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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。 

 今 回 の 内 容  

●【コラム】 新コロ対策 

●【コラム】 経済お金の事 

●スタッフ紹介 出荷センター 

●限定お得商品いろいろ 

●ミネラル補給 にがりほか 

●うめ を食べよう！ 

●新じゃがあれこれ 折笠農場 

●ＭＹバック レジ袋有料化 

 

などなど 満載です～ 

         

 

 

おいしいはしあわせ® 

 

No.１２７ 2020.５月 
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【新コロ対策】 

皆さま新コロ（新型コロナ）対策その後、いかがされていますでしょうか？ 

新コロを体内で撃退するための唯一の方法である「免疫を上げる」ことについてマスコミの報道、ニ

ュースが少ない気がしますが、 

サン・スマイルでの提案は変わらず、生命力 UP（※）です。 

自己免疫力を UP しよう、自然治癒力を UP しよう、健康な体を保とう！というのが自然食店サン・ス

マイルの一つの役割ですので、創業からそして 3.11の放射線への対応についてもそうですが、全

く提案は変わっていません。 

 

免疫力を高め免疫を付ける事、これが新コロに（限らず）対する最大の防御と攻撃です。 

 

世界的な対応を見たときに隔離政策、集団免疫政策と大きく分けてこの二つの対応があります。 

日本は隔離政策を選択しました。隔離政策をとるという事は、事態は長引くという事にもつながりま

す。方針は変わらないでしょうから、継続して免疫 UP していきましょう！ 

 

人の血管とリンパを合わせるとその管の長さは 30万キロと言われています。なんと地球 7.5周！信

じられませんよね！わたしもにわかに信じられません（笑） 

そんなにたくさんの管の中に免疫様たち（白血球）が常に監視をして、異物等が来た時に対応して

くれているのに、それでも病気になるとは本当によっぽどの事だと思わざるを得ません！ 

 

血液も血管も体の全ては「食べ物」「水」口から入るものからできています！ 

食品添加物や化学物質等で汚染された食で体を痛めつけないように、生命力高い食で、しっかり

と白血球が働ける環境も作ってあげましょう！ 

 

※生命力とは抗酸化力、免疫力、排毒力を合わせたものです（「サン・スマイル通信 2020 年 2 月

号」もしくは「放射能関係サン・スマイルの方針」を参考）ない場合はお申しつけ頂けましたらご用

意させていただきます）。 

 

※サン・スマイル 123 号 2020 年 1

月号から繋がっているお話ですの

で、お持ちでないお客様はぜひお

声掛けください。 

松浦智紀 記 

 

 

 

【追記】いま薬の「アビガン」が注目

されています。重大な副作用は

「異常行動」「肺炎」等々・・・！ 

あらゆるお薬はぜひ「添付文書」と

検索して調べてみてください。 





経済 お金の事 

 

3月 22日に新コロの影響からアメリ

カの政府系銀行 FRB（日本の日銀

にあたる）が、無制限にお金のドル

を印刷することを決めました。4 月

30 日印刷を継続する決定をしまし

た。 

 

 

日本は 4月 27日に同じく無制限に

お金（円）を印刷することに決めま

した。 

 

新コロの影響からの経済対策という

ことです。 

 

 

サン・スマイル通信 1月号もご参考

にしていただき 

 

ぜひ「お金」というものについて再

考するいい機会かもしれません。 

 

再考というのは 

お金の本来の意味の事です。 

 

分かりやすいのは 

ミヒャエル・エンデの「モモ」です。

小説でも映画にもなっています。 

 

パン屋のお金とカジノのお金は何

が違う？ 

 

次の社会に活かされますように 

 

松浦智紀 











やお：720ｍｌ　2000円（税別） よろづ：720ｍｌ　2000円（税別）

寺田本家　精米歩合10％　の清酒が5月中下旬に新登場予定です！

そ・の・名・も！

企画・仕込み等　自然回帰

企画・販売等　サン・スマイル　（陽）

原料米　熊本県稲本農園　稲本薫　（薫）

価格未定（720ml　1800ｍｌ）

ご注文・お問い合わせは  ～おいしいはしあわせ～　サン・スマイル
埼玉県ふじみ野市苗間1-15-27　　　   　　　ＴＥＬ ： 049-264-1903　 FAX：049-264-1914

e‐mail: mail@sunsmile.org

※未成年者の飲酒は法律で禁止されています

家　飲みに　腸内フローラ絶賛！　サン・スマイルの自然酒！

自然回帰　陽薫（しぜんかいき　ひのかおり）

そして　令和二年　新酒　登場！

2013年から始まった　サン・スマイル＆
自然回帰＆寺田本家　無肥料自然栽培
米を使用した自然酒企画！今年はつい
に清酒です！まだ完成しておらず、試飲
も出来ていませんが、こうご期待です！
現在酒粕を店頭で販売しております（限

