
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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。 

 

通信

 
 

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


謹賀新年 

 
旧年中もサン・スマイルをご愛顧いただき、新年を迎えることができました。 

誠にありがとうございます。 

いつも、新年のご挨拶には旧年の事は書かないのですが昨年はあまりにも大きく、各地に及んだ

災害で、生産者にとってもサン・スマイルにとっても試練が多い年でしたので触れずにおれませ

ん・・・。お付き合いいただけたら嬉しいです。 

 

このような災害が今年も起こったら、もう生活ができない・・・そういう危機感が生産者の中ではあふ

れています。 

今までは無肥料自然栽培の栽培技術と心の融合を目指してきましたが、これからは天候異変に対

応するために今までにない技術を身に着けていく必要に迫られています。 

迫られているといっても時はすぐに来てしまうので待ったなしの状況です。 

一般栽培を行う農家は、「共済」という保険に加入しています。地域での不作等に対応し、支払わ

れるものです。 

無肥料自然栽培農家は共済に入っていない、また入れない場合も多く綱渡り状態の人も多くいま

す。 

ですので一年一年、本当に一般の農家よりも魂を込めています。そのような状況にありながらも無

肥料自然栽培を貫くとは並大抵のハートではありません。 

 

と、すこしあまりにリアルな話でしたが 

その中でも生産者は大地に畏敬の念を抱き、みなさまにも、あらゆる命にも感謝の念をもっていま

す。厳しさの中にも喜びと、幸福を感じながらはぐくまれたお野菜、お米、果物。 

生命力あふれて、すくすくと健康に育ったお野菜、お米、果物。 

そういった命のバトンタッチをさせてだいているサン・スマイルも、よりしっかりしていく気持ちを大切

にして、 

昨今の世界の政治的混乱や行き過ぎた資本主義に対する歪の拡大など、いつ何が起こってもお

かしくない現代、生きていくために最も重要な衣食住。とりわけ重要な食について 100年先も続けら

れる無肥料自然栽培を後世に伝え残していきたい。という想い。 

 

そして究極に安心で、栄養価も高いといわれる無肥料自然栽培を多くの皆様に食べていただき、

おいしいしあわせを感じながらさらなる健康と、健やかな生活を送っていただけるように願いながら、

生産者、食品メーカー、流通業者等、みなで手を合わせて歩んで参ります。 

皆様の忌憚ないご意見を賜りながら、ご支援ご協力を本年もどうぞよろしくお願い申し上げます！ 

サン・スマイル 代表 松浦智紀 



四方山閑話 

 

皆様、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 

ここ数年、ニュースで災害など今まで経験したことのない事ですと報道されていますが、た

まにはいい出来事で今まで経験したことのない事ですと報道されたいものですね。 

ところで青森県の望日可ん農園の工藤さんのリンゴ本当

に美味しかったですね。一口口に入れた時、はっとしま

した。なんともやさしい、さわやかな、上品なものを感

じました。青森県はリンゴに農薬を散布することを義務

づけており、それに違反すると罰せられると聞いており

ます。私はそれを知ったとき、驚きそして憤慨しました。なんて理不尽なんだと。そんな理

不尽の中でも工藤さんは相当工夫されてあのりんごを作られたのであろうと、そしてあの

味は工藤さんの想いを反映したものではないだろうかと思いを馳せました。それ程工藤さ

んのりんごは素敵でした。多くのお客様にも大好評。その中でお客様のお声を少し紹介させ

ていただきます。「遊びに来た甥が、普段は自分からリンゴを食べませんが、皮ごと食べて

いて、妹も驚いておりました。世の中のりんご全てが、食べると幸せになり、感謝の気持ち

がわく工藤さんのりんごのようになったら、リンゴも幸せだろうな、と思いました。育てて

下さった、工藤さん、そしてリンゴに感謝です。」なんかこっちまで幸せな気分になるお声

でした。きっと工藤さんも農家冥利につきるのではないでしょうか。そうなんですよね。特

に無肥料自然栽培、無肥料、減農薬で作られた作物は、手間ひまかけて育てられただけに、

その想いがすごく反映しているのではないでしょうか。以前こういうことがありました。自

然栽培で作られている野菜を食べていた時、妻が「今日のは美味しくないね。きっと夫婦喧

嘩していたのでは」と言ったことがあります。確かにいつもとは違い美味しくありませんで

した。後日果たせるかな彼等は夫婦喧嘩をしていたそうです。これからは皆様召し上がる時

に、どんな味がしてあれ生産者のひとはこんな想いでは、こんな気持ちではなかっただろう

かと、想いを馳せながら食べるのもまた面白いかもしれませんね。           

 

