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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…生産と消費のあいだ ●コラム…

新型コロナウイルス ●コラム…コロナと江

戸幕府のお触書 ●スタッフ紹介…私の好き

な夏料理 ●おすすめ商品…虫よけ・めかぶ・

あかもく・三穂の梅干し・ＮＥＷ化粧品天海の

しずくぬか床などなど  ●旭武術倶楽部  

●小黒農場たより ●ライブラリーコーナー

…おすすめ書籍ご紹介   などなど 
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新型コロナウィルス 

皆様いかがお過ごしでしょうか？周りでは 

新コロに対し、厳重に対応されている方 

新コロは風邪と同じ、新コロは風邪以下、新コロは心配していないけど、社会的

風潮があるからねと。思い方も様々です。 

そのような中、日本の代表的なシンクタンク日本総合研究所で、ある発表がありま

した。（次のページに最初の 1ページ載せました詳細は右の QR コードで）それによると 

活動再開を軌道に乗せるために、政府が三つのメッセージを発信することが必要。 

①「若年・壮年者にとって新型コロナは脅威でない」 

②「感染者が増えるのは心配ない」③「日常生活を取り戻そう」 

というものです。その根拠となるデータがたくさん出ていますので、ぜひ QRからご覧ください。 

（予防接種など同意できない部分もありますが） 

無肥料自然栽培は自然との共生を考えた栽培方法です。植物がウィルスの病気にかかっても農薬

は使いません。作物にもよりますが、トマトでウィルスの病気がでると早々に引っこ抜いて、燃やして

ウィルスを殺したりますが、無肥料自然栽培の畑では一つのトマトにはかかるけれども隣にはうつら

ないという現象がよくみられます。抜いて燃やすこともしません。 

（植物は、一度病気にかかると治ることはありません） 

作物が弱っている、土壌に何かしらの問題がある、種に問題があるそして人の手のかけ方の問題、

天候などウィルスにかかるのは原因がありますが、作物自身が防御能力を十分に発揮することがで

きれば、病気にはかかりません。 

それを新コロに置き換えるとどうでしょう？ウィルスを殺せ殺せ、しかもウィルスに全く 100％効果のな

い除菌（ウィルスは菌ではありません、まったく異なる半生物です）。 

人間の体の表面には 1兆に上る菌が生きていて、油も含めて様々なウィルスや菌等から守っていま

す。それも一つの免疫です。それを除菌（ウィルス死にません）、除菌と手を殺菌し、（ウィルスを殺

したとしても）免疫機能を働かせる表在菌も殺し、免疫を下げている。 

植物はウィルスをはじめとして外敵に対し最大限の免疫を上げようとしていますが、人間はどうでし

ょう？殺す、切り取る、抑え込む。地球という大自然のかなで生かしていただいている我々人類は 

大自然から学ぶことを忘れてしまっていることがあまりに多すぎます。 

私個人的には新コロは症状として大きな問題とは考えていません。圧倒的にインフルエンザの方が

重症化死亡者が多いのも現実です。 

免疫を上げていくことはとても大切です。その生活こそが永続可能な生活につながるからです。 

 

様々、リスクトレードとして考えてもいいかもしれませんが 

マスコミ（マスゴミ）の勝手に与えられる情報は、ごくごく一部の情報として受け取り、

自身で情報取りに行かないと、真実に近づけないのが現代社会。 

いまだけ金だけ自分だけ、皆がやっているから。ジャパン人から日本人への転機とし

て、しっかりとした大乗的アイデンティティを個々で和をもって確立して行きましょう！       

 

松浦智
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紀
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日本総研 Viewpoint 1 

 

≪新型コロナシリーズ No.35≫ 

2020 年 7 月 13 日 
No.2020-014 

 

新型コロナ感染が再拡大 

本当の脅威は何か？ 
 

調査部 チーフエコノミスト 枩村秀樹 

 
    
《要 点》  

 
 ７月入り後、新型コロナの感染者が再び増加。もっとも、若年・壮年者が増加の主

因で、重症者・死亡者も抑制されていることから、過度の懸念は不要。政府が７月

10 日に実施した活動制限の緩和も理にかなった判断。 

 

 新型コロナの本当の脅威は、感染者の増加よりもむしろ、国民の間に浸透した萎縮

心理。根強い自粛ムードが活動再開の足枷に。結果、膨大な需要不足による倒産・

失業の増加、子どもの成長阻害を通じて、長期的な潜在成長率を低下させる恐れ。 

 

 活動再開を軌道に乗せるために、政府が三つのメッセージを発信することが必要。 

①「若年・壮年者にとって新型コロナは脅威でない」 

②「感染者が増えるのは心配ない」 

③「日常生活を取り戻そう」 

 

