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「おいしいはしあわせ」はサン・スマイルの商標です。





スタッフ 日向

サン・スマイルのロゴ
が八芳園に！！

弊社が理事を務めている一般社団法人農福連携自然栽
培パーティ全国協議会は、株式会社八芳園と農福連携
の活動支援および、自然栽培のブランド力向上を掲げ
たプロジェクトチームを形成。2020年の東京オリン
ピック・パラリンピックに向けて、農福連携の活動支
援、自然栽培の農作物を八芳園様にて提供するなど、
相互の連携を強化していくことについて、2018年３
月７日に包括的連携協定を結びました。
そこで今回、八芳園様にサン・スマイルから無肥料自
然栽培野菜・加工品を提供し、今回のイベントが行わ
れました！スポーツ選手は体が基本で、食事にはとて
も気を付けているので、無肥料自然栽培野菜に興味
津々でした！目の前の料理に、サン・スマイルの食材
が使われていると思うと感動してしまいました！

☆スポーツ選手の話☆
・近年、ドーピング検査が厳しく行われている中、農薬を使用
した野菜を食べ続けていると、禁止薬物を使用していないのに、
ドーピングに引っかかってしまう例が出た。自然栽培というカ
ラダにやさしい食が大事だと感じた。

・ケガをして、リハビリする際に医者から食べ物を変えなさい
と言われ、今までの暴飲暴食を変え、規則正しい野菜多めの食
事に変更したら、怪我の回復が早くなった。また気持ちが落ち
込んでしまいがちだったのが、プラス思考に変わった。

（去る7月27日）

サン・スマイルの
おうどんも使われま
した！！





私のおすすめ

お店には無肥料自然栽培のお米、無肥料自然栽培、農薬不使用、減農薬の野菜が各生産者の方々か

ら入荷しますが、それらをすべて「サン・スマイルのお米、野菜」とひとくくりさせていただきます。  

私はサン・スマイル出荷センターで働いており、サン・スマイル店舗とは殆ど関わりがなく、一人の

お客としてお店に買い物に行きます。僭越ながら第三者的な立場として、「サン・スマイルのお米、野

菜」の素晴らしさをつらつらにお伝えしたいと思います。美味しい、安心安全は勿論のことですが、

それよりも何より「すごい！」と思うのは、今まで病気で何も食べることができなかった方が、「サ

ン・スマイルのお米、野菜」は食べることができたというお話を多く耳にすることです。勿論、無肥

料自然栽培のお米やお野菜は体に負担が少ないので、体の弱った方でも召し上がることができると思

いますが、それがサン・スマイルに一旦入るや、もっと何かしらの力と言いますかエネルギーがアッ

プするように思えます。

今年の夏は異常とも言える暑さですが、長年お店のおいしいはしあわせお野菜セットやお米を定期

購入されておられる前橋にお住まいのお客様で、（前橋といえば名うての酷暑の地として有名ですが、）

その方の 90 歳過ぎたお母様はこの猛暑にもかかわらずお元気で過ごされておられ、サン・スマイル

の食材のお陰ですと、とても嬉しいお便りをいただきました。それも手前味噌になりますが、サン・

スマイルのお野菜、お米が「生命力」、「気」に溢れているからだと思っています。それはひとえに、

スタッフ一人一人がサン・スマイルの理念である「おいしいはしあわせ」そしてお客様の喜ぶ顔を真

に願って、お客様のご健康を真に祈って、そういう想いで仕事に携わり、その想いがお店全体の｢気｣

を高めているからではないかと思います。勿論出荷センターのスタッフ一同も同じ想いで出荷の仕事

をさせていただいております。現に、以前こういうことがありました。サン・スマイルで販売してい

るあるコーヒーをサン・スマイルで買われたお客様がお友達に差し上げられたところ、大変美味しか

ったのでそのお友達の方が別のお店で同じコーヒーを買われて飲まれたら、全然味が違ったと言って、

わざわざサン・スマイルにそのコーヒーを買いにいらしたことがあります。

私たちは「美味しい！」と言って喜んでいただきたい、笑顔になっていただきたい、

ただただその想いであり、そしてなによりも何も食べることができないで苦しんでい

らっしゃるまだご縁をいただいていない方々に、何とかしてサン・スマイルを知って

欲しい、サン・スマイルの野菜を一度召し上がっていただきたい、そんな止むに止ま

れぬ想いがあります。

皆様方のまわりにそういう方がいらしたならば、是非ともこういうお店があること

をお伝え願えますれば幸いです。

堀田（ほった）

医療従事指圧師

サン・スマイル出荷

センター所長











サン・スマイル！夏の感動フルーツ祭り！
夏だからこそおいしい果実豊富に御座います

爽やかな香りと高い糖度、程よい
酸味が人気の果物です。
果肉と果汁と種がゼリー状になって
いる珍しい果物でひと口食べたら
忘れられない味と香り。初めての方
も是非異国のトロピカルな風味を
にお試し下さい。

