
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

おいしいはしあわせ® 

 

No.115 2019.5月 
 

「おいしいはしあわせ」はサン・スマイルの商標です。 

サン・スマイル通信 

 
スマホかんたん決済 

 

はじめました！ 

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


世界幸福度ランキング 2018 
2018年 3月に国連から発表されたランキング。日本は 54位だそうです。ランキングの基準は 

「所得」「健康と寿命」「社会支援」「自由」「信頼」「寛容さ」を総合的に判断するものだそうです。 

最近、世界一幸せな国といわれるブータンの方からブータンが国として提唱しているの幸せの基準につい

て、数値化するものがあるのか？と聞きましたら、ファイルをいただいてその中の一つがとても分かりやすか

ったのでご紹介いたします。GNH（国民総幸福量）です。（下記の図は松浦が訳したので、間違っていたらすみま

せん） 

「心理的幸福」「健康」「時間の使い方」「教育」「文化」「政府」「コミュニティ」「生物多様性」「生活基準」を 

大きな柱として 700項目の聞き取りを行うそうです。 

とても驚くことがありました。 

それは明らかに「所得、収入、お金」は幸福を表す度合いのほんの一つに過ぎないという事が、当たり前に

なっていることです。実はわたしブータンに三回仕事で行っています。観光でなく仕事ですので表面上の

事だけでなく、現場の生々しい話を聞くこともあります。 

もしお金が入ったら何をしたいか？と聞くと、ほとんどの皆様が寄付をしたい。と言います。 

空いた時間には何をしますか？と聞くと、お祈りをします。と。 

ブータンに初めて行ったとき、事前にブータン文化の本を見て、毎朝 40分ほどお祈りをするのが日課と書

かれていました。敬虔なチベット仏教国なのです。そして、実際ブータンに行った際、若い人に聞きまし

た。ほんとに 40分お祈りしているの？と。返事は、、、いや今の若い人はしないよ。 

２０分くらいしか。といわれました・・・おどろきました！幸せとは？もっと私達は、身近に幸福に気が付き、感

じてもいい。感じて平和な世の中がもっと広がりますように。                       松浦智紀 

 

 

 



こんにちは！店長本道です。 

珍しくパソコンで記事を書いております。ちょっ

と近頃書き物が多かったので、気分を変えて！ 

サボりじゃないですよね(笑) 

 

さて、地理的表示保護制度（GI）をご存知でしょう

か？地名が付いた食品、例えば夕張メロンや神戸

牛など、その土地の伝統的製法や文化と結びつい

た食品がありますね、それらを登録することで品

質やブランドが守られるということが目的です。 

しかし、この地理的表示保護制度（以下 GI）によ

って、サン・スマイル取り扱いの八丁味噌が今な

ぜか逆にピンチになっています。 

 

八丁味噌は江戸時代に「八丁村で作った味噌」で

あることから「八丁味噌」と呼ばれるようになり 

ました。（現岡崎市八帖町）八帖町では 2 軒の味

噌蔵まるやとカクキューが江戸時代から現在まで

受け継がれる伝統製法で、場所を変える事なく味

と品質を守り続けています。 

 

しかし、２年ほど前 GIが施行されると、これまで

の八丁味噌の条件だった八帖町から愛知県と急に

広範囲にわたって認められるようになり、更に２

年熟成以上していた熟成期間は３か月～可、また

木樽熟成ではなくタンクも OKとなりました。 

 

これは本当に【保

護制度】なのでし

ょうか！ 

実に 680 年以上八

丁村で守り続けて

きたこの 2 つの味

噌蔵の味噌が「八

丁味噌」と名乗れ

なくなってしまう

かもしれない危機に正に今直面しております。 

 

「八丁味噌」ではない味噌が「八丁味噌」として登

録されたことにより、伝統的に守り続けてきた製

法とは違う製法により造られた「八丁味噌」が市

場に出回る可能性が出てきました。そうなれば、

生活者が、そのような「八丁味噌」を伝統的な製法

で造られた「八丁味噌」と間違って購入してしま

う可能性があり、生活者の利益が守られなくなっ

てしまいます。 

 

考えてもみてください…。何百年も

ずっと守り続け、全国的に知名度も

上がり愛用され続けているところ、

いきなり 2 年前から伝統製法は度

外視、そこかしこのご近所から「同

じものだよ」と全国的に販売されて

しまったとしたら…。私だったらあ

の世で先代に会うのがおっかなく

て、死に切れません！ひょえ～！

(‘Д’) 

 

夕張メロンを買ったら「産地：札幌」と書いてあっ

たら変な感じしませんか？ なんだか変ですよ

ね！ 

 