 新型コロナを冷静に正しく恐れ、日本独自のウィズコロナ社会を設計することが重

要。そして、わが国で解明された科学的エビデンスや、それを基に構築された社会

的取り組みを、世界に向けて積極的に発信すべき。 

 

Viewpoint は各種時論について研究員独自の見解を示したものです。 

 

本件に関するご照会は、下記宛てにお願いいたします。 

Tel：080-1029-6343 Mail：matsumura.hideki@jri.co.jp 

 

日本総研・調査部の「経済・政策情報メールマガジン」はこちらから登録できます。 

https://www.jri.co.jp/company/business/research/mailmagazine/form/ 

 

本資料は、情報提供を目的に作成されたものであり、何らかの取引を誘引することを目的としたものではありません。本資料は、作成日時

点で弊社が一般に信頼出来ると思われる資料に基づいて作成されたものですが、情報の正確性・完全性を保証するものではありません。

また、情報の内容は、経済情勢等の変化により変更されることがありますので、ご了承ください。 

https://www.jri.co.jp 

 



内海聡医師作成のポスター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サン・スマイルでも新コロ対策を行っていますが、正しい情報を収集しましょう！ 

テレビやマスコミの情報はゼッタイ！鵜呑みにしない！自分で調べる癖を付けよう！ 

















1ｋｇ １，３００円（税抜）

スタッフ
日向

自然栽培 熟成糠床

発酵済みだから、捨て漬不要。開けたその日

からすぐに糠漬けできる！！簡単糠漬けで

す！！「糠漬けしてみたいけど、糠床づく

りって、難しそう～ 」 「これから、野菜が

いっぱいあって、たべきれないとき、手軽に

お漬物ができたらいいなぁ～」

「お漬物って、添加物が気になるのよ。

無添加で美味しいお漬物を台所でできたら

いいなぁ～」そんな方々にオススメです！！

ポイントさえ分かれば誰でも簡単にできま

す！ぜひお試しください！！



＊ぬか漬けをおいしく保つポイント

①味が変わってきたら、塩が足りない証拠。おもいきって多めの塩を
いれましょう。

野菜に塩分が移るので、その分だけ、ときどき塩分補給してください。酸っぱくなってきたときや、
アルコール臭がするようなとき（発酵しすぎ）は、塩分補給のサインです。

②冷蔵庫で保管してください

冷蔵庫の場合は・・・面倒な管理があまりかかりません。１週間に１回程度混ぜてください。常温の場
合は、１日１回です。糠床に酸素をいきわたらせてください。糠床は生きているのですね。もし、表面
が白くなったら、表面１センチほどを丁寧に取り除いてください（酵母膜です）。

③糠床の水分が多くなってきたら

水分を抜いて調整します（フキンなどで）。または、米ぬかを補充します（水分は、野菜からでたもの
です。そのままでは、糠床がいたんできます）
生糠には、自然栽培の生きた乳酸菌がいっぱいいます。 酵素も活性化しますので、おススメです。
逆に炒った場合は、 香ばしくなって、それもまた良いです。 メリットとしては、 雑菌がなくなるので、
安心して混ぜることが出来ます。 古い米糠のときは炒ったほうが良いと思います。
そして、塩分をいれることを忘れないようにしてくださいね。

☆オススメタッパ☆
エンバランス 角型2100ml 1,900円（税抜）

野菜などの新鮮さを保ち、栄養素の減少を抑えます。
表面上の加工ではなく、原料にエンバランス加工を施して
あるので、洗っても効果は消えません。長く愛用できます。

【引用】よしま農園HP https://www.yoshima.net/item-nukadoko.html

ぬか漬けとは、米ぬかを乳酸発酵させて作ったぬか床の中にきゅうりやなす

などの野菜を漬け込んで作る日本の代表的なお漬物の一つです。

なんといっても発酵食品にふんだんに含まれるのが、植物性乳酸菌です！

植物性乳酸菌は生きて腸まで届き、善玉菌のえさとなって善玉菌が増えて悪

玉菌を減らします。善玉菌は増えると腸内環境が整って、便秘の改善にもつ

ながります。野菜をぬか漬けにするだけでビタミンB1・B2を摂ることができ、

糖質と脂質の代謝をコントロールしてくれる働きがあります。

ぜひ、ぬか漬けを食べてキレイなカラダにしましょう！！

＊ぬか漬けはすごい！！発酵食品！！



お店の奥には、松浦社長が長年集めた沢山の書籍を並べたサン・スマイル文庫

があります。その蔵書から最近読んだ本を紹介します♪

サン・スマイルでは販売しておりませんが、ネットや本屋さんで購入可能な本です。

日本人には塩が足りない

ミネラルバランスと心身の健康

◉目次

序　章　塩で健康を取りもどした私の体験

第１章　病気の原因は「体内環境」の乱れにあった

第２章　「塩をとれば高血圧になる」は常識のうそだった

第３章　塩不足が日本人の健康をそこねている

第４章　塩でもっとキレイに、健康になる！

第５章　塩の上手な選び方・とり方

村上謙顕〈著〉、東洋経済

￥1,300（税抜）

新版　図解　土壌の基礎知識

◉目次

第1章　土と土壌

第2章　土壌と物質循環

第3章　土壌の性質と作物

第4章　土は生きている!

