
「いただき繕」の会員になる！ 
「素朴かつ贅沢」の生き方を求める方へ—
— 
　人の生涯をかえりみると、 食 ・ 住に半分以上の

時間を費やすことがわかります。  激しい流動性の

現代生活において、 旅の機会が多い人に、 快適

かつ安全な食 ・ 住の環境の確保は最も重要な生

活の智慧と言えます。  

 より物質的 ・ 経済的な色合いが濃くなりつつある

世の中で、 「素朴かつ贅沢」 をコンセプトにはじま

ったいただき繕レストランが、 ロンドン ・ オーバン ・

札幌 ・ 東京 ・ 富山にあります。 特に東京の保谷

店は、 食 ・ 住一体の最善の環境の提供をモット

ーにした食 ・ 住一体型のレストランです。  

　さらに、 北海道の美深にある農園施設、 福井

の越廼村の古民家施設、 スコットランドにある山

菜農園など、 『農哲学院』 の関連施設と連携をと

りながら、 広く皆様にご利用いただけるよう準備を

整えてきました。  

　今後このネットワークは、 大阪、 名古屋、 海外

では、 アイランドのベントリ、 スペインのロンーダ、

アフリカのコンゴに拡大されていきます。  

　多くの方が最少の経費で 「いただき繕」 及び

「農哲学院」 の各地の施設をご利用いただけるよ

う会員券を発行しております。 私たちと共に一時

の 「素朴かつ贅沢」 を堪能してください。  

■会員資格 

 いただき繕の思いに賛同 ・ 応援して下さる方

■入会案内 〈会費〉　 

 個人会員　　　A.3,500 円 / １年 

 　　　　　　　B.10,000 円 / １年 

 法人会員　　　C.30,000 円 /1 年 

■会員特権 

 １. 世界各地の関連施設での宿泊無料 （朝食付）

  （A 会員 ： １回　B 会員 ： ３回　C 会員 ： １０回） 

 2. レストランの利用 （お食事＆商品） ＝ 5% 割引 

 ３. 各種イベント＝５％割引 

 ４. レストラン及び農園での研修を受けられる。  

 ５. マンナネマザーとして、 商品を販売できる。

　富山店では、 来春正式オープンを目指して改

装中の、 福井県の越前海岸にあります古民家宿

レストランへの旅を定期的に開催して参ります。  

　詳細はお気軽におたずねください。

営業時間　11時30分～15時
ラストオーダー14時半

不定休（日曜休）

お休みはHP（facebook）にてお知らせしていきます。

ご来店の際は是非ご確認＆ご予約ください。

いただき繕レストラン　富山有沢店 

〒930-0862 富山県富山市有沢370 
TEL/FAX  076-423-7830

www.itadakizen.com



いただき繕とは 

  今は形骸しつつありますが、遠い昔から東アジア

の文化には、食事という行為を他の生命をいただ

ける恐れと申し訳ない心情（謙虚）で受け止めたす

ばらしい伝統がありました。 それは、東アジアの文

化に限らず全ての文化に存在したはずの普遍的価

値です。 たまたま東アジアの文化に濃く顕われた

現象といえるでしょう。 

　「いただき繕」は、長い時間東アジアの先人たち

が育てきた生活の智慧を、現代の生活に応用する

実践と言えます。 

　現在、人の死亡原因の６５％は、食生活からくる

生活習慣病と言われます。WHO（世界保健機構）

は、世界中の健康で長寿の地域を調査して、健康

長寿のためには、その地域の伝統的な食生活を守

っていくことが大切だと報告しています。   

 

食事の乱れは、魂の乱れの始まりである
魂の汚れが進むと体の汚れ（病気）が始まる 

　食べ物という”いのち”を、ただ「体を稼働させるエ

ネルギー」あるいは「欲求を満たすモノ」とする考え

から、心身の歪み（病気）が始まる故に、壊れてしま

った心身を整えるには、まず、自分自身を生かして

くれる”いのち”を粗末に扱わないことから始まらない

といけない、という先人の戒めです。 

　こうした先人たちの智慧の教えに基づき、他の

生命（食物）をいただいて、欠けたところがないよう

に心身を整え、心身の弱いところを強くし、心身の

壊れた部分を治す行いを「いただき繕」と言います。

 

