今は米づくり一本です！！
お米づくりをしていて良かったこと
お米の穂を採り、育てて、収穫して、すべてを自分の
手を使い栽培していることに喜びを感じています。水
田に自分で育てた苗を植えて、水管理をしながら育て
る自然栽培は、稲づくりの醍醐味があります。
1 年を振り返って
今年は春先から、世間ではコロナのことで大変です
が、田を耕し田植えと順調にきました。台風も大し
た影響がなく、米づくりにとっていい年だったよう
に思います。いつも大変なのが除草です。体力勝負
で夏を乗り越えました。水田にサブソイラーによる
耕盤破砕作業を実施した結果、稲の生長に大変良い
ことを体験しました。
メッセージ
自然栽培米は、農薬・肥料を使用しないで育てた米で
す。稲本来の、自分の力だけで実を結んだ米です。そ
のため、植物の持っている力、パワーがあります。こ
のパワーを、食べることによっていただくことができ
るすばらしい食品です。自然栽培のお米をよろしくお
願いします。
『品種』…①ササニシキ 「かかしの夢」にてお届けします。

自然栽培開始年 2003 年
趣味 春の山菜採り 夏の鮎捕り
秋のキノコ採り 冬の甘酒づくり
お米づくりをしていて良かったこと
色々な工夫でどんどん米がとれるようになる。どんど
ん仕事が楽になる。どんどん米づくりが楽しくなる。
限りない可能性のある自然栽培に乾杯！
1 年を振り返って
草取りしない米づくり 5 年目。バインダーで歩いてみ
て、コンバインに乗ってみて、しみじみ思ったこと。
草のない田んぼはいいなぁ。草がない田んぼはこうな
るんだ。稲刈りってこんなに楽しいんだってしみじみ
思うようになりました。
メッセージ
理想の米、それは自然栽培米です。ところが還暦を過
ぎた頃、その米づくりに赤信号が点きました。草取り
の体力に限界を感じたからです。そんな時に草取りを
しない方法をしている人と会いました。あれから 5 年
が経ちました。体力は落ちましたが、収穫量が上がり
ました。草取りしないお米をぜひお試しください。
『品種』…①ササニシキ
「浦山さんのお米」にてお届けします。

※お米の価格等詳細については、別冊「2020 年度産自然栽培米案内」をご覧ください。内容は変更になる場合があります。
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○各生産者の下部に記載した項目について
『品種』…育てているお米の品種 （未）…お届けする際、米袋には「産地未検査」
（「2020 年度産自然栽培米案内」8P 参照）と表記され品種名が記載されません。
お手元に届いた際、こちらの品種名を参考にしてください。
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浦山 登一郎さん
（宮城県色麻町）
自然栽培開始年 2015 年
趣味 アウトドア ゴルフ
お米づくりをしていて良かったこと
１年間の反省点や新しい情報を取り入れて毎年新しいこ
とに挑戦し、米づくりがうまくいったとき。自分で育て
たお米を美味しいと言ってもらえたとき。
1 年を振り返って
前年同様、深水管理による除草に加え除草機での除草を
行いました。苗を潰してしまったり、除草するタイミン
グが難しかった。来年この反省を生かしていきたいと思
います。今年は周りの農家さんがカメムシ被害に困って
いる中、被害も少なく上質なお米が出来ました。
メッセージ
まだまだ農業は未熟者ですが、美味しく、安全なお米を
お届け出来るよう日々頑張っていますので、よろしくお
願いいたします。
『品種』…①ササニシキ 「かかしの夢」にてお届けします。

中川 弘吉さん
（山形県高畠町）
自然栽培開始年 2011 年
趣味 チャリティーガラ
パーティー参加での人道支援
お米づくりをしていて良かったこと
ヒト・自然・地球・宇宙のつながりと、地球の頑張
りが理解できるようになること。地球におけるヒト
の使命が理解できるようになること。
1 年を振り返って
今年は、お米の質としては最良。収穫量は亀の尾が
大きく減収しました。ここも、何がこのように作用
したのか？ 草だけではないモノが必ず作用してい
て、それを考えているのが愉しいですね。
メッセージ
今年のお米も、味わい・香り・食感・喉越し・腹越し（腹
の中で起きる醗酵現象）その全てが過去最高のお米と
なっております。皆さまの食卓を美しく愉しいものにで
きるのであれば、これほど嬉しいことはありません。ぜ
ひ、食べてみてください。ありがとうございます。