豊かな自然が残る奄美
肥料も農薬も使わない、地球に
も人にも優しい持続可能な農業
を目指しており、マンゴーに川畑さ
んの人柄にじみ出ております

無肥料自然栽培

奄美大島

ながむら農園 パッションフルーツ

川畑さん無肥料自然栽培

山形県産
夏と言えば何と言ってもスイカの出番です!!
山形県は熊本県に並ぶスイカのメッカ！水は
けの良い砂地で栽培され、自然栽培と相まっ
てすっきりとした甘みと後味スッキリでもう最高
ですね！冷たくひやして早く食べたい～



野田さん

ベリーベリーファーム上田の
ブルーベリーは500円玉くら
いに大きくなるものもあるん
ですよ。

山梨県 南アルプス市

スタッフ井浦哲哉おすすめ!!

北海道

小粒なのに濃厚な甘さが特長です。
ブルーベリーは、人間の身体に必要なビタミン、ミネラ
ルそして食物繊維が多く含まれています。
ブルーベリーの濃い藍色果皮にはアントシアニンが豊
富に含まれブルーベリーは皮まで食べられる果実です

今年のスモモはとってもおいしいです!!
野田さんはとっても頑固ですがスモモは最高!!
スモモに対する愛情は半端ないです
だからおいしいスモモが出来るんですね
食用油を虫よけに散布しておりますが
芯くい虫は手ごわいです！よくぞ立派に育って
くれましたこんなにおいし～い！スモモありませんよ

上田さん

無肥料栽培ソルダム・サマーエンジェル
ビュートと続き最後に太陽の
登場です！果肉は乳白色
程よい歯ごたえと完熟すると
酸味が抜けて強い甘味が感
じられとってもおいしーよ!!



スタッフ 日向（ひなた）

スタッフ
日向

380円（税抜）

ムソー 有機梅酢 200ｍｌ

梅酢の特徴

梅酢とは、塩と梅をかめに入れて梅干しを作る過程で、自然に水として上がってくる梅のエキスを「白梅酢」、
白梅酢に赤紫蘇を加えたものが「赤梅酢」と呼ばれます。自然発酵で出来上がる過程で、クエン酸・リンゴ酸・
ポリフェノールなどの有機酸が豊富に含まれると言われております。私たち日本人が食べるに相応しい、
日本の最強のスーパーフードと言える食材です。

梅酢の一番の働きといえば、驚くほど強力な殺菌・解毒作用です。その即効性は梅干しや梅肉エキスを超えると
言われています。梅酢をこまめに身体に摂り入れることで、血液を浄化し、感染を予防したり、解毒したりする
効果が期待できます。また、クエン酸がたっぷりと含まれています。疲労回復に効果的で、疲れにくい身体づく
りや疲労によるダメージの早期回復に役立つと言われております。まさに万能薬の「梅酢」です！！

梅酢のカンタン活用法

☆梅酢水
夏はスポーツドリンクよりも、この梅酢水で夏バテ解消・熱中症予防！
水に梅酢を数滴たらすだけでＯＫ！外出時にも持ち歩いて、喉がさっぱりと潤って、
クエン酸で疲れ知らずの身体に。美味しい万能ドリンクです。もちろん梅の味です！

☆梅酢スプレー
軽くて持ち運びが便利で、ポケットやバッグに入れておけば、いつでもどこでも簡単に喉にスプレーできま
す。感染症の予防薬としてだけでなく、乗り物酔いをして気持ちが悪いという時にも口の中にスプレーすれ
ば気分が和らぎます。また、口臭が気になる人も、虫歯菌などの雑菌が殺菌されて口臭を抑えられます。
食後、歯を磨くことができない時でも梅酢を噴霧しておけば安心です。
除菌効果もあり、手にかけて使っても大丈夫です！
梅酢は全くベタベタしないので、気になりません。
作り方は簡単で、スプレー容器の3分の1程度梅酢を入れ、2倍の水を入れて振って
混ぜれば出来上がりです。冬場なら常温で2週間くらいは持ちます。
ぜひ、一度試してみてください！