「いただき繕」は、『農哲学院』の実践活動です。   

ご紹介 ③ 地蔵童子 （じぞうどうし）
〜
　ピーナッツは、他の植物と異なって、実を地中に

結ぶ特性を持っています。 そして、いただき繕の先

人達は、ピーナッツが持つ優れた浄血効果を知り、

「地蔵童子」と呼び、重宝してきました。 

　例えば、彼らは海水で煮込んだピーナッツを、早

渇症（糖尿病）や肺病（結核）の治療によく使いまし

た。 そして、その効果を最大に活かす調理方法が「

ピーナッツの醤油漬け」です。 

 最近の科学的な研究結果も、こうしたいただき繕

の先人の智慧を立証しています。 つまり、豆科の

植物では最大と言われるピーナッツの不飽和脂肪

酸が、血管の壁にくっついているコレステロールを

除去する効果です。その他、ピーナッツ１０個だけで

、成人の一日に必要なビタミンEを賄う（ビタミンB

１も豆の１２．６倍）と言われます。

◎ピーナッツ （落花生） について

　植物たちは、自然界には無い土壌の異物を吸

収し、後の世代のために大地を浄化する性質を持

っています。落花生は特にその力が優れているため

、農薬の多用された土壌、大気や水などで汚染さ

れた土壌で育成されることで、人々にアレルギー反

応を起こす要因になると考えられます。

 自然の調和を保つ栽培方法の落花生は、そうし

たパワーを「生きる力」として、私たちを助けてくれる

大切な"いのち"です。

 

　地蔵童子には、インド産又はアメリカ産の有機

農法で栽培された落花生を使用しております。

アレルギーをお持ちの方は店主にお伝えください。

【地蔵童子原材料】 有機落花生 （インド又はアメリカ産）

醤油 （2010 年国産）、 デーツ （乾燥なつめやしの実）

株式会社マンナネ・ワールドは、命を学ぶ農哲学院の実践活動により運営されています。

・農哲学院キャンパス／北海道・美深、福井、スコットランド
・相生農法農苑・貊／北海道・美深、福井、コンゴ（準備中）
・いただき繕レストラン／LONDON、OBAN、札幌、東京、富山
・食品販売／天日塩・加工味噌、元精穀、海藻商品など
・家創り／古民家再生、店舗内装、エコ住宅、土壁塗り