眞嶋 稔さん
（山形県遊佐町）

自然栽培開始年 2003 年
趣味 養鶏
お米づくりをしていて良かったこと
自然の営みを感じながら、稲作に必要なこと、必要な
作業を考えること。難しいから楽しい。家族で美味し
いご飯が食べられること。
1 年を振り返って
ひと言で言えば、大失敗。暖冬と、昨年の豊作の反動
が雑草の大繁殖になりました。田植えまでの管理方法
を見直す機会になりました。
メッセージ
今年も頑張ってつくりました。皆さまの心と体に少し
でもお役に立てれば幸いです。
『品種』…①ササニシキ
「かかしの夢」
「瑞穂のしらべ」にてお届けします。

橋詰 善庸さん
（石川県加賀市）

自然栽培開始年 2008 年
趣味 登山ですが、今はＴＶ番組の
画面でドキドキワクワクしています。
お米づくりをしていて良かったこと
稲づくりから収穫まで、その爽やかでたくましい生育
の姿がいいですね。特に刈取り前のおだやかな日の光
の中に、風に揺られ輝く穂波、周りの田（有機を含めて）
から稲が飛び出している姿は感動を越えます。
1 年を振り返って
今年もやはりと申しましょうか、気候変動の激しい年
で、毎年未知との出会いのようでドギマギしながら懸
命に稲に寄り添っています。
メッセージ
皆さまと収穫を感謝し、恵に喜びを共に出来ますこと
を願っております。
『品種』…①コシヒカリ ②滋賀羽二重餅（未・もち米）
「瑞穂のしらべ」にてお届けします。

『品種』…①ササニシキ ②亀の尾（未）
「瑞穂のしらべ」にてお届けします。
※屋号…十四代中川吉右衛門

荒生 秀紀さん
（山形県酒田市）
自然栽培開始年 2010 年
趣味 コーヒー バイク
お米づくりをしていて良かったこと
「自分が食べたいお米を自分でつくる」
。こんな思いで始
めた農業でした。試行錯誤の中で出会ったのが自然栽培
です。育つ姿のたくましさ、田んぼ周辺の草や虫までも
生き生きと輝く様を見て、日々勇気をもらいました。そ
して秋に結んだ実がなんとも美味い！ 今でも毎年感動
があります。この農業に出会えたことで、私の人生が大
きく変わり、今は生活・農業・仕事・趣味の境がほとん
どありません。これほど魅力的な栽培はないでしょう。
1 年を振り返って
コロナウイルスの影響で、子どもたちが通う小学校・保
育園が休校になり、種蒔きから代掻き・田植えと、子ど
もと一緒に行いました。驚いたのが、予想以上に子ども
たちが助けになってくれるということ。来年も、この時
期は学校を休ませようかなと考えてしまいます ( 笑 )。田
んぼの生きものたちが増えたことも大きな変化です。春
先、田んぼで県の天然記念物に指定されているカブトエ
ビを発見しました。さらに秋にはイトトンボ、収穫時期
にはコウノトリがやってきました。これほどうれしいこ
とはありません。残念ながら、収穫量は昨年よりも減収
でした。これは今後の私の努力次第ですね。
メッセージ
感謝の一言です。毎日楽しく農作業ができるのも、食べ
てくれる人がいる安心感があるからです。作物は食べて
初めて命の循環が一巡します。本当にありがとうござい
ます。これからもワクワク感と共にお届けできるよう努
力します。今後ともよろしくお願いいたします。
『品種』…①コシヒカリ
「瑞穂のしらべ」にてお届けします。 ※屋号…荒生勘四郎農場

