
 

 

 

 

 

 

 
 

 

営業時間 … 10：00～19：00 

定休日  … 日曜日 （祝祭日営業） 

電 話  … 049-264-1903 

住 所  … 〒356-0052 ふじみ野市苗間 1-15-27 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ … www.sunsmile.org 

メール  … mail@sunsmile.org 

フェイスブック いいね！お待ちしてます 

 

 

通信

 
 

 

 

http://www.sunsmile.org/
mailto:mail@sunsmile.org


【コラム】 格差社会 

日本は総中流国家といわれていましたが、今では格差が激しくなっています。 

上記は主に所得を話ですが最近、意識の格差も激しくなっていると感じます。 

 

「今だけ、金だけ、自分だけ」になってしまった現代日本に一石を投じなければ、将来の日本はど

うなってしまうのだろうか？と危機感を持って活動されている方も増えてきていると感じていま

す。 

人間は幸福を追い求める生き物です。みなさん幸福になりたいですよね？ 

幸福になるためにどうしたらいいのか？「今だけ、金だけ、自分だけ」の人は幸せなのでしょうか？ 

私が感じるのは、「幸福を追い求める」という事を考えない、考えられない。 

そんなことを口にしたら哲学や宗教っぽいとみられてしまいがち。 

なんだか何のために人生を送っているのだか・・・と思ってしまいます。 

どうしてそうなってしまったのか？という問いに対して、敗戦後の日本社会が大きく変わったこと

が挙げられます。よい、悪いではないところもありますが 

日本は世界でも珍しい完全な政教分離の国になりましたし、 

教育は自ら考えるのではなく与えられる教育になり 

食は、伝統的な食を捨て、欧米食になりました。 

教育を考えてみたとき、日本人は与えられる教育に慣れすぎています。 

自らが求めなくても、自分の意見を言いたくとも与えられるだけです。学校の先生が悪いわけでは

ありません。極論すれば日本が戦争に負けたので教育制度を自ら作れなかったというところです

し、戦後 70 年経とうとして、利権や地位、組織の仕組みが居心地よくて荒波立ててまで改革もで

きないのでしょう。そういう仕組みですから。 

政治や、社会の仕組みに絶望的になっていても致し方ないので、新しい形を自ら作り出し、その幸

福や笑顔を近隣に波及させていく。 

サン・スマイルのお客様は、子供の教育にもとても熱心で、お子様の幸福を現代の切り口のみでは

なく、様々な切り口を模索しながら子育てしているように感じます。 

学校の授業は物質主義の授業がほとんどです、先生が幸福論を話したりするとクレームになってし

まいますよね。 

子供がどういうときに幸せを感じるのか、感謝できる人に育っていくかは、親の後ろ姿を示せるか

どうかが一番大きいでしょう 

当たり前の日常が、実はあたりまえでないこと。 

それに気が付いて日々小さなことでも感謝できるように、たくさんのありがとうと言える親にな

る。朝起きたとき、食事するとき、食事が終わったとき、トイレに入っているとき、歩いていると

き、仕事しているとき、人と話しているとき、電話しているとき、メールしているとき、潜んでい

る感謝を探して、感謝して、感謝の輪を広げ自然に子供に波及してきましょう！！ 

その拡大が幸福の拡大につながりますから！ そして健康へとつながっていきます！文：松浦智紀 













Natural Foods shop  サン・スマイル 主催

薬も注射もない小児科医
「真弓定夫」ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ映画
上映＆共演者プレミアムトーク