八丁味噌に限らず、食品業界では似たようなこと

が普通にまかり通っています。 

疑わずに信じ込んでいたものが、いつの間にか違

う製法になっていたり、伝統食と思っていたもの

が実はずいぶんと近代化されていたり…。 

食文化に限らず、私たちの目が届かないところで

も信頼できる製法を真っ当に守り抜いて続いてい

るブランドは決して容易に崩してはならない事だ

と思います。 

なにより、何百年も続いていると言う事は大衆に

認められた素晴らしい食文化であると言う事です。 

 

何かが間違っていると思いませんか？GI 制度…。 

 

 

まるやの有機八丁味噌。まろ

やかで深みある香りが特徴。 

 



四方山閑話                                 

皆さん、ゲノム編集食品というのをご存知ですか。ゲノム編集とは遺伝子を狙い通り

切り貼りできる技術、生物の設計図を自由自在に編集できる技術で、その食べ物が

今年の夏から流通するそうです。例えば、ゲノム編集でどのようなことが出来るかと

言うと、牛はある程度大きくなると、一定のところで成長ホルモンが止まるのが自然の

摂理だったのですが、成長ホルモンを抑える機能をゲノム編集でチョキンとカットする

ことが可能になるそうです。するとどういうことになるかというと、際限なく化け物みた

いな大きな牛を造ることが可能になるわけです。そんな牛の肉を人間が食べたら、人

間の遺伝子も作用を受けてＳＦに出てくるような巨大な人間になる事もありうるかもし

れません。 

またｼﾞｬｶﾞｲﾓに含まれる有毒物質であるソラニンなどを抑制し、ｼﾞｬｶﾞｲﾓの萌芽を制

御できることも可能になるそうです。全く以って非常に末恐ろしいことであり、呆れて

開いた口が塞がりません。ｼﾞｬｶﾞｲﾓはその有害物質をも含めてはじめてｼﾞｬｶﾞｲﾓたらし

めるのであり、人類は太鼓から何千年もそれを食べてきたわけで、今そのようなゲノ

ム編集されたｼﾞｬｶﾞｲﾓを食べると、人間の体は異物として認識し拒絶することは充分

考えられるのではないでしょうか。 

そしてこのゲノム編集食品は遺伝子組み替え食品と違って安全性審査を経ないで流

通するそうです。そもそも遺伝子組み換え食品にしろ、ゲノム編集食品にしろ、安全

審査がどうのこうのとか言う以前の問題だと思います。言わしてもらえば、法律を破る

よりも遥かに大きな大罪であると言えます。人間が自然の摂理を破るということは頑

として犯してはならざる大自然の法を破るのに等しいことであり、社会で法を犯せば

当然罰せられるのと同様、人類は何らかの報いは当然受けねばならないことになりま

す。奇しくも、遺伝性難病の治療に長年携わってきた国立成育医療研究センターの所

長で日本人類遺伝学界の理事長でもある松原洋一先生は、「人間の浅はかな知恵で

ゲノムを変えてしまうことは危険を伴います」と警鐘を鳴らされています。 

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

 



「わら1本」オリーブオイルのマイケルさん

イタリアからサン・スマイルに来訪！

令和元年５月１５（水） 11：00～13：00 参加費：7,000円（税込）定員10～15名
程度 場所：Ｓmile World ２Ｆキッチン ふじみ野市西1-13-12
マイケルの現地スライド報告（思いを乗せて） マイケルと仲良くなろう！なん
でも聞いちゃおう質問コーナー 写真撮影（サイン入り！） 本場イタリアラン
チ付 イルフィーロディパーリア白ラベル1本付！（お子様もランチを召し上が
る際は別途800円（税込） など 楽しく過ごします！

イタリアで無肥料自然栽培！オリーブ生産者がやってくる！

生産者と ランチ＆交流会開催

サン・スマイルでオリーブオイルのお料理教室などでおなじみ

（株）アサクラの朝倉玲子さんが扱う無肥料自然栽培のオリーブオイル
「わら一本 イルフィーロディパーリア」。野性味あふれるこのオイルを生
産しているマイケルさんが朝倉さんと共に来訪します！美味しいオイルに
ご興味のある方やご愛用頂いているみなさんと、遠くイタリアの地で無肥
料自然栽培を続けている生産者さんとの出会い‼運命を感じるこのつな
がりも、消費する皆さんあっての成り立ちです！ありがとうございます！