高橋 正さん
（新潟県新潟市）

綱川 稔さん

木戸 将之さん

（栃木県市貝町）
自然栽培開始年 2003 年
趣味 庭木の手入れ
お米づくりをしていて良かったこと
瑞穂の国と言われる日本（人）の主食であるお米。昔
から稲に関わる暮らしがありました。そのお米づくり
を受け継いで未来につないでいく重要な役目があると
思っています。生命を重視する多くの方々との出会い
があり、刺激になり、心強いことがよかったです。
1 年を振り返って
今年の天候を振り返りますと、7 月はほとんどが雨の
日で気候も低く経過しました。8 月に入ると一転して
高温となり、降雨が極端に少なくなりました。稲たち
も大きな天候の変化にびっくりしていただろうと思い
ます。ともあれ収穫の秋を迎えられましたこと、大自
然の恵みに感謝いたします。
メッセージ
自然栽培米を日々活力の源としていただいてくださり、
ありがとうございます。稲を育てるにあたり、土の偉
力を自然に発揮できるよう心掛けていますが、まだま
だ土の偉力を実感するまでには至っておりません。た
だ目指すところがあるということはやり甲斐につなが
ると思います。自然栽培を継続できるよう、応援をよ
ろしくお願いいたします。皆さまから美味しいと言わ
れるのが何よりの励みです。
『品種』…①農林 48 号（未）
店頭またはウェブで販売いたします。

（奈良県桜井市）
自然栽培開始年 2013 年
趣味 読書 ドキュメンタリー映画を見ること
お米づくりをしていて良かったこと
米づくり 51 年目無農薬栽培米づくり 25 年目です。
11 年前より木村 秋則氏を囲む勉強会に毎年参加し、
自然栽培研究会では、毎年県外の先進農家へ出かけて、
自然栽培の栽培技術を学んできました。それを活かし
て今年は８割の田を自然栽培でつくっています。農薬
をまったく使わない、肥料もまったく使わない栽培方
法、環境に対する負荷をできるだけ少なくすることが
できる究極の栽培方法だと思います。
1 年を振り返って
今年は乳苗試験 4 年目で、自然栽培を全作乳苗に切り
替えて田植えをしました。新潟は冬期間、初めて積雪
がなく、イネミズゾウムシという虫が繁殖し、稲の葉
や根を食害、育成を阻害して茎数不足となり去年の約
7 割の収穫量になりました。来年の課題は、①乳苗に
こだわらず、稚苗あるいは成苗の苗つくりを考える。
②田んぼをできるだけ乾かすことを考えることです。
メッセージ
自然栽培を始めて 8 年目。試行錯誤の連続でここまで
来ました。これからも努力し自然栽培の技術を向上さ
せ、安定した収穫を毎年実現して自然栽培のお米を消
費者に届けたいと思います。
『品種』…①ササニシキ ②コシヒカリ
「かかしの夢」「瑞穂のしらべ」にてお届けします。

自然栽培開始年 1992 年
趣味 美術鑑賞
お米づくりをしていて良かったこと
『健苗は良種から』という先人の言葉に学び、田んぼ
に植えられた苗が日に日に元気にたくましく育つ過程
を見られることは、生産者の醍醐味です。近年は援農
をきっかけに稲作を始める仲間が増えて、みんなで自
然栽培稲作の喜びを分かち合えます。
1 年を振り返って
今年は西日本ではウンカが大発生し、周囲の田んぼは大
被害に遭いました。私や仲間の田んぼは被害に遭うこと
なく、改めて自然栽培の稲の強さを実感しています。
メッセージ
先人たちの稲作に取り組む姿勢を学び、少しでも近づ
きたい、一粒の籾の持っている力を最大限に発揮させ
てあげたい、稲は稲らしくのびのびと育ってほしいと
の想いで取り組んでいます。田んぼは稲を栽培するだ
けではなく、たくさんの生きものたちや微生物・菌な
どが共存し、稲刈り後は冬草・春草が緑の絨毯のよう
に覆います。そんな命の循環が行われ、年々田んぼを
豊かにしてくれています。そんな田んぼで、元気にた
くましく育ち、生命の詰まったお米を食べて元気に
なっていただければ何よりも喜びです。
『品種』…①トヨサト（未） ②東海旭（未）
「木戸さんのお米」にてお届けします。

