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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】 スマートシティ法案 

●【コラム】 ５ＧとＩｏｔ 

●【スタッフ紹介】どこでもドアがあったら 

●【おすすめ商品】洗剤 浄・天然わかめ・サ 

バの水煮・新酒 自然回帰陽薫 ほか 

●【レシピ】こんにゃく・自家製ﾆﾝﾆｸ醤油ほか 

その他 

おすすめ文庫・レジ袋有料化・臨時休業ご案内 

などなど  
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【コラム】 

スマートシティ法案ご存知でしょうか？ 

5月 27日この新コロで混乱しているさなか大した審議もされず通った法案です。 

大企業に多くの利益をもたらすこの法案 

「国家戦略特区担当大臣」「自治体の首長」「事業を実行する企業」「ビジネスに深い関係がある人

達でつくられる区域会議」の 4者で住民の意見は聞かずに地域を作っていける法案です。 

まず人、物、金の流れを把握します。車の流れ、大気汚染を調べる、人の流れ、だれがどこに行く

か、誰が何を買ったか、どこになにがあるか。どのような思想を持った人間で、夫婦関係はどうなの

か？すべて把握し住民ニーズにあったよりよい社会を作ろうというものです。 

 

それに欠かせないのがマイナンバーとキャッ

シュレスです。クレジットカード等を使えば使

った人がどこで、何を、いくらで買ったかという

情報が企業に流れます。そして国家、市町村

長へ流れます。 

その他多くの個人情報は企業に提供されて

物流、決済、行政手続きデジタル化、医療も

介護もスムースに、5G オンラインで最先端教

育も実現します。まさしく未来都市です。 

 

みなさまどう思われますか？簡単に言うと

我々国民のプライバシーはナシ。多くの情報

を企業と自治体に提供しなさい。そうすれば

もっと便利になるのですから。というもので

す。 

昨今キャッシュレスが進んでいますがスマート

シティを作るためです。マイナンバーも同じで

す。マイナンバーと銀行口座の関連付けも

2021年から開始されます。 

これで国民一人一人がどこの銀行にいくらも

っているかがわかります。 

 

もうメチャクチャです。 

サン・スマイルでもクレジットカード等使うことができますが、私は現金を使うようにしています。個人

情報は大切です。自治体、企業に管理され、その上で生きていくなんて想像もしたくない！ 

さらに画一化された F1社会ですね！ 

 

こういう事の真逆が農の世界にはあります。みなさんプランターでも畑でも田んぼでもぜひ触れる機

会をつくってください。多くのことを自然界は教えてくれています！        松浦智紀 

 

出典 日本経済新聞 













低カロリーで栄養豊富！！

天然 天日干し わかめ！！

スタッフ
日向

太平洋の大きな海で素潜りして採った天然わ
かめを、天日干しにしました。

太陽をたくさん浴びて、栄養のたっぷりつ
まった天然わかめです。

わかめは、ミネラルやビタミンが豊富に含ま
れています。

主成分である食物繊維はアルギン酸が多く、
腸の働きを活発にして便秘を防ぐだけでなく、
余分なコレステロールや体内のナトリウムを
吸着し体外に排出して血圧を抑える働きが

あるなど、カラダの健康に必要なものがたく
さん詰まっています。

ぜひ、わかめを食べて、免疫力アップ！カラ
ダをキレイにしましょう！！

愛知県産

天然天日干しわかめ
（100ｇ）

950円（税抜）

私が書いたわかめちゃん。
これが画力の限界です。(笑)