www.mannaneworld.com

□美深キャンパス 〒098-2207北海道中川郡美深町字辺渓237-2 TEL/FAX:01656(2)4555

□福井キャンパス＆㈱マンナネ・ワールド 〒910-3558福井市八ッ俣町49-25 TEL/FAX:0776(76)2116            

□スコットランドキャンパス Craigard Road, Oban,PA34 5NP Scotland UK Tel:01631565942  

www.agro-philosophy.com

Academy of Agro-Philosophy



いただき繕レストランとして
～素朴かつ贅沢～

　「いただき繕」は、農を通し東洋の先達の智慧か

ら“生命いのち”学ぶ『農哲学院』の具体的な実践

方法として日本ではじまりました。　

　そして、より物質的・経済的な色合いが 濃くなり

つつある世の中で、 「素朴かつ贅沢」をコンセプトに

、 素材の役割を活かし、動物性食品・乳製品・砂

糖などの精製調味料・添加物を一切使用しないオ

ーガニック・ヴィーガンレストランとして、2009年ロ

ンドンに一号店がオープンしました。

　２０11年にスコットランドの港町オーバンに二号店

が、そして、2012年12月に待望の日本店が札幌円

山に、2013年8月には東京店もオープンさせていた

だき、活かされた“いのち”を味わっていただける場と

してご好評いただいております。

　これまで富山では、いただき繕のお話会やご試

食会を行って参りましたが、お陰さまで皆さま方の

ご協力・ご賛同をたまわり、予約制のお食事処＆お

弁当屋さんとしてオープンさせていただきました。

（2013年１２月１日）

　大地の力を備えた自家製の無農薬野菜や、

スコットランドの清浄な海で採れた海藻や山菜、

2010年福井産の熟成手作り味噌などを中心に、

安心安全な自然の恵み＆素材を活かした調和の

美味しさをご堪能いただけます。

　私たちは、食という命を通して人間が本来持っ

ている調和のとれた心身になっていただけるよう、

お客様の生活のサポートを心がけております。

　心身のお悩み、日々の食事に関するご相談など

ございましたらいただき繕の観点からお話させてい

ただきます。

心身を繕い治すためのお弁当の集中コースなども

提案させていただいております。

どうぞお気軽にご相談ください。

ご縁をいただきまして誠にありがとうございます。

富山店主　安岡醴溟（れいめい）

ご紹介 ② 繕華蔵 （ぜんかぞう）

海と大地の調和の調味源

東アジアの身体観によると、 身体の構成要素は

地球 （海と大地による調和の結晶体） を構成す

る要素に他なりません。 繕華蔵は、 そうした海と

大地の調和を兼ね備えた秘伝の万能の調味源

です。

■大地のエッセンス　貊味噌 （みゃくみそ）

　味噌は、 先人より伝承された日本人の生命の

源であり、 『気をおだやかにして腹中をくつろげ、

血を活かして百薬の毒を解する。 麹は消化をよ

くして血のめぐりを正常にし、 塩は筋肉を丈夫に

して食欲を増す』 と先人に重宝されました。

　大豆に含まれる豊富なたんぱく質はそのままで

は吸収されにくいのですが、 味噌になる酵素過

程で約 30％が分解されアミノ酸となるため消化

吸収が良くなります。 また、 消化酵素を多く含

むため、 一緒にいただく食品の消化吸収も助け

てくれるものです。

※　繕華蔵に使用する貊味噌は、 貊農苑の無

農薬米で手作りした米麹、 北海道の有機大豆、

そして、 天日塩 『貊塩』 を使った 2010 年産の

貴重な熟成味噌を使用しています。

■海のエッセンス　紫精華 （しせいか）

　先人たちは、 紫色の海藻の中に腸の汚れを浄

化する優れた能力があると知り、 大切にしてきま

した。

　太古の地球、 清らかな空気と豊かな海 ・ 手

付かずの自然が残る、 スコットランドの海で採取

される、 紫の華が咲いたような海苔のひげとゼリ

ー状の袋を持つ海藻を、 秘伝の製法でじっくりと

煮込みました。

繕華蔵は、 味噌という大地の幸を代表する植物

のエッセンスを、 紫精華という海の幸を代表する

海藻のエッセンスを丹念に調合し、 「引き出し」 「

調え」 「融け込み」 という最高の調味源の三条

件を完璧に具えた一品です。