※お米の価格等詳細については、別冊「2020 年度産自然栽培米案内」をご覧ください。内容は変更になる場合があります。
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○各生産者の下部に記載した項目について
『品種』…育てているお米の品種 （未）…お届けする際、米袋には「産地未検査」
（「2020 年度産自然栽培米案内」8P 参照）と表記され品種名が記載されません。
お手元に届いた際、こちらの品種名を参考にしてください。
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江本 義弘さん
（兵庫県淡路市）
自然栽培開始年 2012 年
趣味 詩吟 旅行
お米づくりをしていて良かったこと
小さい頃から親の背中を見て知らず知らずのうちに農業
を覚え、早や 60 年が過ぎました。若いときは農業が好
きではありませんでしたが、農家の長男に生まれた者は
農地を守らねばならない宿命と自分に言い聞かせてきま
した。今では朝早くから草取り・草刈りを懸命に行って
いますが何の不服も感じません。むしろ農業が天職だと
思うようになりました。一年見守ったお米を収穫する楽
しみは、人知れず心からやりがいを感じています。
1 年を振り返って
今年は 7 〜 8 月に雨が降らず心配した年でした。猛暑を
乗り越え、平年並に実ってくれた稲さんに心から感謝し
ています。現在収穫後の調製作業を行っています。これ
から来年のため田んぼをすき、約８カ月間ゆっくり休ま
せ地力を蓄えます。昔から米づくりは土づくりと言われ
ます。その教えを教訓にするとともに、自然や植物と対
話を繰り返しながら米づくりに励んでいきます。
メッセージ
自然栽培に取り組み 8 年が過ぎました。自然の生態系を
出来るだけ損なわない「土」本来の力を活かしながら「持
続可能な農業の確立」を図ることを大きなテーマとして
日々精進しています。真心こめて育てた安全・安心のお
米です。どうぞご賞味ください。
『品種』…①コシヒカリ
「かかしの夢」「瑞穂のしらべ」にてお届けします。

畑 匡昭さん
（兵庫県三木市）

自然栽培開始年 1995 年
趣味 自動車 農機（特にトラクター）
自然や昔の町並を巡ること
お米づくりをしていて良かったこと
野菜づくりと比べて単純なように見えて、とても奥深
いところ。米を生産するということ、それは命の糧を
自然からいただく役割を担わせていただいているとい
うことです。さらに農村の環境、地域社会をも維持す
るエリアで仕事をさせていただいていると感じます。
また自然栽培の世界に足を踏み入れることで、出会え
るはずのなかった全国の素晴らしい方々に出会える楽
しみも、やっていてよかったことです。
1 年を振り返って
今年はかなりの大減収。高温障害なのか何なのか、今
のところわからない状況ですが、地に足をつけた営み
をしているという安堵感は変わりません。
メッセージ
コロナ禍にあって販売面で多少の支障はありましたが、
栽培（生産）面では何ら影響がなかったと言っても過
言ではありません。田んぼは究極のソーシャルディス
タンスです。耕すのも田植えするのも除草作業も 1 人！

高谷 裕治さん
（岡山県真庭市）
自然栽培開始年 2012 年
趣味 サーフィン
お米づくりをしていて良かったこと
楽しい！ その一言に尽きます。田んぼが沼だと困る
けど、米づくりの楽しさはまるで底無し沼のよう。そ
のまま埋もれちゃってもいいくらいです。
1 年を振り返って
やっと米づくりのスタートに立てたかな、と思える手
応えでした。作業が稲の生育に及ぼす因果関係が少し
ずつわかる気がしてきました。草も少なく収穫量も上
向いてきましたが、来年も失敗を恐れずさらに前に進
んでいきたいと思えるような年になりました。
メッセージ
いつも私達農家を支えてくださってありがとうござい
ます。多くの方がお米を単なる物としてではなく、い
のちとして扱ってくださることをひしひしと感じてい
ます。個人的には、これからも先入観に囚われず自然
栽培の可能性を探るべく、田畑のみならず周辺環境や
社会に関しても向き合っていきたいと思っています。
『品種』…①ササニシキ（未）
「北海道・西日本のお米」にてお届けします。
※屋号…蒜山耕藝

反田 孝之さん
（島根県江津市）

自然栽培開始年 2009 年
趣味 たき火 飲酒
お米づくりをしていて良かったこと
まだ自然栽培の実践 11 年目ですが、未だに次から
次へと難題が出てきます。そう簡単に継続的に上手
くいかないところが（経営を二の次にすれば・笑）
何とも楽しいです。
1 年を振り返って
7 月の洪水で田んぼすべてが湖の底になったり、草
に覆われてあわや稲刈り不能になりそうだったりと、
大変厳しい年でした。他の作物も広くやっているの
で簡単ではないですが、もう少し田んぼに力を入れ
られるようにしたいです（汗）
メッセージ
新型コロナで騒々しい世の中ですが、自然界という
ものをしっかり見極めて、ムードに流されずに生き
ていきたいものです。自然栽培による持続的な経営
がその生きかたの一助となるよう頑張りたいです。
皆で自然栽培から得られる価値観を広げていけたら
と思います。
『品種』…①コシヒカリ
「かかしの夢」「北海道・西日本のお米」にてお届けします。

