
自然農体験ライブまとめレポート 

　 
伊勢です、 

もう見てくださいましたか？ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
自然農業オンライン体験ライブ 
https://youtu.be/nQvdlG_7Ars 

感想はこちらから： 
https://docs.google.com/forms/d/
1sjvONJp0qHP5YP-3_BCVqn9PuWrCZfkXUVKeZS8oyw4 

※橋本自然農苑WEBサイト 
https://www.hashimoto-farm.net/ 

※橋本さんの卒業生たちの野菜が 
注文できるGRASS 
https://farmgrass.wixsite.com/website 

（橋本さんの農園は注文がいっぱい 
だそうでGRASSさんからご注文ください。） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「土がきれいになれば、世界は平和になる」 

これが、自然農家の橋本さんの思いです。 

以下、ビデオ内容の一部を紹介します。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
無肥料にこだわる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

土に一切、肥料を入れません。 

化学肥料だけでなく 
米ぬかも灰もつかいません。 

https://youtu.be/nQvdlG_7Ars
https://docs.google.com/forms/d/1sjvONJp0qHP5YP-3_BCVqn9PuWrCZfkXUVKeZS8oyw4
https://docs.google.com/forms/d/1sjvONJp0qHP5YP-3_BCVqn9PuWrCZfkXUVKeZS8oyw4
https://www.hashimoto-farm.net/
https://farmgrass.wixsite.com/website


農薬のまかれていない堆肥や 
自分のところの藁や枯れ草は使います。 

＝＝＝＝＝＝＝ 
栄養も満点 
＝＝＝＝＝＝＝ 

橋本さんの野菜は、 

硝酸イオンゼロ、 

糖度、抗酸化成分は5倍の 
美味しい野菜です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
清浄な土をつくる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

有機農法は、栄養という 
パワーを与えるやり方。 

自然農法は土から余計なものを 
取り除き、土をピュアにしていくやり方。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
なぜ虫に食われるのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

肥料の毒（毒肥）を食べてくれるのが 
害虫と呼ばれる虫たち。 

その虫を追い払うために 
農薬を使う。 

そして、毒肥を食べたまま 
死んだ虫が土に戻って 
また、害虫が寄ってくる 
土が生まれる。 

つまり、肥料を使うから 
虫が寄ってくるサイクルに入る。 

肥料を使わなければ 



虫に食われることはない。 

橋本さんの畑には、どれだけ 
探しても虫がいない。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
清浄な種が必要 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

種にも肥毒がある。 

土50％、種50％。 

同じ品種を自家採種と 
買ってきたもので育てると 
明らかに自家採種のものが 
大きく育つ。 

買ってきた種は病気がちで 
小さくしか育たない。 

自然農法で、種は50％の 
割合を占めるとても重要なもの。 

＝＝＝＝＝＝＝＝ 
人の意識も重要 
＝＝＝＝＝＝＝＝ 

自然農法ほど意識が影響する。 

普通の農業では、肥料や農薬が 
バンバン使われるので、意識の影響は 
大きく出ない。 

例えるなら、台風の日の荒れ狂う 
海に小石を投げ入れるようなもの。 

人の意識が小石だとしたら 
何の影響も与えない。 

自然農は、清浄な環境なので 
人の意識の影響が大きく出る。 



例えるなら、鏡のように静かな 
湖に石を投げ入れるよなもの。 

小さな意識が、大きな波紋となって 
畑全体に広がる。 

人間の意識が、大きな波紋をつくり 
大きな影響を与える。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
意識をすればイノシシもこない 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

農地にイノシシがこないように 
意識を向ければ来ない。 

土の中の微生物が応援してくれる。 

人間の意識はすごい。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
微生物活性値が高い農地とは？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

有機農法は、肥料を入れて 
栄養を高める。 

なので、自然農法と有機農法を比べたら 
有機農法の方が、微生物も多いかと 
思われていたが、 

実際に計測したら自然農法の方が 
2倍以上多かった。 

最も微生物が多かったのは 
奥まった山の中で、小川のせせらぎから 
直接水を引いてつくった田んぼ。 

つまり、栄養が高いよりも 
きれいで清浄な事が 
微生物を活性化させる。 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
冷蔵庫で溶ける野菜 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

肥料を使っている野菜は 
古くなると液が出て溶ける。 

虫に食われて糞が 
たくさんつく。 

それが、肥毒。 

自然農の野菜は、溶けたりせず 
枯れて乾燥していくだけ。 

自然農の野菜は、腐らない。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
物質が消えるコンポスト 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

セミナー内で野菜や魚が 
一瞬で消滅する衝撃の映像が 
公開されています。 

ぜひ、ご覧ください。 

宇宙の真空とつながっている 
ゼロポイントがあり、そこから 
物質が消えていきます。 

「ごみ処理に使えばいいのでは？」 

と思う人もいるかもしれないので 
補足です。 

セミナーでは説明が 
ありませんでしたが、 

一度、物質を消すとしばらくは 
追加で物質を入れても 
消えないそうです。 



しかし、満月、新月で 
リセットされると 
再び消えるそうです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
菌根菌の発見が植物の認識を変えた 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

菌根菌を知っていますか？ 

知らなければ、ぜひ、ビデオを 
見て下さい。 

とんでもない話がされています。 

植物は、子育てをするし、 
共に必要な栄養を分け合っています。 

親どんぐりは、どんぐりの実から発芽した 
子供に栄養や必要な抗体を与えています。 

数キロ先の樹が虫に食われていたら 
その情報が、菌根菌を伝って 
森全体の木に送られます。 

植物に必要な栄養を吸い上げるのは 
根ではなく菌根菌です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
適地適作が大事 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