第5章　土壌有機物の役割

第6章　農耕地の特徴と管理

第7章　荒廃する土壌

第8章　土壌保全

第9章　土壌診断

藤原俊六郎〈著〉、農山漁村文化協会

￥1,800（税抜）

塩辛いものは病気になるとずっと信じていた私は、この

本で紹介されるミネラルバランスの取れた「伝統海塩」を

意識的に摂るようにしてからは悩みつづけていた貧血や不

調が日に日になくなってきました。

どうして日本で減塩をすすめるようになったのか？そし

て体にいい塩はどういう塩なのか分かる一冊です！

毎日の食卓を支える土が身近にありなが

ら土の色の違いしか知らなかった私は、無

肥料自然栽培でどうして作物ができるのか、

とても不思議でなりませんでした。

この本は高度な土壌学をやさしい言葉と

図解で説明してくれています。

土と土壌の違い、作物に適した土壌と

は？植物が養分を吸収する土の時系列、

など専門的にも学べる本です。

スタッフ 古賀



経皮毒がアレルギーの原因だった！

日用品が毒になる！！

◉目次

第1章　経皮毒がアレルギーを引き起こす

第2章　代表的なアレルギー症状

第3章　経皮毒からのアレルギー対処法

第4章　アレルギーを起こさないための化粧品の選び方と使い方

第5章　アレルギー性皮膚炎のスキンケアと日用品の選び方

資料　日用品に含まれる成分

稲津教久〈著〉、日東書院

￥1,300（税抜）

松岡四郎が語るマクロビオティック

桜沢如一先生とMI塾

◉目次

Ⅰ　マクロビオティックの基本

Ⅱ　生活から学ぶマクロビオティック

Ⅲ　陰陽の世界を学ぶ

Ⅳ　MI塾と桜沢如一先生の話

松岡四郎〈著〉、柘植書房新社

￥1,700（税抜）

皮膚から吸収された化学物質は、口から入るものと異なり解毒臓

器である肝臓を通過しないため、各臓器に有害性を持ったまま分布

するそうです。普段使いしている洗剤類、化粧品、シャンプー、リ

ンスなど、良いものと思って使っていたものが、知らずしらずにア

レルギー体質をつくり出していたかもしれません！！

「アレルギーとは、生活環境の改善や日常のスキンケアによって未

然に防ぐことのできる病気なのです。」と著者は語っています。

この本を通して皮膚から吸収される害を知っていただきたいです。

そして注意すべき成分、有害な化学物質が表にまとめられています

ので、今使用している日用品の成分を是非チェックしてみて下さ

い！！

松岡四郎氏のマクロビオティック講演講習のビデオ録画

とインタビューをまとめた本です。

桜沢如一氏との関係やどんな指導をしておられたのか、

マクロビオティックインストラクター養成講座（MI塾）開

校当時を知ることができます！



☆*:.°☆*:.素敵な新商品のご紹介°☆*:.°☆*:

　　☆*《天海のしずくオーガニック》☆*

　　南国高知の有機自家農園で育てられたグァバ葉とヘチマ水をベースにした

　　天然成分１００％、オーガニック原料９２％以上を使ったスキンケア商品です。

　　▣天海のしずくオーガニック 　　▣天海のしずくオーガニック



　　ホイップソープ〈洗顔料〉150ml 　　化粧水　120ml

　　2,800円（税抜） 　　3,300円（税抜）

　　プッシュするだけで出てくる 　　水を一切加えず有機ヘチマ水をベースに植物

　　細やかな泡が、毛穴の奥の汚れ 　　の力を凝縮した化粧水です。角質層のすき間

　　まで浮かせて優しく取り除き 　　を満たし、透明感のある美しい肌へ整えます。

　　ます。

　　　全成分/水、カリ石鹸素地(ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ、ｺｺﾅｯﾂｵｲﾙ） 　　　　全成分/ヘチマ水、グァバ葉エキス、ユズ種子エキス、