田植えの応援は 3,000 ㎡に 2 〜 3 人で！ でももう少
し間隔を詰めてもらっても大丈夫ですよ〜。
『品種』…①朝日（未） ②農林 8 号（未）
「畑さんのお米」にてお届けします。

石田 卓成さん
（山口県防府市）

松本 一宏さん
野満 育朗さん
（愛媛県西条市）
自然栽培開始年 2004 年
趣味 登山
お米づくりをしていて良かったこと
自然の中で静かに安心して作業できること。
1 年を振り返って
今年はウンカが大発生し、地域の田んぼが大きな被害
を受けました。私を含め肥料・農薬を用いない栽培の
田んぼはほぼ被害がなく、地域の方もびっくりしてい
ました。また今年はとにかくイノシシ君の来訪が多く、
ワイヤーメッシュに電柵を加えて対応しましたが、食
害を少なくすることが今後の課題です。
メッセージ
どれだけ情報社会が進んでも、春に田植えをして、秋
に稲刈りをするという作物のリズムは変わりません。
農的な流れというのは間違いがなく、心が守られるも
の、という思いで取り組んでいます。今年も美味しい
古代米に育ちました。どうぞご賞味くださいませ！
『品種』…古代米（未）「古代の香り」として販売しています。
※屋号…まんがら農園

丸瀬 和憲さん
（鳥取県米子市）

自然栽培開始年 2013 年
趣味 ものづくり
お米づくりをしていて良かったこと
天然菌との世界に繋がる、地味だけどダイナミック
なスケール感。
1 年を振り返って
毎年課題はありますが、今年の作は特別でした。なん
と、芽が出ない事件勃発！ ( 理由は割愛 ) から始まり
ました。先輩農家さんに多方面で助けられ、何とか収
穫を迎えることができました。本当に皆々さまのおか
げさまを感じる一作でした。
メッセージ
新規就農して 8 年目を迎えました。いつもお米・金胡麻・
お餅など沢山の方に喜んでいただいており、本当に感
謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。
『品種』…①朝日（未）
「北海道・西日本のお米」にてお届けします。※屋号…丸瀬家

自然栽培開始年 2009 年
趣味 魚釣り
お米づくりをしていて良かったこと
年々耕作者が減り、困っておられる地主さんが多い中、
代わりに耕作してあげるだけで喜んでもらえること。
自然栽培に取り組むことで、自然に生かされているこ
とを学ばせていただきました。
1 年を振り返って
山口県の作況指数の暫定値が、ウンカや塩害で 73（平
年の収穫量を１００として）と落ち込む中、予想どお
りウンカの被害には全く遭っておらず、周りの農家さ
ん達に驚かれました。風や台風による塩害の影響は受
けてしまいましたが、無事に収穫できたことに感謝し
ております。
メッセージ
皆さまが食べてくださることで、我々は来年の作付け
を行うことができます。我が国の食糧自給率は相変わ
らず 38% と低迷しておりますが、少しでも自給率を
上げていけるように、また地域の農地を守り続けるこ
とができるように全力で頑張ってまいります。
『品種』…①朝日（未） ②農林 22 号（未）
「北海道・西日本のお米」にてお届けします。

（福岡県朝倉市）

自然栽培開始年 2007 年
趣味 仲間と呑むこと
お米づくりをしていて良かったこと
種が芽吹いた瞬間。消費者の方々から「ありがとう」
と言ってもらえたとき、全てが報われやってて良かっ
たと思えること。
1 年を振り返って
自然環境の変化が激しい中でも、多くの収穫を望むも
のです。作物と対話しながら、自分にできることを考
え、管理していく大切さを改めて感じています。収穫
できていることの尊さが身に染みています。
メッセージ
いつもお世話になっております。作物に変わり、御礼
申し上げます。これからもつくり手として、淡々と自
然と戯れながら継続するのみだと思っております。ど
うぞよろしくお願い申し上げます。感謝。
『品種』…①朝日（未） ②イセヒカリ（未）
北海道・西日本のお米」にてお届けします。