平成３０年

６月２４日（日）

12：00開場 13：00開演

16：05終了

【一般】 前売り 1,500円

当 日 2,000円

【中学生】 前売り 1,000円

当 日 1,500円

小学生以下で座席をご利用の際は

1席500円となります。

【 場 所 】ふじみ野市 産業文化センター

住所：うれし野2-10-48
【ﾁｹｯﾄ販売】サン・スマイル店頭 または

3552食堂（鶴瀬）
【 定 員 】 約170名

チケットをご郵送ご希望のお客様は6/14（木）までにお電話又はメールに

てお申し込みください。お伝えします口座へご入金確認後チケットをご送
付いたします。
当日キャンセルはご返金いたしかねますので予めご了承ください。

お申込・お問い合わせ サン・スマイル
049-264-1903 ✉mail@sunsmile.org

埼玉県ふじみ野市苗間1-15-27 ＨＰ www.sunsmile.org フェイスブックございます！

http://www.sunsmile.org/


「病気を治しているのは、
医者ではない。自然治癒力だ。」

小児科医 真弓定夫

真弓定夫
1931年東京生まれ。
東京医科歯科大学卒業後、佐々病院小児科医長を務めたあと 1974年武蔵野市吉祥寺に真弓小児科医院を開
設。“薬を出さない・注射をしない”自然流の子育てを提唱。
2003年に社会文化功労賞受賞。 「医者いらずクスリいらずの健康法」など著書も多数。

梅津貴陽（うめづたかはる）

昭和45年、神奈川県に生ま

れる。昭和大学歯学部卒業、
歯科医師。医療法人社団
藍青会理事長。食育1級マ

スター。トウリーダー。食事
から身体をいたわる生活習
慣の秘訣や自律神経を整
えて健全な心を養う秘訣、
さらには、世間に溢れる玉
石混交の情報から正しい知
識や智慧を引き出す視点な
ど、より良く生きたい方への
アドバイザーとして、各地で
講演を行っている。

アクセス
東武東上線ふじみ野駅西口下車線路沿いに進んで徒歩約8分
駐車場が数台分のみなので、徒歩または自転車でお越しください。

西口

ここ
ファミリーマート

産業文化センター

みなさまこんにちは！サン・スマイルです。昨年末にこちらのイベント予告
をさせて頂いてからこのパンフレットが出来上がるまでの間も、多くのお問
い合わせを頂いておりました！ありがとうございます。

サン・スマイルでは過去同じ会場で先生にご登壇頂いた事がございます。

あれから数年が経ち、現在は現役を退かれましたが、真弓先生の素晴ら
しいドキュメンタリー映画が完成し、自主上映をさせて頂け嬉しいです！

「医者は廃業を目指すべし。」(真弓定夫）
この言葉の中に人への愛が満ち溢れています。

近年、先進国では特に失われつつある人間本来の力があります。
それは「自然治癒力」
小児科医として子どもたちと接する中、真弓先生が後世に伝えたい全てが
この映画に詰め込まれています。

プレミアムトークでは娘さんの紗織さんと歯科医の梅津さんが登場。お二
人はとても仲良しです。お父さんとして、小児科医としての姿を見てきた紗
織さんと、真弓先生に出会って歯科治療の考え方が変わったという梅津先
生との軽快なトークも見逃せません！みなさま是非ご来場お待ちいたして
おります！

プログラム
第一部 小児科医真弓定夫ドキュメンタリー映画上映
第二部 真弓紗織（真弓先生娘さん） ＆ 歯科医梅津貴陽 によるプレミアムトーク

真弓紗織
クスリや注射を使わない小
児科医として知られてきた
真弓定夫の娘。

リフレクソロジー（反射学）
のプロであり、足指から人
生を読み解くコーチング「ト
ウリーディング」のティー
チャーでもある。

その場しのぎの対応「対症
療法」ではなく、大本の原因
を取り除く「根本治療」の大
切さを伝え続けている。
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スタッフ日向の世界の食事スタイルコラム 

 

サン・スマイル入社して早くも１年半が経過した日向です。 

今回は、世界のいろいろな食文化・スタイルについて調べてみました！！ 

世界にはたくさんの食文化があり、国や宗教上の決まりなどで、日本では考えられないことがマナ

ー違反だったりすることがあります。なので、今回このコラムを読んで頂いて、恥ずかしい思いを

せずに、ちょっとうんちく語れるようになっちゃいましょう！！ 

まずはどんな種類の食事スタイルがあるか、代表的な所を調べてみました。 

 