　　　グリセリン、グァバ葉エキス、マヨラナ葉油(ｽｲｰﾄﾏｼﾞｭﾗﾑ) 　　　　ニオイテンジクアオイエキス、レモングラス葉/茎エキス、

　　　ニュウコウジュ油(ﾌﾗﾝｷﾝｾﾝｽ)、ニオイテンジクアオイ油 　　　　マグワ根皮エキス、グリセリン、マヨラナ葉油(ｽｲｰﾄﾏｼﾞｭﾗﾑ)、

　　　(ｾﾞﾗﾆｳﾑ) 　　　　ニュウコウジュ油(ﾌﾗﾝｷﾝｾﾝｽ)、ニオイテンジクアオイ油(ｾﾞﾗﾆｳﾑ)

　　▣天海のしずくオーガニック 　　▣天海のしずくオーガニック

　　美容液　35ml 　　フィトシードクリーム　35g

　　5,500円（税抜） 　　5,500円（税抜）

　　自然栽培したグァバやヘチマなどの自然素材を 　　グァバの持つエンジング力に加え、保湿や肌

　　ベースとした天然成分100％の保湿美容液。 　　なじみに優れた植物成分が年齢肌や乾燥肌に

　　ベタつきのないみずみずしい潤いと透明感を 　　よる潤い不足、ハリ不足にさらなる濃密な

　　もたらします。 　　潤いを届けます。

　　　全成分/ヘチマ水、グァバ葉エキス、グァバシードオイル、 　　　全成分/ヘチマ水、グァバ葉エキス、グァバシードオイル、

　　　ホホバ種子油、アルガニアスピノサ核油、キウイ種子油、ミツロウ、 　　　ホホバ種子油、シア脂、アルガニアスピノサ核油、キウイ種子油、

　　　マヨラナ葉油(ｽｲｰﾄﾏｼﾞｭﾗﾑ)、ニュウコウジュ油(ﾌﾗﾝｷﾝｾﾝｽ)、 　　　マヨラナ葉油(ｽｲｰﾄﾏｼﾞｭﾗﾑ)、ニュウコウジュ油(ﾌﾗﾝｷﾝｾﾝｽ)、

　　　ニオイテンジクアオイ油(ｾﾞﾗﾆｳﾑ) 　　　ニオイテンジクアオイ油(ｾﾞﾗﾆｳﾑ)

　　▣天海のしずくオーガニック ▣天海のしずくオーガニック

　　フィトシードオイル〈美容オイル〉10ml ミネラルファンデーション　5g

　　3,200円（税抜） ナチュラルベージュ

3,200円（税抜）

　　皮脂に近い組成にするために4種類の

　　植物オイルを厳選し、驚くほどべたつかず ノンケミカル・オイルフリー処方で

　　肌にすっと溶け込むようになじみます。 肌の上での酸化を防ぐとともに、

　　角質層の密度を高め、乾燥に揺るがないお肌 クレンジングをしなくても洗顔料だけで

　　を育みます。 落とせます。しっかり滑らかなセミマット

　　　全成分/グァバシードオイル、アルガニアスピノサ核油、スクワラン 肌に仕上がります。

　　　(ｵﾘｰﾌﾞ由来)、ホホバ種子油、マヨラナ葉油(ｽｲｰﾄﾏｼﾞｭﾗﾑ)、 全成分/酸化チタン、マンカ、シリカ、酸化鉄、

　　　ニュウコウジュ油(ﾌﾗﾝｷﾝｾﾝｽ)、ニオイテンジクアオイ油(ｾﾞﾗﾆｳﾑ) ステアリン酸亜鉛

　　　　

　