                     サン・スマイル出荷センター所長 堀田 























スタッフ
日向

☆バジルペースト
50ｇ 890円（税抜）

「バジル農家が知っている香りを体験してほしい」そう

願った結果うまれた商品です。香りと色を閉じ込める魔

法の時間・・・収穫から製品化まで数時間以内という新

鮮なままできた商品！

純度と濃さがはっきり体感できる商品です。

バジルも青紫蘇もどちらも
パスタに合います！！

☆青紫蘇ペースト
50ｇ 890円（税抜）

特に和食にも合い、使い道が多いのが、青紫蘇ペースト。

家庭料理を、レストランの味のように引き立てます。

しその風味が濃く、混じりっ気がすくないので、少し使う

だけでも満足感あります。パスタに絡めて和風パスタで

使うのがオススメです！



☆塩にんにくペースト
60ｇ 890円（税抜）

もっと手軽に使いたいニンニク・・・皮むき、刻むのが面

倒そんな時にはこの塩にんにくペーストがオススメ！

また生ニンニクがないときに、重宝！無肥料自然栽培

にんにく使用のすりおろしにんにくです。隠し味に！！

☆旨辛ジャン
60ｇ 860円（税抜）

中国の豆板醤、韓国のコチュジャンなど、辛味プラスで

満足感を増すものがありますが、より一層、和風にあう

のが、旨辛ジャンです！もちろん無肥料自然栽培原料

使用で、辛さが欲しいとき、少し足して満足感アップ!！

☆バジルソルト
40ｇ 580円（税抜）

シママース焼き塩と よしま農園の無肥料自然栽培バジ

ルのコラボレーション商品です！

料理に、ひとふりで香りがしっかりつきます！

肉料理、魚料理にとくによい風味つけとなります。



おいしいはしあわせ

サン・スマイルの

冬の
すっぴん
美肌道場
シミ・乾燥

スマイルワールド ２Ｆ ※店舗とは異なります

日 時

会 場

お申込み
お問い合わせ

TEL

URL

MAIL

H31年1月29日（火）

午前の部 10：30～12：30 午後の部 13：30～15：30

嘉納未来子
2016、2017年ミス・ユニバース
ビューティキャンプ公式講師

自然食の店 サン・スマイル
TEL 049-264-1903
〒356-0005 埼玉県ふじみ野市苗間1-15-27

http://www.sunsmile.org/ eメール：mail@sunsmile.org

株式会社Mi-raie（

費 用 3,500円（税込） 各7名 内容は午前午後同じです。

＊当日キャンセルは全額
ご負担頂きます。

＊お子様連れＯＫです！！
託児なし。



冬のすっぴん美肌道場〜
シミ&乾燥スペシャル！

【シミ&乾燥対策スペシャル✨】

シミはどこからやって来るの？
いつの間に？油断してたらできた？
紫外線ケアを怠ったらすぐできるの？

知らない間にコツコツと出来上がり
ある日突然見つける恐怖‥

？

シミはどうやってできるのか、
原因はなんなのか。

今回は徹底的にシミ対策を考えて
ドキドキビクビクしないで健やかに過ごせるよ

うになるポイント
そして秋冬のお悩みNo.1、乾燥も

実はカラダとお肌の生理機能を紐解けば
簡単に解消できちゃうのです^_^

今しっかりケアして清々しい春を迎えるための
講座です💕

嘉納未来子 プロフィール

北海道旭川市出身。18年前に猫2匹とリュック一つで関西に移住。

自然食品を販売するネットショップで仕入れやお客様サポートをする傍ら、自身のアトピーや月経障害や
低体温症などの様々なトラブルの解消と、発達がゆっくりな息子の為に食事・水・洗剤や化粧品などの生
活用品、身体の歪み、生活スタイル全般を様々な分野の専門家に学ぶ。
それまでのご縁と知識と経験を元に2010年オルネ株式会社をパートナーと設立し、皆様の健康と美容に
役立つ商品の卸販売を始める。