スタッフ

日向

オススメ本紹介

放射能をも克服する日本の伝統食 ＤＶＤ付

ＮＰＯ法人日本食用塩研究会 1,000 円（税抜）

夏になると熱中症対策のために塩を摂りましょうとメディアでよく取り上げら

れておりますが、健康番組では、塩分を控えるように減塩を取り上げているもの

もあります。そこで、本当は塩にどのような働きがあり、どういう効果があるか、

この冊子を読んで調べてみました。

四方を海に囲まれた日本では、塩は海水から作られてきました。天日で濃縮した海水を釜で煮詰め

るというのが、日本の伝統製法です。海水のさまざまなミネラルを含んで、ただ塩辛いだけでなく、

甘味や旨味、コクが感じられて、素材のおいしさを引き出してくれるのが、本当の塩です。

ですが、1971 年法律によって、日本伝統の塩作りが廃止され、今一般的に販売され、食卓に並ん

でいる、イオン交換式という化学工業的な製法に切替えられてしまい、電気により塩化ナトリウム

のみをとり出すことしかできなくなりました。つまり他のミネラル分が入っていない、塩化ナトリ

ウム純度の高い精製塩になります。不自然な塩でただしょっぱいだけでミネラルが欠けた精製塩を

摂ると体が弱ってしまいます。それに比べて日本伝統の塩であれば、いくらとっても問題ないので

す。（とりすぎは良くない場合もあります。）本来の塩には、すごい力があります。健康のバランス

をとるためにはミネラルが重要で、本物の塩摂ったら、よく眠れた、疲労感を感じない、力が出る、

キレイになれるなどいろいろと効果はあると紹介されています。中でも塩のすごさを感じた体験談

は、長崎原爆で被災した秋月医師の話で、塩をしっかり摂ることが大事だと感じ、玄米で塩のきい

たおむすびと塩辛いわかめの味噌汁を毎日徹底して食べ、甘い物を一切断って、対処していたら、

周りの人々はどんどん被ばくしていったが、秋月医師のもと塩を徹底した患者70人と職員20人は、

重い症状も出ず、全員命を取りとめたという話があります。健康のためには減塩。高血圧＝塩のと

りすぎという考えがお馴染みになってしまった人に、ぜひ知って頂きたいです。特に今年の夏は異

常に暑く、汗をかいて塩分が不足がちになると思います。そんな時は、本当の塩をとって、ミネラ

ルを補充しましょう！！

サン・スマイルで一番のオススメ塩は粟国の塩と手塩です。ぜひお試しください！

粟国の塩スタンドパック         手塩 500ｇ

160ｇ500 円（税抜）           1,150 円（税抜）

☆持ち運びも出来ます！！☆

             記 日向道男



T E L F A X

W E B

049-264-1903

M A I L

弊社では、誠に勝手ながら、臨時休業を以下の日
程で実施させていただきます。
大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承
くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

※ お問い合せにつきましては、休業明けに対応させて
いただきます。

049-264-1914

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

自然食の店 サン・スマイル
〒356-0052 埼玉県ふじみ野市苗間1-15-27

臨時休業

9月15日(土)～17日(月)



  

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

かき氷

はじめました！

秩父の天然水の氷
  サン・スマイル特製

手作りシロップ！

次回の「ともの会」と「子育ておしゃべり会」   
ともの会 8/6(月)・9/29（土）

子育ておしゃべり会 8/3(金) Jr.中心・9/8（土）就学前中心

10：00～12：00 参加費５００円（税込）

店内奥リビングにて 少人数制のアットホームな会です！お気軽にどうぞ！

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

いたり話したりするのも色んな情報をシェアしあえて楽しいですよ！

8 月の子育ておしゃべり会は、小中高生のＪｒ世代のお子さんをお持ち

の方中心です。（就学時前でも勿論 OK）小中高校生のお子さんはお留守

番しててね！ママたちの作戦会議⁈です(笑)

キャベツで熱取り体験をしました。おしゃべり会キッズたちと♥

ウルトラマンみたいだね！  

毎月 12 日はトニイの日！

                 トニイの日って…？

トニイは今サン・スマイルで大注目の

「ヘナ」を販売する乙女なおじさんの名

勝手に語呂合わせで決めた 10(ト)2(二）

で 12 日。髪のお悩み相談 DAY です！

ヘナ会！9/12（水）10:00～14：00 頃 実際にヘナをやってみよう！IN スマイル

ワールド 定員５名様 参加費 19,800 円(税込)詳しくは店頭又はお電話で！

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

かんたん！メール会員登録！
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！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！！

        

スマホ・携帯から

     ←らくらく登録！  

ご登録の際以下のドメイン解除お願いします。

     ＠sunsmile.org 
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オリジナルシロップ！

喜界島粗糖＆そのまま

マンゴーのピューレ・

無肥料自然栽培ほうじ

茶シロップの手作りあ

んこのせ等！うひょ～

暑い日にやってます(笑)