☆ベジタリアン 

みなさん１度は聞いたことがあると思います。ベジタリアンとは、「菜食主義者」です。肉と魚は一切食べません。し

かし、乳製品や卵などを食べるベジタリアンもいます。乳製品を食べるのはラクトベジタリアン、乳製品と卵を食べ

るのはラクトオボベジタリアンといい、欧米のベジタリアンのタイプは大半がラクトオボベジタリアンと言われてお

ります。 

ベジタリアンになる理由はいろいろありますが、「野菜をたくさん食べた方が健康的やダイエットにいいから」や「今

のトレンドだから」と感覚的にベジタリアンになる方も結構いらっしゃるのではないでしょうか。 

ベジタリアンは多くの国でかなり一般的になっていて、多くの飲食店でベジタリアンのための肉なしメニューも用意

してあります。ドイツ・イタリア・イギリス・スウェーデン・アメリカなどの各国では人口の 3～10 パーセントがベ

ジタリアンだと言われており、宗教的な理由でベジタリアンになる方が多いインドでは人口の 3 割以上もベジタリア

ンだと言われています。 

☆マクロビオテック 

マクロビオティックとは、食医と呼ばれた石塚左玄が考案した食養生。これに感銘を受けた桜沢如一が、中国の「易」

の陰陽の要素を加え、玄米菜食を基本とする「正食」を確立しました。有名なマクロビオティックですが、実は日本

が発祥です。玄米などの穀物を中心に、旬の野菜、海藻、豆などを環境に合わせバランス良く食べる食事法です。穀

物や野菜を中心とし陰陽論を基にした食事をとります。野菜は原則として、その土地・その季節にとれるものを食べ

ることにより、その土地の風土に適した身体になり、健康を保つことができます。このことを「身土不二」という考

え方です。「一物全体」という言葉があり、一つの物を丸ごと食べる、という意味です。野菜なら皮、根、種も含め丸

ごと食べましょうということです。「陰陽調和」という言葉もあり、体を温めるものは陽性で、冷やすものは陰性、と

いったような分け方をします。陰陽のバランス、調和が大切という考え方です。 

 

 



☆ビーガン 

ビーガンとは、「完全菜食主義者」であって、ベジタリアンと違って肉や魚を食べないだけではなく、動物性食品は一

切食べません。肉類や魚介類はもちろん、牛乳、乳製品、卵、蜂蜜、なども全く食べません。 多くのビーガン は食

事だけではなく、動物由来のものも使わないので、皮（レザー）や本物のダウン（鳥の羽）、動物にテストして造られ

た化粧品なども使いません。 

有名人でも最近「ビーガン」になる方が増えていて話題になっています。ビーガンになる理由も道徳的な理由が多く

て、人間は動物を食べなくても健康的に生きられるから他の生き物を殺したくない、という考えなので食事制限とい

うよりライフスタイルそのものです 

☆ハラール 

ハラールは宗教的な食事の規定です。誰でも従って構いませんが、基本は「イスラム教」を信仰する方（ムスリムの

方）が守る食制限です。 

ハラールとは、イスラム法で許可されている食材や料理のことです。非ハラール（食べてはいけない）ものは「ハラ

ーム」または「ノンハラール」と言います。 

食べられないものの定番は「豚肉」です。豚肉そのものはもちろん、豚骨スープや豚を使用している料理が全般的に

だめです。お酒も禁じられているので、多くのイスラム教の方はお酒も一切飲めません。肉類で完全に禁じられてい

るのは豚肉だけですが、他の肉も動物の殺し方、血液の抜き方、調理の仕方などによって制限があります。「ハラール

認証」と書いてある飲食店や商品はこれにならっているので大丈夫ということです。 

☆ローフード 

ローフードとは、RAW（生）FOOD（食べ物）、火を通していない生の食べ物のことで、生食（せいしょく）とも呼ばれ

ていますが、生命力に満ちた食べ物という意味です。ローフードを知る上で、もっとも重要になるのが「酵素」の働

きです。酵素は消化や吸収、毒素の排泄、ホルモンの分泌、代謝など生きていく限り続く体内活動に欠かせないもの

です。体内にある酵素を「潜在酵素」、食物に含まれる酵素を「食物酵素」と言い、潜在酵素の中には大きく分けて、

「消化酵素」と「代謝酵素」があります。消化酵素は、食べた物の消化などに使われるタンパク質です。代謝酵素は、

生きていくために必要な体内の生命活動に関わっています。人間が 1 日のうちに作れる潜在酵素の量は決まっていま

す。まず消化酵素として使われ、残った酵素が代謝酵素となるので、消化にばかり酵素を使うと代謝で使える酵素が

不足してしまうことになります。ローフードは食物酵素を含んでいるので、体内に入った後は自己消化し、潜在酵素

を代謝に使うことができるということになります。なので目覚めが良くなった、美容に良いなどと言われております。 

 