※お米の価格等詳細については、別冊「2020 年度産自然栽培米案内」をご覧ください。内容は変更になる場合があります。
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○各生産者の下部に記載した項目について
『品種』…育てているお米の品種 （未）…お届けする際、米袋には「産地未検査」
（「2020 年度産自然栽培米案内」8P 参照）と表記され品種名が記載されません。
お手元に届いた際、こちらの品種名を参考にしてください。
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お米はどうやって劣化する？
その主な 5 つの原因

ササニシキ

玄米の呼吸

お す す め の 保管方法
購入後は、厚手のタッパーやペットボト
ルなど気密性の高い容器に移して冷蔵保管
するのががおすすめ。空気に触れる面積が

種子でもある玄米は保管中にも呼吸しています。玄米
の呼吸が活発になると、お米の成分であるデンプンやタ
ンパク質の分解が進み、食味の低下につながります。
湿度や気温が高いほど呼吸が活発になるため、梅雨時
期や夏場の管理には特に注意が必要です。

少なく臭いも遮断でき、温度・湿度の管理
がしやすくなります。乾燥によるお米の割
れも防ぐことができます。
また、お米は上から足さずに使い切って
から足すようにしましょう。容器の中に付
着した米糠などが、臭いや虫の発生の原因
となります。
保管方法にもよりますが、夏や湿度の高

お米は空気（酸素）に触れていると酸化が進み、味の
劣化や臭い（古米臭）の発生につながります。酸化は温
度が高くなるほど盛んになります。お米が空気に触れる
面を減らしたり、保管温度を下げることで酸化しづらく
なります。保管する場所は慎重に選びましょう。

虫による食害
冬の間はおとなしいですが、春以降に気温が上がった
り、室温が 15℃を越えると活動を始めます。お米を密
閉した容器に入れ、涼しく直射日光を避けられる場所が
保管に適しています。

お米は野菜と同じ生鮮食品

お米の袋は通気穴が空いている

お米は常温では劣化する

コクゾウ虫／米粒に穴を開け卵を
産み付け、20℃以上になると繁殖
が盛んになります。成虫になると
米粒から出て米を食い散らし、卵
を産んで繁殖しま
す。低 温 に 弱 く、
15℃以下を維持す
ることで活動・繁
殖を鈍くすること
ができます。

ノシメマダラメイガ／お米のヌカ
層や胚芽部に卵を産みます。イモ
虫の形態の幼虫は糠を食べて成長
し、羽化します。蛾になると油脂
分を含んだ食品に
産卵を繰り返しま
す。薄いビニール
なら食い破って入
り込むこともある
そうです。
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宮城県で「ササシグレ」と「ハツ
ニシキ」を親に誕生したお米。粘
り気が少なくあっさりとした食感
が特徴です。口の中でほぐれやす
く特に和食との相性◎ 歴史的観
点から日本人が本来食べてきたの
は、ササニシキのようなウルチ系
のお米だったといわれています。

朝日

ふっくら さっぱり

ふっくら もっちり

古くから「東は亀の尾 西は朝日」
といわれるほど美味しいお米の代表
とされており、この 2 品種を受け
継ぎ改良されてきたお米も多くあ
ります。人工交配していない在来
品種です。ふっくらとした適度な
粘りとしっかりしたコシがあり、
程よい甘さの上品な味わいです。

1893 年小作人だった阿部 亀治
が、冷害にあった田んぼから元気
に実を結んだ 3 本の稲穂を発見し、
この籾を原種とした品種が亀の尾
です。粘りとは違うしっかりした
食感とさっぱりした後味が魅力。
酒米としても有名ですが、味がよ
く独特の香りがあります。

コシヒカリ もっちり

イセヒカリ

ツヤツヤ

1989 年伊勢地方を 2 度の台風
が襲い、伊勢神宮の神田に植えら
れたコシヒカリが完全に倒伏しま
した。その中で 2 株並んで直立し
ている稲が、後のイセヒカリとな
ります。伊勢神宮では、神嘗祭で
このお米を神に捧げるようになり
ました。あっさりとした口あたり
の上品なお米です。

「農林 22 号」と「農林１号」を
かけあわせて生まれました。粘り
が強く冷めても食味が落ちにくい
性質があり、全国のどの地域で栽培
しても平均以上の良食味であること
も特徴です。粘り・ツヤ・香りが
よく人気のあるお米です。お米その
も の の 味 わ い を 楽 し み た い 方、
もっちりした食感が好きな方に。