天日干しされているわかめ



☆無肥料自然栽培

濃縮トマトｿｰｽ 185ｇ

1,162円（税抜）

山梨県小黒農場の無肥料自然栽培トマトを皮や種もまるごと3倍に

濃縮しました。塩は沖縄県粟国の塩を使用しています。濃厚で上品、無肥料自

然栽培のやさしい味でオイシイです。トマトは医者いらずなんて言われていた

りするそうでうが、トマトに含まれるリコピンには抗酸化作用があり、実より

皮や種の方に多く含まれているそうで、小黒さんのトマトをまるごと使用して

いますので、リコピンいっぱいトマトソースです！！

数量限定品なので、なくなり次第終了です。ぜひ、お早めにお求めください。

山梨県北杜市の山間部に位置する標高1200ｍの増

富地区で約10種類の野菜を無肥料自然栽培で作っ

ている小黒さん家族。小黒さんのお野菜は人柄が

にじみでていてとても優しい味です。6月から小松

菜やサニーレタスに始まり、トマトソースに使わ

れているトマトは８月から出荷予定です。どの野

菜もおいしいですが、私の一番のおススメはとう

もろこしです！！（トマトでなくてすみませ

ん。。。）あの甘味は毎年食べたくなってしまい

ます。８月の１か月間しか楽しめません。店頭に

ならんだらぜひお買い求めください！間違いなく

おいしいです！！きゅうり・いんげん・ピーマ

ン・ししとう・かぼちゃなどたくさんのお野菜達

が今後続々入荷してきますのでお楽しみに♪

＊小黒農場 山梨県北杜市

夏まで待てない！！
生トマトが出る前に濃縮トマトを味わおう！









そ・の・名・も！

企画・販売：サン・スマイル

企画・仕込み：自然回帰

原料米：熊本県稲本農園　稲本薫

製造：寺田本家

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

税別

腸内フローラ絶賛！　サン・スマイルの自然酒！

新酒　登場！

自然回帰 陽薫

名前の由来

（しぜんかいき　ひのかおり）

720ｍｌ：2,100円
1800ｍｌ：3,580円

サン・スマイル店頭で発売開始！

アルコール度数

日本酒度

酸度

アミノ酸

15

+7

3.7

3.5

※未成年者の飲酒は法律で禁止されています

震災をきっかけに、どんなことがあっても前を向いていこう！

そして強い繋がりから2012年に始まった

サン・スマイルオリジナル自然酒シリーズ！

いままでは「どぶろく」でしたが、本年清酒が初めて醸されました！

精米歩合90％（白米）でほとんどお米を削らず、お米を大切にし、

自然酒の大御所「寺田本家」で醸しだされました。

東京大手町の自然派飲食店「自然回帰」大西代表が

寺田本家に醸しに行き、酒母から無肥料自然栽培米で製造、

熊本県稲本農園の固有米稲本一号を使う事で、

いままでにないお米の香りが豊かな日本酒に仕上がりました。

自然酒特有の翌日の二日酔い頭痛なし！の素晴らしいお酒です！

冷、常温、燗で味が変わりとても楽しめるお酒です！

自然回帰：企画者の一人の社名ですが、現代まさに自然に学び、自然に帰することが大切な時代！

という想いが込められています

陽：太陽の陽！サン・スマイルです！

薫：生産者稲本薫の「薫」です。イネの本来の薫り。まさしくお米を栽培するために生まれてきたようなお名前！





今年も新茶の季節が来ました！ 

静岡県島田市の善光園 増田善光さんご紹介! 

いよいよ新茶の季節がやって参りました！先日善光園さんに連絡した時今年の

お茶の作柄どうですか？と伺うと「今年のお茶もおいしいよ～」と一言。物静かな

方で多くは話しませんが、お茶を飲むと分かります、ス～と体の中に入っていく感

じ、最近支流の「旨味とコク」だけのお茶とは違います！善光園さんの想いが、

たくさん詰まっています、信念を貫き、 

試行錯誤の末、家族と一丸となり 

育てたお茶はやっぱり本物ですね！善光園

さんは最高！ぜひ新茶をお召し上がりね！ 



 

 

まるごと彩香 50ｇ 1,000 円(税別) 
新茶をまるごとパウダー状にしました。お茶の栄養成分すべていただけま

す。お手軽においしいお茶が楽しんで頂けます！無農薬、無肥料だから

こそ出来るものです。夏は冷茶で、またお料理、お菓子づくりにも是非お

すすめ！  

深蒸し茶 100ｇ 1,800 円(税別) 

太陽や土、いろいろな草や動物たち、自然の

エネルギーに育まれました。春の新茶シーズン

に収穫する一番茶は、冬の間に蓄えた栄養

と柔らかい旨味があります。そんな一番茶の

みで仕上げた最上級の深蒸し緑茶です。善

光園のこだわりの１つ弱火入れ製法で仕上

げています。ゆっくりと口の中に広がるさわやか

な緑の香りもお楽しみください。新茶の中でも

一番柔らかい芽だけで仕上げました。すっきり

とした飲み口の中にまろやかな甘みが広がる

上品なお茶です。お客様用や贈り物にも人

気があります。善光園で一番おいしい緑茶は

これです！ 

実生の茶 70ｇ 1,300 円(税別) 
無肥料無農薬で 8年以上育まれた茶葉です。お茶の実から育てた

もので直根が丈夫な木になります。実の遺伝子の違いで色々な生

葉になり、さし木の茶に比べ、より自然な形のお茶になるのが実生の

特徴です。品種は特定できませんが、すっきりとした渋みがあり飲みご

たえのあるお茶です。他のどのお茶とも微妙に違い、個性のあるおい

しいお茶です。生産量が少ないため幻のお茶と呼ばれております 

今がチャンス！お早めにご購入下さい！ 

彩香 100ｇ 1,100 円(税別) 