定）

よろづ 【要冷蔵】

●原材料名：米・米麹

精米歩合：90％

どぶろく 特有の濁り酒 甘さがあり甘さが

残らず、すっきり感があります！

【よろづ】

このお酒は鎌倉時代から江戸時代まで

盛んに作られていた情報である菩提酛で

仕込みました。

生酛の原型とも言われているこの仕込み

法は、空中に浮遊する天然の乳酸菌と

酵母菌を取り込む自然の力を利用した

もので「どぶろく」の基本的な作り方です。

普通の純米酒と比べ、数倍以上の有用菌、

有機酸、アミノ酸が豊富で健康維持

としても御愛飲ください。

仕込み時期によって味の違いがあり、

変化する生きたお酒です。季節ごとの味を

お楽しみください。清酒とは全く異なる酒です

【やお】

生命ある「玄米」と微生物の生命が

結ばれ誕生しました｡酸味が強く､独特の

香りがあり､アルコール度数が低く、

従来の日本酒という概念から大変かけ

離れています。瓶の中では乳酸菌や

酵母も生きていて､醗酵しているため

日々風味が変わっていきます。

酵母や乳酸菌にはさまざまな健康効果が

報告されています。

たいへん酸味が強く漬けもののような

香りと味わいの酒です。清酒とは全く

異なる酒です。

必ず立てて冷蔵保存してください

や お 【要冷蔵】

●原材料名：米・米麹

精米歩合：100％ 玄米

強い酸味で、香りも独特な摩訶不思議な雑味。

はまると癖になるお酒です！









☆田上元商店 梅エキスドロップ６５ｇ

☆ﾑｿｰ 有機梅干 180ｇ

日本では古くから愛されている食べ物で、健康食品や保存食としても重宝されてきた「梅干し」ですが、
最近は、食べる人が減っている傾向に見受けられます。ですが、梅干しにはすごいパワーと魅力が秘め
られています。酸っぱさの原因はクエン酸で、小さな1粒にレモン1個の2～3倍といわれています。クエ
ン酸は血液をサラサラにし、血流を改善して免疫力を高め、風邪などかかりにくくなるといわれ、胃炎
や胃潰瘍、胃がんの原因となるピロリ菌の活動を抑制する効果も認められているそうです。さらに、疲
労回復にも効きます。代謝を活性化させると同時に、疲れの原因となる乳酸を分解して体外へ放出する
効果もあるそうです。また梅干し見ると唾液が出てきませんか？唾液には殺菌効果があり、体内に入る
前に悪い菌をやっつけてくれます！！これだけ効果がある梅干しってすごくないですか？食べてみたく
なりませんか？ぜひ、梅干しを食べてたくさんパワーをもらってください！！

730 円（税抜）

1,800 円（税抜）

☆無双本舗 有機梅醤陽寿２５０ｇ

300 円（税抜）

身体を温める手当て法として、マクロビオテック愛好者に定番
の梅醤陽寿です。有機ＪＡＳ認定商品です。

奈良奥吉野の有機青梅を、減塩しない本物の梅干にしたものを使用。また、有機栽培された国
産丸大豆と小麦を使い、昔ながらの杉樽で仕込んだ有機醤油を使用しています。
・飲み方
湯のみに小さじ１～２杯の梅醤陽寿を入れ、熱い無双番茶を七分目ほど注いでください。少量
の生姜を加えるとよりおいしくなります。お好みでどうぞ！
梅醤番茶は正食手当て法の中で陽性な療法にあたるため、朝一番など食前か空腹時に飲むよう
おすすめします。お薬ではありませんが、１日１～２杯が目安です。味加減は、飲む本人がお
いしく感じるようにしてください。幼児や子どもには大人の４～５倍に薄めるなど、人の体質
はそれぞれ異なりますので、薄くしたり濃くしたりして好みを探ってみてください！！
・こんな方におすすめ
胃腸の調子がおかしい、疲れやすい、貧血気味、寒さに弱い、食欲がない、朝の目覚めがすっ
きりしないなどの方におすすめ！！ぜひお試しください！！