【繕華蔵原材料】2009 年産熟成貊味噌（貊米麹、国産無

農薬大豆、貊天日塩）、紫精華（スコットランド産海藻、醤油）



水繕行　～理想的な水分の取り方～

　東洋哲学を基にした東洋医学では、自然界に

おけるすべての現象は、五行、木火土金水で構

成されているとし、長寿のための健康維持には、自

然のエネルギーの正しい流れの状態である「水昇

火降」が大切であるとされています。水昇火降を「

自然界」であらわすと、太陽（火）の光が地上に降

り注ぎ、その熱で蒸発した水が水蒸気となって上

昇するエネルギーの循環です。　

　先人から伝えられた「水昇火降」の奥意を、誰で

も体験できるように日々の実践として提案するも

のが、いただき繕の「水繕行＝水いただき法」です。

　人体のほとんどを占めているのが「水」です。「水

繕行」では、植物性の新鮮な食材をいただくことが

、最も浄化された水をいただくことと看做（みな）し

ます。

　また、体の消化吸収の活動が、主な「火」の気の

働きと考え、精神的には喜怒哀楽の感情として現

れると理解します。

　「水繕行」における「水昇」とは、最も浄化された

植物性の新鮮な食材が、体内で最高最善な状態

を保つように頂くことを意味し、「火降」とは、頂いた

水（植物性の新鮮な食材）が円満に消化吸収でき

るようにすること、つまり食事の際に他の水気を混

ぜないために、他の飲み物を一緒にとらないように

心がけることが最も大切な事としています。

　「水昇火降」という体の最善の状態を保つため

に、「植物性の新鮮な食物をいただくこと」、「消化

・吸収を最大限に促すために、食事の後に適切な

間をおいて（食事の消化・吸収が進んだ頃）に飲み

物をいただくことを皆様にお勧めします。

　こうした水繕行の実践より、いただき繕レストラ

ンではお食事のセットに汁ものをお付けしていませ

ん。コースメニューでは黒ゴマのおかゆ（黒ゴマスー

プ）で軽く潤して無理なく頂けるように工夫してお

りますが、必要な方にはお茶をお出し致します。

　私たちと共に水繕行が皆さまの日々の実践と

なることを願います。

ご紹介 ① 元精穀 （かんせいこく）

いただき繕の先人の智慧と優れた調和力

　人間が頂くすべての食べ物 （生命） には、 人

間の体はもちろんのこと、 意識にも影響を及ぼ

す強い働きがあることをいただき繕の先人たちは、

経験智でわかりました。 アジアの広い地域でお米

が主食となったのは、 他の穀物に比べてお米の

人間の意識に対する働きが比較的に優しいことを

経験的に知った人々の智慧 （土着智） の顕れと

言えます。

　いただき繕の先人たちは、 １つ１つの生命力に

畏敬の念を持ちつつ、 また深く吟味することによ

って、 素材の間の相性の故に、 一つの素材の働

きが弱まる （全体的に調和を保つ） 事実に注目

し、 特定の食べ物の影響が強く働くことを避ける

ために複数の素材を調理の時に使うように工夫

しました。

現代の食生活の変化、 素材の生育環境にも

配慮された厳選素材の集まりが元精穀です。

　食べ物が我々の意識と深くかかわっている事

実を考えると、 個々の穀物に人為的な操作 （改

良） が行われることは、 望ましいことではありませ

ん。 元精穀の中に入っている個々の穀物は、 比

較的に人為的な操作が進んでいないもので、 こ

れまであまり表舞台に出てこなかった雑穀が多く

含まれています。

　また、 海藻が持つ優れた浄化力と理想的な

塩分の含有力を生かせるために元精穀には清浄

海域から採取した海藻も含まれています。

（農哲学院採取スコットランド産海藻）

毎日いただくお米は私たちの生命力の源です。

　元精穀を毎日の食生活で生かせることは、 様

々な肉体的な病気やストレスに苦しんでいる現代

人に最も必要な食生活の助けとなるでしょう。

雑穀と豆と海藻たち、 11 種それぞれの特性を活

かしながらも見事に調和を成し、 われわれの心身

の活力の源となる元精穀の深く、 かつ、 美味し

い味を毎日の食卓でご堪能ください。

【元精穀原材料】※もち米と海藻以外はイギリス有機認定品

丸麦、無農薬もち米（美深農苑産）、えんどう豆、緑豆、黒米、ブル
ガー小麦、レンズ豆、きび、亜麻、昆布・海芝（スコットランド産）  



お土産弁当
毎日の健康管理に。

ご家族へのお土産にいかがでしょうか。