ワイルドなインパクトのあるお茶になると思っ

ていましたがまろやかでやさしい感じのさわ

やかなお茶になりました。くせが無く何杯で

も飲みたくなります!体にスーと入るような。 
こちらが新茶になります！ 

お茶は冷凍保存できます！ 

新茶をいつでもお楽しみ頂く事が出来ます！ 

https://img05.shop-pro.jp/PA01111/103/product/71826962_o1.jpg?cmsp_timestamp=20161116184337


 

 

かなやみどり 100ｇ  
1,600 円(税別) 
地元の金谷で作られた品種で

『かなやみどり』という少し珍しい

品種です。一般的な『やぶき

た』品種よりも綺麗な緑色の水

色とカテキンが多いのが特徴で

す。花粉症に効果があると言わ

れる「メチル化カテキン」の含有

量が緑茶品種の中でも特に高

いです。また、カテキンは緑茶の

薬効効果の第一にあげられる

成分ですが、いわゆる渋みの成

分でもあります。新茶の柔らか

い芽のタイミングで収穫すること

により、甘みと渋みのバランスが

とても人気があります。人気の

品種ですが、茶畑が限られるた

め毎年完売してしまう商品です  

やぶきた 100ｇ  
1,000 円(税別) 
善光園のこだわりの１つ弱

火入れ製法で仕上げていま

す。ゆっくりと口の中に広がる

さわやかな緑の香りもお楽し

みください。普段使いにおす

すめします。甘いお菓子とよ

くあいますよ 

善光園ブレンド 100ｇ 1,200 円(税別) 
ブレンドで「やぶきた」と「かなやみどり」のそれぞれの良さを引き出

しました。やぶきたは色や味も優れております。かなやみどりは「や

ぶきた」を親にして、綺麗な緑の水色と緑茶の一番の栄養価で

あるカテキンを多く含んでおります！ステキなハーモニーをお楽し

みください！ 

くき茶 100ｇ 800 円(税別) 

意外と知られておりませんが、くき茶ってうま味と甘味凄いんです！茶葉ではな

いので苦くないんです。うま味と香りは茶葉の部分より多く、しかもお手頃価

格！静岡出身スタッフはくき茶を愛する思いは凄いものです！残念な事にす

ぐに完売しちゃいます今がチャンス！ 







お野菜販売中！小黒農場からの写真メッセージ！  

（店頭で最新をいつも展示しています！）解説付き！「」内が松浦の解説 

 

 

ハウスでポット苗の草取りです。2020.5.9 

「農薬を使用していないまた焼いた土ではないの

で苗を作っている時に草取りをするのは無農薬農

家ならではのお仕事です」 

しりとり、サラダ屋さん、プリン屋さん 

やりました。とろけそう～2020.5.9 

わがやに 5羽のヒヨコが来ました。  

卵を自給します。 赤ちゃんて何でこんなに 

かわいいんでしょう! 2020.5.20 

5年くらい前に植えた自家用のアスパラ、大きくなってよ

うやくたくさん食べられるようになりました。全く採算合

う見込みありませんが、美味しいので今からたくさん苗を

植えます。 5年後出荷できますように。2020.5.27 

「アスパラガスは種をまいてから収穫まで 5年かかります！」 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

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 

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」１３日(土) お題「免疫を高める方法」 代表まつうらとものり 

「子育ておしゃべり会」１７日(水)  店長ほんどうゆきこ 

 

１０：00～12：00 参加費５００円 お申し込み締切：開催前日 

キャンセル料はかかりませんが、ご連絡は下さいね！ 

 

 

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 

機が続きましたことを受けまして、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 
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。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

一律５円（税別）  

 

「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 

臨時休業(棚卸) 

7/1（水） 
ご迷惑をお掛け致します。 

いつも誠にありがとうございます。 

mailto:mail@sunsmile.org