健康な肌状態でしたら化粧水と美容液のみで十分潤いを感じられます。季節や肌状態に

あわせてケアをしたいと感じる場合には、フィトシードクリームをポイント使いしたり

化粧水にフィトシードオイルを混ぜたりとミックスして使うこともできます！

お試したい方には、《トライアル５点セット3,000円(税抜）》もありますので是非どうぞ! スタッフ

古賀有矢



【生産と消費のあいだ】

松浦智紀

最近、よく私が言葉にする言葉「人は土から離れすぎてしまっている」

コンクリートで舗装された道、鉄道での通勤通学、土に触れる機会がとても減っています。

そうなったのは正に敗戦後からです。集団就職等、国策で農業者は工業者へ移行され、農業基本

法等の下で、選択的規模拡大政策の下、機械化、大規模化が進んで、日本の農地の 50％以上を

占める、中山間地、いわゆる一つの田畑が狭く大規模化できず、効率が悪い田畑は政策的に切り

捨てられることになりました。

サン・スマイルがネット通販もやっていたころの話、白いんげん豆の全国流通もしていました。

あるテレビで、白いんげん豆がダイエットに効果があると放映されました。

一日の仕事を終え店を閉めたサン・スマイルではテレビ放映後から大変なことになりました。電話、

FAX、メールが鳴りやまないのです。

何事が起ったのか知らない（そもそも私はテレビを持っていない）私たちは、驚いていました。一般

の方からお電話で白いんげん豆 30kg ほしいと注文があったり、とんでもない事態でした。もう夏前

でしたので豆の在庫はほとんどなく、お断りしましたら、そんな先まで待てないすぐに作れ！と。これ

から種まきをして秋になったらできますので、出荷が始まりましたら連絡しますね。とお伝えしたとこ

ろ、その白いんげんってものは、工場で作れないのか！と食い下がってくる（？）・・・もう唖然としま

した。

このような方に農家が一生懸命栽培してくれているお豆はお届けしたくない。と・・・

極端な例ですけど、魚が半身で泳いでいるとかいうのはいまだに聞きますし、野菜やお米がどうや

って成長していっているのか知らない方も多いと思います。

私たちは、土と離れては生きていけないのです。土を無視することは、食や環境を無視することで

す。イノチの感覚から遠ざかってしまうということです。

今年は、このような長梅雨、梅雨にしても日照不足、低温、雨量がとんでもない。

米農家は穂が出ず気がきでありません。野菜農家は、せっかく実りはじめたキュウリや、トマト等の

実が途中で落ちてしまい、中には枯れてしまっているものもあります。

野菜の食味はどうかと言えば、天候が良い時に比べればたんぱくになることが多いですし、今まで

にない味になることもあります。トマトでしたら甘みが乗らない。農家としては例年より甘みが乗らな



いトマトはもう出荷しないであきらめてもう、アルバイトに行って生計を立てなければならないのでは

ないか？という方もいます。

皆様でしたらどうでしょうか？購入する立場で、生産者に今年は天候不順で味も乗らないから、トマ

トはいらないのでアルバイトで生計たててください。って言えますか？

私は言えないです。

でもこうも思います。旬の話で、人間は（特に日本人）は旬のものを食べていると病知らずという言葉

があります。旬のものを食べるように人間の体は適応してきた。それは天候に合わせてということも

言えると思います。

ですから味についても同様でないかと思います。言い訳がましい？と思われる方もいらっしゃると思

いますが、

サン・スマイルも生産者さんたちが一生懸命に理念を曲げずに突き進んで家庭を守り地域を守って

いる姿の中で私達は土に近づく努力の中で天候とイノチの関係をももっと敏感に感じられるように

自然回帰していくことが必要であると確信します。

自然の中で自然の一部としての人間でしかないのですから、その自然に一部の委ね、恐れ、恵み

を許されて、喜びを感じていく生活が免疫力UPにも繋がります。

生産の現場（土）と消費する距離を積極的に縮めていくこと。食育とか農育とかいろいろありますが、

土に触れる機会が少ない方は

まずは土に触る機会を増やすため、プランターでもいいですのでぜひ、トライしてみてください！

そしてご家族、ご友人へ土に触れる豊かさを広げて！

本年は果物が収穫量半部以下、野菜もかなりやばい状況です。

お米は 8月の天候次第です。

世界的にも大凶作の見込みです。

人間が地球上に生かしていただける命の食糧を頂けますように祈るばかりです。

人は口から食べ物を食べなければ、生きていけませんから。

おいしいはしあわせを感じる生活がますます広がりますように！



おいしいはしあわせ
動画シリーズ始動！
料理が苦手、、無肥料自然栽培農産物、自然食品店を20年やってるのに。。、このままではいけ
ない！とサン・スマイル松浦智紀がお料理を習うことに！お料理と生産者のご紹介です！
大変お恥ずかしい動画です。。 再生1.5倍速くらいがいいかもしれません
先生：トミタセツ子先生（ https://ameblo.jp/kooskitchen/ )
生徒：サン・スマイル松浦智紀（http://www.sunsmile.org/ ) 

現在配信中シリーズ
・はじめてのお料理教室Vol.1「たべる野菜スープ」
・はじめてのお料理教室Vol.2「ジャーマンポテト」
・はじめてのお料理教室Vol.3「オムレツ」
・サン・スマイル創業までのお話
・照沼勝一商店照沼会長～干し芋～

チャンネル登録
お待ちしてます！

フェイスブックはこちら！



 

 

太極拳生徒募集！サン・スマイル  

あさひ武術倶楽部 
中国武術の第一人者であった故松田隆智師に 20年

間師事した八極拳師、そして指圧師として浪越徳

治郎氏の系統を受け継ぐ治療家松浦学がやさしく

「太極拳」をおしえてくれます。今でこそ健康のた

めに、免疫 UP のために、中国の「氣」に触れて日

常に取り入れてみませんか！ 

YouTube で「あさひ武術倶楽部」で検索もしくは下記 QR

コードで動画配信中！ 

 

 