ななつぼし

ゆきひかり あっさり

あっさり ツヤツヤ

農林 22 号

もっちり

1984 年に北海道で育成されま
したが、「きらら 397」の登場で
作付面積は急激に減少しました。
あっさりとした口当たりが特徴で
す。アミロペクチンという成分の
含有率が低く、お米アレルギーの
方が食べられる品種として注目を
集めています（すべてのお米アレ
ルギーの方が反応しないという意
味ではありません）。

東海旭

さっぱり

1937 年、愛知県で「日の丸」と「豊
年旭」をかけあわせて生まれたお
米。背丈がやや低いので倒れにく
く、分けつが多いのが特徴です。
そのため、当時多収性の品種とし
て県内で急激に普及し、愛知県の
奨励品種になりました。

1943 年兵庫県生まれ。コシヒ
カリの親となったお米です。倒伏
しやすいため、あまり栽培されなく
な り ま し た。粒 は 少 し 大 き め で
さっぱりした味わい。粒にハリと
コシがあります。料理に合わせやす
いオールマイティな味わいです。

2001 年、「ひとめぼれ」を親に
北海道で生まれました。ひとめぼ
れほどやわらかさはなく、適度な
粘りがあるのが特徴です。そのた
め、冷めても食べやすく、お弁当・
お寿司に向きます。あっさりした
おかずに合います。

あっさり さっぱり

カビの発生
お米の水分が 17％を超えるとカビが発生しやすくなりま
す。濡れた手で触った計量カップを米びつに戻したり、湿
気が多く水がかかる可能性がある場所での保管はカビの原
因となります。お米にカビが生えると、黒ず
んだ色に変色し、とぎ汁も灰色に濁ります。
カビが発生したお米は食べないでください。

臭い移り
栽培からお届けまで、
「農薬」
「忌避剤」
「燻蒸処理」
などの防虫対策を行わないため、お米につく虫
を 100％防除することは困難です。そのため清掃
と温度管理により発生を極力減らす対応をして
いますが、万が一商品に不備があった場合には
お申し付けください。

亀の尾

あっさり さっぱり

お米の酸化

い季節はお米の劣化が特に進みやすいため、
2 週間程度で食べきるのが理想です。

お米の品種

お米の保管

お米は長期間保存できる食材ですが、同
時に「生鮮食品」でもあります。保管の
方法によっては簡単に劣化が進んで味が
落ちてしまいます。上手に保管して美味
しくいただけるよう心がけましょう。

自然栽培でお米を育てるつくり手の多くは、昔からある
品種を好んで育てています。新しい品種は過度に品種改
良を重ねたものが多く、また、肥料や農薬を多用してい
なかった時代に育てられていた種のほうが自然栽培と相
性が良いためです。流行に流されることなく、風土に根
ざすいのちの味わいを追求するため、真剣に品種を選び
ます。お届けする品種の一部をご紹介します。

お米は臭いを吸収しやすい性質があります。肉や魚を
はじめ、臭いが強いものの近くで保管するとお米に移り
食味が落ちます。一度ついてしまった臭いは取ることが
できないため、臭いが強いものとは別に保管、もしくは
臭いを通さない容器で保管しましょう。

1909 年

お米の系譜図

銀坊主

それぞれの時代が求める要素
が投影されてきた品種開発。古
い品種に遡るほど、当時の気候
や作業に適した品種のため栽培
は難しいといわれています。し
か し、つ く り 手 は 自 然 栽 培・自
家採種の継続によって、種が土
地に馴染み本来の生命力が発揮
されるよう取り組んでいます。

1925 年

朝日

農林 8 号
1936 年

1943 年

農林 22 号

農林 6 号

1952 年

ササシグレ
1954 年

1935 年

1963 年

ササニシキ

ハツニシキ

東北 24 号

1956 年
1913 年

コシヒカリ

森多早生
1931 年
1915 年

陸羽 20 号

農林 1 号
1921 年

陸羽 132 号

1893 年

亀の尾

1937 年

亀の尾 4 号

…ナチュラル・ハーモニーの宅配で
お取扱いのある品種
※表記の年数は、農林水産省に品種登録された年です。
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