作る人・食べる人 お互い尊重しあい永続可能な明るい未来が世界中に
広がりますように！楽しくイタリア料理をいただきながら交流しましょう！

以下アサクラHPより抜粋
福岡正信の著書「わら一本革命」
それは友達の友達にもらったものだったとマイケルは言う。

「農業研修でイタリアに来ていたアフリカ人があるイタリア人女性に手渡し、それが僕の彼女
のマルタを通して僕のところに届いたんだ。自分達が数年自然農にチャレンジしもがいてい
たのをその友達が参考になればと」
「弟とマルタと、みんなで同時に本をむさぼり読んだよ」

アフリカ人からイタリア人マイケルに手渡された日本人の著書「わら一本の革命」の力、そし
て日本以外の様々な国の人に読み継がれている、ということにまず驚かされる
つづく

左・マイケルをリーダーに、中・弟のヤコボ、右・幼馴染のマッテオ。





衝撃！！「百年杉」との出会い

現在当店でも扱い始めた「百年杉」について少し書いてみた

いと思います。「百年杉」って皆さん聞いた事ございました

か？ちなみに私は初めて聞きました。というよりは、杉が何年

ものなのかと考えたことがありませんでした！（笑）

先に結論から言ってしまうと、「百年杉」はすごい！！と実感

致しました。この季節になると鼻が詰まってしまう私は、日中も

寝るときも口呼吸をしており、口の中が乾燥し、呼吸も辛くな

る時があります。ですが、加藤木材さんにある百年杉の部屋

で説明を聞いていたあと、だんだん

スタッフ
日向

加藤木材代表加藤さんと私

呼吸が楽になってきて、最後帰るころには鼻呼吸ができるぐらい楽に

なっていたんです！！まさに衝撃でした！！

百年杉の10年間の検証で、睡眠時のいびきの消失・減少、睡眠状態の改善（眠れるよ

うになった・夜中起きなくなった・疲れがとれるなど）、痛みの軽減（寝起きのノドの痛み・

ひざ痛の消失、緩和・花粉症の軽減）、空気の察知能力（化粧や香水などの香害に以

前よりも反応するようになった）という感想がよくでてきたそうです。

実際に加藤さんの話を聞いて、すぐまず百年杉まくらを購入しました。今まで夜中に目が

覚めてトイレに行くという行為がかなり改善されて、口の中が乾燥しすぎて痛い、辛いのも

軽減されました。夜中トイレにいってしまうのは、脳への酸素不足が一因とのこと。鼻から

しっかりと酸素を吸引できれば、脳に酸素がまわるので、眠りも深くなり、疲れがとれる睡

眠になる。しっかりと酸素を脳へ吸引できないと眠りが浅くなり、起きてしまうという悪循環。

ですが、まくらだけ変えただけでこの効果を実感することができたら、すのこを敷いたり

ベットを百年杉のものにかえたらどんなに楽ななるんだろうと思っています。

伝えるよりぜひ「百年杉」のすごさをぜひ実感して頂きたいので、加藤木材さんへ

行く、百年杉体感ツアーを実施します！加藤さんのトークも分かりやすく、

楽しく学べます。ぜひ体感してみてください！！







★

★

★

以下　必ずご確認をお願いいたします。

★

★★

切り替え期間はR1.5/1～R2.4/30まで

H31.4.31までにご登録いただいた皆様へ

切り替え当日ポイントはご利用いただけません。

累積ポイントは切り替え翌日以降に移行されます。

これまでから変更となる内容です。

ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞお忘れの際はﾎﾟｲﾝﾄ加算されません。

お電話番号を口頭で頂いてのﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞ呼び出しは個人情報保護

法より控えるよう達しがございました。

1年以上使われないポイントは失効されます。

ご来店の際にレジ

にてお取替えいた

しております。

旧ポイントカード

紛失の際はお申し

出ください。





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

  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 

「ともの会」と「子育ておしゃべり会」      

 

 

 

●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！ 

 

ともの会 おしゃべり会 それぞれ 参加費 500円 10時～12時 店内奥リビング 

※前日までにお申し込みください。当日キャンセルについてキャンセル料はいただきませんが必ずご連絡をください。 

○次回日程○ 

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～。（カメラで写す又はＱＲコード読み 

込みアプリ使う。機種によって操作が変わります）    登録料・年会費なし 解除も楽々 

 

 

 

・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  

 

                      社内システム大幅入れ替えに伴いまして棚卸を

行います。 

皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが何卒よろ

しくお願い申し上げます。 

臨時休業ごあんない 

 

おしゃべり会 

5/13(月) 

6/22(土) 

お子さんが大きくなっても 

ママだけＷＥＬＣＯＭＥ！  

 

mailto:mail@sunsmile.org