 

 

【太極拳と八極拳について】    【実際の太極拳の動画】 

武術専門誌「秘伝」に 

松浦学が特集されました！ 
次項からその記事です！ 

太極拳教室では日本、中国で約半世紀武術にかかわってきて

いる松浦学が優しくレッスンしてくれます！もちろん本格

的に学びたい方も！大歓迎です！毎週火曜 19 時-22 時(雨天

屋内)  お気軽にお問合せ下さい！ 

場所 ふじみ野市西 1-13-12 (店舗と異なります) 

電話 049-264-1903  mail: mail @sunsmile.org 

月謝制：10,000円/月（税込）（小学生 5,000円） 

10歳以上 男女問いません。  

見学も可能ですのでお気軽にお問合せ下さい。 

あさひ武術倶楽部主宰 松浦 学                               漫画 拳児 にも登場します 















出荷センター

主任 井浦夏のくだもの最新情報です！
山形尾花沢の FARM落合 ご紹介!

今回は山形県尾花沢市で無肥

料自然栽培をしている落合さんの

ご紹介です！サン・スマイルのスイカ

と言えば落合さんと定番になるほど

大人気です！

スイカの出荷に関して電話で状況

確認と出荷打ち合わせをします。

落合さんはとても真面目で正直な

方です。先日も大雨で畑が川のよ

うになってしまい、寝ずにポンプでくみ

上げスイカを救出致しました。

小玉スイカの畑は人里離れた山の中にあり、ハクビシンの大群の餌場になってしまったり、電話で

話すたびに驚きの連続です。落合さんは自根と言ってスイカのそのままの根で育てる事にも挑戦

しております。スイカは生育上の問題で、虫や病気による生育不良になりやすいことから、別の

ウリ科の植物の根を使って栽培します。ゆうがお（かんぴょう）の根を使うことにより、低温での

生育不良や病気に強く育つ良い点がありますが一番の欠点は味が落ちます。自根のスイカは

美味しいのですがリスクは高く、収量(収入)に大きく影響し一か八かのカケです。

なんでそこまでリスクを冒すのかと伺うと

「皆さんにおいしいスイカを食べて頂きた

い」と恥ずかしそうにおっしゃいます！

山形県尾花沢と言えばスイカの一大

産地です、農薬や化学肥料を使ってた

くさん栽培すれば、収量(収入)が大きく

増えます。まして無肥料自然栽培で

究極のスイカ作りです！落合さんの

愛情たっぷりのスイカはとてもおいしいで

す！私達の事を思い、妥協せず信念を

貫き、おいしいスイカを届けるため日々頑張っていらっしゃいます。



キラキラすもも 代表の野田さんのご紹介!！

山梨県南アルプス市の野田

さんは無肥料栽培 4 年、

無肥料自然栽培３年目で

す。実はスモモはあまり好きで

はありませんでしたが、それは

唯々酸っぱくて美味しくなか

ったからだと野田さんのスモモ

を食 べてから気づきました。

野田さんは農家になる前は

普通に仕事をし、結婚を機

会に実家に帰り果樹の生産者になりました。野田さんはとてもクセがあり、オマケに頑固です!