他にも様々な食生活があります。今回はその代表的なものを取り上げさせていただき、とても簡単に説明させていた

だきましたので概略ととらえていただけたらと思います！ 

東京オリンピックを 2020 年に控え、ハラール、ベジタリアンなどの食需要が国内でも急速に高まってきております。

オーガニック食材がこれからどんどん需要が高まっていくと思いますが、まだまだ日本ではオーガニックの普及は全

然できておりません。野菜で言いますと、実は、国内の耕地面積における有機の畑の割合はわずか 0.2％程度しかあり

ません。しかも、ここ数年間ほぼ変動なく 0.2％程度というのが現状です。その中に、無肥料自然栽培農家も含まれま

すので、もっと少ないということです。ブームで急に需要が増えても、今の現状では対応できないと思います。そう

なる前に、今から少しずつ、無肥料自然栽培の輪を広げていき、無肥料自然栽培が当たり前のようになるようにみん

なで広げていきましょう！                               記：日向道男 



次回の「ともの会」と「子育ておしゃべり会」

ともの会 5/3(木･祝)
子育ておしゃべり会 4/21(土)･5/４（金･祝）

4/21は小中高校生のパパママも是非来てね！

メール会員募集中！

お店のお得情報、イベント情報はじめ皆様に
お伝えしたいお役立ち情報を配信中！
登録・解除も簡単です！

サン・スマイル応援お願いします！

スマホ・携帯の方はQRコードから簡単登録↓

パソコンの方は

mail@sunsmil.org へ
お名前をご明記の上送信
して下さい。

年会費、登録料等はもちろん不要！！

ご登録の際以下のドメイン解除お願いします。

＠sunsmile.org毎週土曜は手作り

コロッケの日！

ノンEGG・ノンGMO

おねがい

店舗前の道路へ路上駐車はご遠慮ください。店舗近隣建物の前も路上駐車さ
れません様皆様のご協力をお願い申し上げます。

みんな
だいすき

サン・スマイル通信は医療従事者松浦智紀が監修しています。

ヘナユーザーも絶賛の新しいヘナをお伝えします！

4/12(木)はトニイの日！

トニイって何？トニイの日って誰が決めたの？

お答えします！
トニイは今サン・スマイルで大注目の「ヘナ」を販売
する黄色がイメージカラーの乙女なおじさんの名前。
トニイの日は、トニイが勝手に語呂合わせで決めた
10(ト)2(二）で12日。トニイの周りで発生する局地的な
ちょっとワクワクする日です(笑)
でもこの局地的なワクワクが、なかなかレアな自慢の
発見です！何に心躍るかというと…それは店頭で是非ト
ニイと会ってみて下さいね！黄色が目印！

トニイ店頭販売＆相談会 4/12（木）11:00～16：00
毎月１２日はトニイの日（前後する事もあります）5月は15日(火）ヘナ会

ともの会は代表松浦と、子育ておしゃべり会は店長本
道とのお話会。食や健康、環境など毎日の生活を話題
にし掘り下げていきます。
毎日の暮らしが楽しく笑顔であります様、子どもたち
の将来が明るく健康的でありますように。それには
『今のくらし』を考えてみることがとっても大切。本
などで勉強するのも勿論大切ですが、生の声を聴いた
り話したりるのもまた色んな情報をシェアあえて楽し
いですよ！4月の子育ておしゃべり会は、小中高生の
のパパママを中心に盛り上がりたいと思います！子ど
もたちはお留守番してもらい色々お話しましょうね！
もちろんいつも通りbabyちゃん連れも大歓迎。

店内奥リビングにて少人数制のｱｯﾄﾎｰﾑな会！

mailto:mail@sunsmil.org