有機ＪＡＳ認定商品で、奈良県産の梅・しそを使用。食塩はシマ
マースを使用しています。塩度は18～20％です。
合成添加物・化学調味料等は一切使用せず、昔ながらの伝統製法
で仕上げています。

老化防止、血液浄化、活力増進、殺菌効果、疲労回復など梅干しにはたくさんのパワーが
詰められています！！

梅肉エキスと、ミネラルを含む黒糖をふんだんに使用しています。
梅肉エキスのすっぱさと黒糖の甘みで、おいしい甘ずっぱいドロップ。
後味もとても爽やかなドロップです。
梅肉エキスは青梅の果汁を長時間煮詰めてペースト状に濃縮した日本
の伝統的な健康補助食品です。
個包装していますので、持ち歩きにも便利です。

＊梅干しってすごいよ！！



北海道十勝地方幕別町の折笠農場 ご紹介! 

今回は北海道十勝地方幕別町の広大な農場で無肥料自然栽培

をしている折笠さんのご紹介です！サン・スマイルのジャガイモは  

一番広い畑で栽培されています！  

北海道ならではの風景は憧れち

ゃいますね！面積も広ければ機

械も超大型です。ヨーロッパ製

の何百馬力もあるトラクターや

収穫機が何台もあり本州ではな

かなか見られる物ではありません

ね！なんとＧＰＳを使って無人

で畑を耕すトラクターまで使って

いるそうです。人が小さく見えま

す。  

 

出荷センター主任 井浦哲哉 



肥料も農薬も使わずこんなに立派なジャガイ

モ (さやあかね )が出来ちゃうなんてすごいです

ね !折笠さんは「一番大切なのはその土地に

あった作物品種選びが重要」と言っておりま

す！ジャガイモだけで無く小豆・青大豆・黒豆

など夏場はミニトマトも幅広く栽培しておりま

す。秋のジャガイモも

おいしいけど本当の

旬は『春』でんぷん

質が糖化する今が

一番おいしいと先日

も言っておりました！ぜひご賞味下さいね     







サン・スマイルのレジやお野菜コーナーに写真登場！ 

 

3 月に入ってからレジ等で写真を飾ら

せていただいています。山梨県北杜市

の小黒農場の様子です。 

もう 10年以上のお付き合いで毎年楽し

みにしてくださっている方も多くなっ

て、小黒さんのお野菜がお届けできる

ことがとても喜びです！ 

 

小黒農場さんは 6月に 

コマツナ、サラダミックス、サニーレタス

からはじまり、インゲン、中玉トマト、ミニ

トマト、トウモロコシ、キュウリ、カボチ

ャ、ピーマン、ししとうが随時お店をにぎわせてくれる予定です！ 

 

どんなところで野菜が栽培されていて、栽培の中での自然とのかかわり、野菜の生育の状況などな

ど不定期ですが写真はどんどん変わっていきます(^^)/ 

小黒さんもとっても素敵な方でご夫婦と三人のお子様で農業をしています。 

ぜひレジでの毎回の写真 お楽しみに☆☆☆☆☆ 

（台は加藤木材さんに協力いただいた 100年杉！ずっとご縁が続きますようにと願いを込めて） 



無肥料自然栽培 熊本県水俣 

あまなつ生産者グループ からたちさんの通信「からたちの道 No.15」より 

 

からたちさんは、元をたどると数十年の歴史を持つとても優秀な、地域貢献をされてきた生産者を

中心とした団体です。 

無肥料自然栽培にとりくみ、サン・スマイルでは、甘夏などを扱わせていただき大好評を頂いていま

す！（今期は終わってしまいました・・・・） 

あまなつに限らず、無肥料自然栽培や、固定種栽培は誰でもできますが継続すことがとても大変な

栽培方法です。 

サン・スマイル全国各地約 150 件の生産者さんたちは日々悩み、喜び真剣に大自然に向き合って

いるとても素敵な方ばかりです。そのような方たちとご縁を頂いております事に感謝感謝です！ 

そしてその中で、サン・スマイルの皆様へお届けできます事は何よりの喜びです！（私も！） 

（以下抜粋） 



高知県 無肥料自然栽培 生姜 生産者 空の下 榊原さんより！ 

 