通常スモモは少し青い(硬い)時期に収穫し流通しお店で赤くなるまで待って販売されます。野

田さんはあくまで木で熟す事にこだわり譲りません！

（木熟ですと本当においしいです）

こちらとしてはお店で販売する時プヨプヨだと販売期間が短くなり扱いが難しくなりますが、木熟に

こだわり、あくまでおいしいスモモにこだわりをもっているので、流通の事なんかお構いなしです。

納得の行くスモモでないと出荷しないと言うスタンスで、昔大ゲンカした事もありました。リンゴの木

村さんに感動してから無肥料栽培を始

めました。最初は順調でたくさんのスモモ

を送って頂きましたが近年、収量が下が

って来ておりましたが、それでもソルダム・

サマーエンジェル・ビュート・太陽とおいし

いスモモを届けて頂いておりました。

電話で話すと今までとスモモの木が大き

く違ってきて、枝が大きく伸びるようになっ

たそうです。

今までずっと我慢して来て７年目にして大きく変化した年だと楽しみの言っておりましたが、野田

さんのスモモに対する愛情の話は尽きません！



６月からの長雨でスモモが痛ん

でしまったり、病気になったりして

収量がほとんど無く、山梨県全

体の果樹全般に大不作の年で

した。

春に一つ一つの実に袋をかけ愛

情たっぷりに育ててきたスモモたち

がダメになってしまいました。話を

伺うのも辛く悲しい事ですが、結

果がすべての世界です。ですがサン・スマイルの生産者さんたちは違います。どんな状況でも前向

きにとらえ来年に向けて準備し先へ進んでいきます。

言い訳なんて一言も申しません。(皆さん経営者でもあります)長い梅雨で愛情込めて作って来

たおやさい・くだものが日に日に枯れて行く姿を見てどんなに悲しく切ないんだろうって胸が締め付

けられます。この困難な状況の中、長雨にも負けない野田さんも最後のすもも「太陽」を収穫し

て送って頂けます。生産者の皆様に感謝の気持ちで一杯になります。

同じ山梨県北斗市の小黒さんはインゲンを送り続けて頂いております。通常雨が続くとお野菜

は水分を多く含み痛みやすくなりますが小黒さんのインゲンは一週間経っても痛まず、良い状態

を保ちます！

最近スーパーで売っているお野菜の価格がどんどん高くなってきて野菜不足が始まりました。欲し

い時に欲しいものを行けば買える時代は終わってしまったように思うぐらいです。

サン・スマイルでは全国津々浦々からおいしいお野菜・くだものをお送り頂き感謝の気持ちでいっ

ぱいになります。

“おいしいはしあわせ”ってこんなにもありが

たいことなんだって最近さらにシミジミ実感

致します、お店には特別な思いがたくさん

詰まったお野菜・くだものがたくさんございま

す！是非ご来店頂き一度食べてみて下

さい！

スタッフ一同お待ち申し上げております!!



2020年 7月 20日 

小黒農場からメッセージです！ 

<農場紹介> 

 小黒農場は山梨県の北西部、北杜市の標高 1,200ⅿにあります。夏でも扇風機もいらないほど涼

しいところです。この冷涼な気候を生かして野菜の自然栽培をしています。 

農場は約 2ヘクタールで、私と妻、二人の研修生で管理しています。 

主力は夏の果菜類で、その中でもトマトが一番多いです。高冷地なので他産地の収穫時期と重な

らず、多くの方に喜んで頂けています。 

 

<トマトの自然栽培> 

トマトの原産地は南米の高山地帯で、昼夜の寒暖差が大きく、降水量が少なく乾燥している地域

です。 

ここは標高が高く寒暖差が大きいので、比較的トマト栽培に適していると思いますが、 

それでも毎年雨には苦労しています（とりわけ今年は！） 

トマトの畝には雨除けビニールを張っているので、雨を丸かぶりすることはありませんが、それでも

梅雨から秋にかけての多湿はトマトが嫌う環境です。 

いくら上からの雨を防ぐことができても、土は濡れてしまいますので、トマトの根っこが嫌がります。水

はけがよくなるよう高畝にしていますが、それでも雨が続くと病気が発生します。 

一般には農薬散布をして済ませるのでしょうが、私たちはトマトが気持ち良くいられるような環境を

作り、病気になりにくくする工夫をしています。特に“水と空気の流れ”を良くすることに気を付けて

います。 

具体例を挙げてみます。 

根っこが水に浸かりっぱなしだと病気になるので

高畝にしています。（畝高を高く） 

畝と畝の間は風が通るように広めにしています。 

畝と畝の間、つまり通路部分の草は常に短く刈り

込みます。土を乾かし、風の通りをよくするため

です。防草シートを張ればそれで済みますが、

畑の土のことを考えると草生が望ましいです。 

側枝剪定も工夫しています。脇芽をかく大きさに

よって主枝の伸び具合が異なるようです。あまりバシバシ芽掻きすると関節が詰まり、主枝が上に伸

びにくくなります。 

一般には反収（一反≒1,000 ㎡あたりの収穫量、収入）を上げるため、畑にたくさんの苗を植えま

すが、私たちは出来る限り疎植（間を広く開けて植える事）にします。密植（ぎゅうぎゅうに苗を植える事）

すると病気にかかりやすくなります。日当たりや風通しが少なく環境が悪いせいと、隣のトマトと近す

ぎて病気が移りやすいからです。 

効率や経済性を上げるために密にすることは自然に反しているのでしょう。鳥インフルエンザや

豚コレラ、野菜の病気などは密の環境で発生しやすくなります。 

新型コロナウィルスが広がる環境ととても良く似ています。トマトにも私たちにも最低限必要な空間

があるのでしょう。 

 