綺麗になる為の食事や水、生活習慣などの勉強会のご要望を多数いただくようになり、啓発を目的とし
た株式会社Mi-raie（ミライエ）を立ち上げ、人間の細胞が本来持つ機能を最大限に活かした美しい状態、
機能美を発揮できる為の【機能美セミナー】を開催している。

Mi-raieホームページ http://mi-raie.co.jp/ 
公式ブログ Miraiの機能美な358日 http://kinou-bi358.hatenablog.com/ 

ある特定商品の説明販売では
ございません。



今回は

「中華料理」

チタン含有ステンレスのお鍋 サラダマスターのクッキング教室

ユーザー様・初め
ての方どなたでも
ご参加可能です！

自然食の店
サン・スマイル
049-264-1903

日にち：2月8日（金）
時 間：10：30～13：30頃

参加費：3,500円(税込）

定 員：10名様程度

リピート率の高いお鍋！
サラダマスターを体感しよう！



●場所 ｽﾏｲﾙﾜｰﾙﾄﾞ2階

ふじみ野市西1-13-12

※店舗とは異なります。

●お申込 049-264-1903

当日キャンセルは参加費全額ご負担いただきます。あらかじめご了承くださいませ。
また、お持ち帰り頂く際お料理の傷みなどに関しての責任は一切負えませんのでご了承下さい。

サラダマスターのお鍋は、決してお安くはありませんよね。でも、頑張ってでも欲し
くなる魅力を沢山持っているお鍋です。
食材のもつ旨みが減少するのか、益々引き立つのか。それは、お鍋次第で大きく
変わります。私はこのお鍋に出会い、毎日のお料理が楽しみになりました！あん
な事もできる、こんなこともできる、いつもよりおいしく出来る！
「お鍋は調味料だ！」
ユーザーの方はレパートリーを増やし、また日頃の疑問の解決に、初めての方は
サラダマスターの世界をとにかく
覗きにいらしてください！
百聞は一見にしかず
百聞は一口にしかず
皆様お待ちしております！



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

      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 

かんたん！メール会員登録  

 

mail@sunsmile.org 

 

 

ご登録の際は次のドメインを解除してください。 

＠sunsmile.org    

 

 

「ともの会」と「子育ておしゃべり会」      
 

 
 

 

あっという間！2時間の子育ておしゃべり会 

妊活中も妊婦さんも大歓迎！ 

●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。 

  

 

ともの会 

1/8(火) 

2/5(火) 

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。特に議題は設けずお話しながら食や

健康、環境など毎日の生活に密着して話を掘り下げて

いきます。暮らしが楽しく笑顔で、子どもたちの将来

が明るく健康的でありますように。今の暮らしの中で

「そういわれたら、おかしくない？」と気が付いたり、

何で？っと思ったり、考えたり、勉強したり！ 

自然食の店だからこそ、あまり報道されない情報や

沢山のお客様からの生声をシェアし、豊かな暮らしに

繋がればと思っています！みんなで、情報の幅を和気

あいあいと広げて活用しちゃおう！ 

 

おしゃべり会 

1/25(金) 

2/11(月・祝) 

 

ともの会 おしゃべり会共 

参加費 500円 10時～12時 店内奥リビング 

○次回日程○ 

ほんどう 

ＱＲコードでピッとかんたん 

メール会員 ご登録 

  

     

  

        

スマホ・携帯で読み込むとご登録画面へと飛ん 

でいきます～。（ＱＲコード読み込みアプリを 

使う又は普通に写真を撮って読み込んでみてく     登録料・年会費なし 解除も楽々 

ださい。機種によって操作が変わります） 

 

 

・ＱＲコードを読めない場合はお名前をご明記の上

以下のアドレスへメールを送信してください。↓ 

 mail@sunsmile.org 

注意）受信拒否フィルターを設定されている場合 

次のドメイン解除をお願いします。 

 ＠sunsmile.org  

 

                     ー 
2/8(金) 10：30～ こんどは中華！ 

サラダマスターを使ったお料理教室 

【サラマス部】開催！詳細は中面へ！ 

 

mailto:mail@sunsmile.org