※お店でのお渡しとなります。

※状況によりご注文いただいてから15分～30分掛ります。

※お早めにご予約頂けますと、営業時間外のお渡しも可

能です。なるべくお早めにご相談ください。

◎元精飯弁当　　　  　　７００円～

ランチ弁当や家族へのお夕食、会議やお仲間との
集まりなどにいかがでしょうか。ご希望やご予算に応
じて、お好みのお弁当をご用意いたします。

・元精穀ご飯

・ 本日の主菜

・ 本日の蒸し野菜 

　繕華蔵添え

・ 本日の副菜

・ 海藻の佃煮

・ ピーナッツの佃煮　

◎海藻のり巻き１本　　　  　５００円

野菜ナムルと海藻の

佃煮を巻いたごま油

風味のり巻きです。

◎海藻かきあげバーガー　　 ６００円

天然酵母の特性バンズ

に海藻かき揚げを挟み、

繕華蔵ドレッシングを

のせたボリューム満点

のベジバーガーです。

※特性のバンズは札幌店から取り寄せています。
数に限りがありますのでご注文はお早めにお願いします。

お食事
◎いただき繕弁当ご繕

８００円

・元精穀ご飯

・本日の主菜

・本日の蒸し野菜・繕華蔵添え

・本日の副菜２種

・海藻の佃煮

・ピーナッツの佃煮

◎いただき繕弁当ご繕 フルコース

+３００円

・食前　黒ゴマのお粥

・食後　本日のデザート

旬の食材を使い、誠心込めてご用意しております。

本日のお品は、店主から紹介させていただきます。

どうぞ束の間日常から離れ、食事という生命と、頂

くご自身の心身との対話をお楽しみください。

本日はご来店ありがとうございます。

いただき繕　富山店主　安岡醴溟（れいめい）

※アレルギーをお持ちのお客さまへ

醤油・ピーナッツ・小麦が使用されています。
また、同一の厨房で調理しているため、加工または調理
の過程において、アレルギー物質が微量に混入する可
能性があります。ご勘案の上、ご判断をお願いします。



お飲物
富山店では、お食事を主とし、お茶は

ご要望に応じてお出ししております。

本日のお茶は店主にお訊ねください。

※お茶の効能に関して（選び方）

いただき繕では、お茶は調停役でありバランスを整えてくれ

るものだと考えています。効能はひとつの目安としてください。

◎本日のお茶＝決明子（けつめいし）
[エビスグサ]種子の乾燥焙煎。

消化不良（便秘）、目の疲労（肝臓を助ける）に効

果があると言われています。

ロンドンでは、煎じた風味から、オリエンタル・コー

ヒー（カフェインフリー）として好まれています。

◎本日のお茶＝ドングレ茶
日本では甘野老（あまどころ）という、ユリ化の植物

の根と玄米を焙煎したお茶です。

ほんのりと香ばしくやわらかいお茶です。

ドングレとは、韓国語で「丸い」という意味でアマ

ドコロの花も実も丸いことから、そう呼ばれ、丸く調

和の取れたバランスの良い状態になると言われ

てるそうです。

◎笹蕎茶（さそうちゃ） 　　　３００円
熊笹と蕎麦の実を煎じた、腸の浄化を助けるお茶

です。

熊は冬眠の前にたくさんの餌と同時に笹の葉をた

くさん食べますが、これは冬眠中に排便を行わな

いため、腸や血液の老廃物を笹が解毒するため

と言われています。

◎浄腸味噌茶（じょうちょうみそちゃ）

３００円
特性味噌を調合しお茶としてお出しいたします。

浄腸味噌とは

手作りの貊味噌（2009年福井産熟成味噌）に、漢方薬の

法製（毒性の強い薬材の毒を取り除く）に重宝されてきた大

蒜（にんにく）と生姜。強精・補精の食物であるエゴマの実と

醤油漬けの葉を調合した、腸の浄化を促す先人伝承の浄腸

味噌です。 ■１００ｇ＝５００円で販売しております。

そのほか
デザートなども白砂糖、乳製品は使用していません

◎本日のデザート　寒天プリン 
　ごまプリン、カボチャプリンなど

豆乳や豆腐を主にしたまろやかなプリンです。

甘みにはデーツやメイプルシロップを使用していま

す。豆腐クリームを添えてお出しします。

◎南瓜宝（なんきんほう）　　　７００円

小豆、ナツメ、栗、カボチャを贅沢に使用した

素材の甘みが引き立つ消化を促すデザートです。

　

※限定品の為

ご予約ください。

◎順氣粒（じゅんきりゅう）
ブルガー小麦とかぼちゃの種を主に、ごまや海藻を

加えて炒りました。お忙しい時やダイエット時心身を

整えるためのお食事代わりにもなる副食です。
■４０ｇ＝２５０円、１００ｇ＝６００円で販売しております。