畝高（うねだか） 

畝と畝の間 

（通路） 

株間 

条間 



<雨が続いて苦戦しています> 

今年の梅雨期間の降水量は過去 20年間で最高水準だそうです。 

6月の予報では、今年の梅雨明けは例年よりも早く、7月の気温も高めとのことでしたが、 

7月は雨がとても多く、日照時間もかなり少ないです。7月 20日現在、まだ梅雨明けしていません。

梅雨は毎年のことですが、昨年そして今年は雨ばかりでトマトには極めて厳しい環境です。 

7 月に入ってからの降水量は、私の住む地域では例年の約 2 倍。つまり病気が発生する確率が 2

倍ということです。既にトマトの畑には病気が発生し、それが広がらないように毎日手で病気の葉を

手で摘み取る作業に追われています。私は農薬を散布したことはありませんが、こんな時、農薬っ

て便利だな～とつくづく思います。 

例年よりトマトのお世話をする時間をかなり増やして対応し

ていますが、これ以上雨の日が続くとトマトの体力が削が

れ、私たちの集中力も切れて、一気にトマトの病気が広が

ってしまいそうです。 

例年だと梅雨明けの時期ですが、予報を見ても 1 週間先

までずっと雨。天気予報を見ては嘆く私たちを見て、子ど

もたちがテルテル坊主をたくさん作ってくれました。雨でき

ついけど幸せです。 

 

<農業研修生を募集しています> 

私が自然栽培を始めた 2008年は、山梨ではまだ実践者がほとんどいませんでした。 

今でこそネット上には自然栽培という言葉がたくさんですが、当時は自然栽培という言葉もあまり聞

くことができず、無施肥栽培とか無肥料栽培、自然農法とったキーワードで検索して、限られた情報

を集めては自己流でやって失敗を繰り返していました。 

そのうち、他県に実践者がいると聞いては出掛けて行き、いろいろ

な田畑を見させて頂きました。自然栽培を学び、情報を得るのにと

ても苦労したことを覚えています。 

そういう経験から、自然栽培をやりたいという若者に機会を与えた

いという思いで、2019 年より農業研修生の受け入れを始めました。

総務省の「地域おこし協力隊」という制度を活用しているので、研

修生には毎月十分な手当てが出るのに加え、住居費の支給や車

の貸与などもあり、経済的なことを全く心配せずに自然栽培の技術

習得に集中できます。興味のある方はお気軽にお問い合わせ下さ

い。https://mizuvege.com/（みずがきベジタブル HP） 

 

最後に、トマトの収穫は 8月から 10月。今年もたくさんの人にトマト

を食べて頂けるよう頑張ります。 

 

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

【サン・スマイルから】小黒さんとは、小黒さんが就農する以前からのお付き合い。 

山梨県で自然栽培研究会を発足したり、新規就農希望者の指導に当たったり、 

教育や地域にもとっての熱心でとても心優しいご家族です！ 

トマト、インゲン、トウモロコシ、サラダミックス等々 絶品です！                                                

 

松浦智紀 

https://mizuvege.com/




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

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 

夏季休業のご案内 

誠に勝手ながら８/１３(木)～１６(日)は夏季 

休業とさせて頂きます。ご迷惑を 

お掛け致しますが何卒どうぞ宜 

しくお願い申し上げます。 

 

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！    

ポイントカードご登録 

初回登録料 ３００円(税別) 

１００円ごとに１円分のポイントがたまる！ 

１円からご利用いただけます！ 

※ポイント加算は現金お支払いに限ります。 

8/31(月)は 

翻訳機械ポケトーク

導入！ 

WELCOME! 

74 言語対応！ 

 

 

 

みんな 

だいすき 

次回の「ともの会」と「子育ておしゃべり会」      
ともの会 8/22(土) 9/21(月・祝) 「免疫力を高める方法」 

子育ておしゃべり会  8/5(水)  ９/５(土) 

10：00～12：00 参加費５００円（税込） 

店内奥和室にて、少人数制のアットホームな会。 

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。『今のくらし』 

を考えてみませんか？ 

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！ お待ちしてます！ 

当日キャンセルは料金かかりませんがご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

  

 

☆怪我をして思うように歩けない☆子供が熱で買い物へ

出られない☆出産直後で外出が難しい  など ちょっと困っ

てしまったとき…。ありますよね。 

そんな時はサン・スマイルスタッフがご自宅へお買い物をお届けいたしま

す！着時間などご指定は頂けませんが、スタッフが空いた時間にパッと参上

いたします(笑) なんと天候や営業状況によってはお受けできない場合も

ございます。でも諦めずにお気軽にご相談いただけましたら、とにかく可能

な限りお届け致しますので心からお気軽に、どうぞ本当にお気軽にご相談く

ださいませ！ 

（※ポイントカードご登録の方限定のサービスとなります！） 

お助け配達 はじめます！ 

 

おしゃべり会。定員：ママが 1～5人位です 

基本自転車でお届けします！ 

サン・スマイルから自転車で片道１５分圏内位（アバ

ウトですみません！） お買い物のご注文はお電話で、

お支払いは玄関先でお願いします。(現金のみ) 

 

宅配（送料別途）は 15 時までのお電話で当日ご発送

可。基本送料 800円 

mailto:mail@sunsmile.org