土壌は、 

バクテリアと菌類の比率で 
ステージが決まっている。 

「バクテリア1：菌0.1」ステージ 
雑草のステージ 

「バクテリア1：菌0.3」ステージ 
ナス科が育つ 



「バクテリア1：菌1」ステージ 
とうもろこし、麦など穀物 

「バクテリアより菌が多い」ステージ 
森。針葉樹林が最後のステージ。 

堆肥を入れることで 
土のステージに上がる。 

堆肥でステージ調整するのが 
自然農業。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
イギリスで10年連続で 
連作をしたじゃがいも畑の謎 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

連作は、土の栄養がなくなるので 
できないと言われている。 

ところが、連作すればするほど 
土の栄養値と健康値が上がっていた。 

これが意味するのは、 

じゃがいもは、土から栄養を得ている 
わけではない。 

宇宙とつながるゼロポイントの 
話とつながっていく。 

物質がエネルギー（光と水）に 
還っていったように、 

エネルギーが物質化して 
野菜になる。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
種が無くなれば、人も滅びる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

20世紀で94％の種が 



世界からなくなった。 

日本の種自給率は14％。 

種は瀕死状態。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
種に土壌を覚えさせる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

同じ土壌からとった 
種を使い続ける事で 
種が土壌を覚える。 

種がどうしたら 
大きく育つかを 
自分で考えるようになる。 

＝＝＝＝＝＝ 
種の種類 
＝＝＝＝＝＝ 

在来種 
固定種 
F1種 

それぞれの違いを 
ビデオで解説しています。 

F1種は、化学肥料と農薬が 
セットになっている。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
種には全ての情報が入っている 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

橋本さんがスナック 
エンドウを育てていた。 

絹さやエンドウを育てたいと思った。 



しかし、知り合いに聞いても 
種を持っている人がいなかった。 

欲しいと橋本さんは思っていた。 

すると、その年に、突然、 
キヌサヤエンドウが一つだけ 
出てきて育った。 

完全に謎。 

その一つの茎から育った絹さやを 
大切に育てて、種をとった。 

種は、カラフルな虹色をしていた。 
（普通は肌色） 

今は、絹さやもたくさん 
育てている。 

このような事は、自然農法の 
農家さんはよく体験している。 

橋本さんの知り合いは、 
普通のトマトを育てていて 

イタリアントマトが欲しいと 
思っていたら、突然出てきた。 

つまり、種には全ての情報が 
入っていて、その一部の情報が 
使われて品種ができているだけ 
ということ。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
化学肥料は二酸化炭素の300倍 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

化学肥料は、二酸化炭素の 
300倍の温暖化効果がある。 

オゾン層にも影響を与える。 



中国では、国土の37.1％の土が 
なくなっている。 

毎年、世界中で土が失われている。 

世界の三分の一の土が消えた。 

60年で全てなくなると言われている。 

土は、1センチできるのに100年かかる。 

毎年、数十センチの土が 
なくなっている。 

肥料、農薬で、菌が住めなくなった。 

簡単に風や雨で流されてしまう。 

大気汚染、酸性雨、全て同じこと。 

・・・・・・・・・ 

セミナー内容のごく一部を 
書き出してみました。 

とにかく、見て欲しいです。 

見るのと読むのでは全然違います。 

「農業興味ないし」 

という人も、これは農業を超えた話なので 
楽しんでもらえます。 

ご家族全員、社員全員で、 
ぜひ、お楽しみ下さい。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
自然農業オンライン体験ライブ 
https://youtu.be/nQvdlG_7Ars 

https://youtu.be/nQvdlG_7Ars


感想はこちらから： 
https://docs.google.com/forms/d/
1sjvONJp0qHP5YP-3_BCVqn9PuWrCZfkXUVKeZS8oyw4 

※橋本自然農苑WEBサイト 
https://www.hashimoto-farm.net/ 

※橋本さんの卒業生たちの野菜が 
注文できるGRASS 
https://farmgrass.wixsite.com/website 

（橋本さんの農園は注文がいっぱい 
だそうでGRASSさんからご注文ください。） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

このビデオを一人でも 
多くの人が見る事で 
世界は変わります。 

感想もお待ちしております。 

最後まで、お読みくださり 
ありがとうございました。 

伊勢隆一郎 

追伸： 
今年、ユーチューブに挑戦したい方は 
こちらをぜひ、ご覧ください。 
https://rise-land.com/oise/content/youtube.html 

稼げるユーチューブ活用のコツを学べます 

追伸2： 
「お伊勢さんサロンを紹介してあげるよ」 
という方は、こちらのページを紹介いただけると 
めちゃくちゃ、嬉しいです。 
https://rise-land.com/oise/salon3/share.html 

紹介してくれた方は、ぜひ、教えてください。　 
　

https://docs.google.com/forms/d/1sjvONJp0qHP5YP-3_BCVqn9PuWrCZfkXUVKeZS8oyw4
https://docs.google.com/forms/d/1sjvONJp0qHP5YP-3_BCVqn9PuWrCZfkXUVKeZS8oyw4
https://www.hashimoto-farm.net/
https://farmgrass.wixsite.com/website
https://rise-land.com/oise/content/youtube.html
https://rise-land.com/oise/salon3/share.html