ショウガは周年使いますよね。とくに冷え体質の方にとても喜

ばれています！ 

しかも榊原さんは無肥料自然栽培！圧倒的パワーの生姜で

す！ 

東京暮らしから、高知へ移住しショウガ栽培！とても品質のよ

いすばらしいショウガを栽培してくれています！ 

以下そんな素敵な榊原さんからのメッセージです！（一部加筆） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

お世話になります。 今年の生姜の植え付けが終わりました。 

今年は、土佐一と黄金の 2種合わせて三反（900坪）作付けをし

ました。生姜の芽が出たらまた画像を送ります！ 

 

数年前から密かに流行らせてい

る生姜のプランター栽培！年々

マニアが増えておりまして、今年はとうとう動画配信を始め

ました。 

 

サン・スマイルさんに販売頂い

ている生姜も種になります。た

だ、種で使う場合は乾燥させな

いようにする事が鉄則です。 

 

生姜はうまく育てると無肥料自然栽培でも 4 倍から 6 倍に

はなります。育て方も至ってシンプルなので、家庭菜園でも

試してもらって、生姜のパワーを日々感じてよりも愛する存

在になってくれたら良いなぁーと思っています。 



☆お買い物ビニール有料化☆ 

      マイバック！ 

マイバック運動が盛んになったのはもう 20年前近くなるでしょうか。 

以前はサン・スマイルでもオーガニックコットンでマイバックを作ったりしてい

ましたが、マイバックが世間に普及しておしゃれなマイバックもたくさん出て

きて、サン・スマイルもオリジナルバックを作らなくなりました。もしいまお持ち

でしたらかなりレアモノです（笑）！ 

 

さて、レジ袋が我が国の方針で有料化になります。いままでサン・スマイルで

は有料化してきませんでしたが、実は「日本容器包装リサイクル協会」という

団体に毎年使用するビニールの量を申告してリサイクル費用を負担してき

ました。（皆様がビニールゴミをご家庭で出されそれをリサイクルする費用で

す） 

サン・スマイルのお客様はマイバッグをお持ちの方が多いので有料化して

いませんでしたが、この度、国の有料化方針に従い、6月 1日より

有料化五円（税別）となります。 

ご負担になりますがどうぞご了承のほどお願い申し上げます。 

 

また時期相まって、新コロのこともあり、レジが少しでもお待たせし

ないようにするために、おすすめマイバック！ 

（写真のような買い物かごにすっぽり入る！マイバックはスムース

にレジができます！） 

お買い物かごにすっぽりはいるのので、綺麗にお入れすることも

できて、早くて便利！保冷用のバックもありますが、かさばるので

使い分けてもいいかもしれません 

サン・スマイルではこのバックは販売していませんが、ぜひお試し

ください！わたしも使っていてとっても重宝していま

す！ 

もちろんこれでないといけないということはないで

す！  

軽いタイプ、折りたたんで小さいタイプ、保冷用の小

さいバック。などなどたくさん種類がありますのでオ

シャレ等を楽しむことも、とっても大切ですからね！ 

ぜひマイバックのご協力を今後ともお願いいたしま

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 

毎月開催「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 

駐車致しません様、皆様のご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

「ともの会」と「子育ておしゃべり会」について 

新型コロナをうけまして、誠に残念ながら５月は中止また６月につきましては 

現在の所未定とさせていただいております。なにかご質問等がございましたら、

いつでも店頭で賜っておりますのでお気軽にお声がけください(*^▽^*) 
 

翻訳機械 

ポケトーク導入！ 

WELCOME! 

74 言語対応！ 

旧ポイントカードからの無料移行期間につきまして 

 

旧ポイントカードから新ポイントカードへの無料移行期間が 

令和２年４月一杯を持ちまして終了の予定でしたが、自宅待 

機が続いておりますことを受けまして、６月一杯へ延期 

いたします。 

期間内でしたらこれまでのポイントはそのまま移行致します！ 

 

レジ袋有料化  

令和２年６月より実施いたします 

 
サン・スマイルでは令和２年６月１日よりレジ袋有料化とさせて 

いただきます。 

一律５円（税別） 

ぜひ ＭＹバック ご利用ください(*^▽^*) 

 

 

 

「免疫力を高める方法」をまとめた 小冊子を 

無料配布しております！ 

お知り合いの方へもぜひ！          記：代表 医療従事者 松浦智紀 

mailto:mail@sunsmile.org

