
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業時間 10：00～19：00  定休日 日曜日 （祝祭日営業） 

電  話 049-264-1903   ｆａｘ 049-264-1914  

住   所 〒356-0052 ふじみ野市苗間 1-15-27 

ＨＰ www.sunsmile.org  mail mail@sunsmile.org 

 

 

  

「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  

●固定種野菜のお野菜セット「旬を旅する」 

●スタッフコメント 昔好きだったマンガ 

●コロナワクチン(コラム) 

●入浴剤 「あったか」 「やわらか」 

●四方山閑話 腸のはなし 

●出汁 ●冬瓜レシピ ●梅醤番茶 ●生姜 

●無肥料自然栽培 醤油「法隆寺醤油」 

●無肥料自然栽培農家ウィンクルファーム 

●西日本出張報告 ●そば粉のレシピ本 ●

イベント案内「いもふぇす」  

 

 

サン・スマイル通信 

 

 

おいしいはしあわせ® 
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『 旬 を 旅 す る 』 始動！ 

「旬を旅する」ご注文お申し込み開始です！ 

「旬を旅する」は 一回限りのお野菜セット。全国の

障がい者福祉施設の皆様が無肥料自然栽培で野

菜を栽培し、サン・スマイルにお野菜が集結！そし

てそれぞれの地域の旬を全国にお届けしようという

試みです！ 

自然栽培パーティの 16施設が利用者さんと総力を

挙げて野菜を作っています！ 

 

障がい者福祉。あまりかかわりがない方にとっては

全く無縁の世界であると思います。 

日本には、800 万人を超える障がい者さんがいます。多くの方は職に困り、特に精神、知的障害をお持ち

の方は、収入も月に 1万円から数万円です。企業などの下請けで二束三文の仕事を請け負うことが多かっ

た方々が、自発的に自主的に農地を借り田んぼ、畑を耕作し野菜を栽培する。そして農村を復興していく。 

その結果、仕事に出てくることもままならなかった方が、毎日出てくるようになり、笑顔が出るようになり、しゃ

べるようになり、冗談まで言うようになる。このようなことはまれなことではありません。まさに農薬も肥料も使

わない栽培の命が安定している大地で人が変わっていくのです。そして、純粋な心をもって作物に触れ合

いながら生まれるお野菜はまさにやさしさにあふれ、力強さにあふれる野菜、お米がうまれます。 

この「旬をた旅する」は北海道から沖縄までの仲間が一つの目標に向かって、達成しよう！と障がい者（利

用者）さんの社会への貢献を目指し、利用者さんの責任感の向上と、無肥料自然栽培の普及そして、食べ

る方への食べ物と心の懸け橋を目指しています。 

 

どうか、応援してください！ 

サン・スマイルでは別に「おいしいはしあわせ野菜セット」の販

売もしておりますがそれとはまったく異なる一回限り

（続いていけたらよいですが、、！）のお野菜セット

です。         詳細はこちら！ぜひ見てね→ 

 

【栽培施設】北から南まで、16 の事業所で栽培中！ 

就労支援センター手と手（北海道）／ワークショップようて

い（北海道）／ハーブ農園ペザン（石川県）／障害者支

援施設  つばさ（石川県）／ファームセンターレインボー

（長野県）／埼玉福興（埼玉県）／障害福祉サービス事業所  菜の花（群馬県）／いぶき福祉会

（岐阜県）／シンシア豊川（愛知県）／無門福祉会（愛知県）／おもや（滋賀県）／ゆめサポート・バ

ク（広島県）／国分地域福祉事業所  ほのぼの（鹿児島県）／北九州市手をつなぐ育成会（福岡

県）／がらまんファーム（沖縄県）／TEAM VILLAGE（沖縄県） 

 

 

自然栽培パーティの正式名称は『一般社団法人 農福連携自然栽培パーティ全国協議会』です。 

サン・スマイル代表松浦は本会の理事です。 

 

Phot by コトノネ生活 



【ご注文・お問い合わせ】 

※お申し込みは、FAXまたはメールにて承ります。お気軽にお問い合わせください。
企画・プロデュース：株式会社コトノネ生活

サン・スマイル（自然食の店）　埼玉県ふじみ野市苗間1-15-27  
TEL：049-264-1903   FAX：049-264-1914　MAIL： syun@sunsmile.org

詳しくはこちら

初回限定 300セット
●価格： Ａセット（10種詰め合わせ） 4,000円（税別）
 Ｂセット（6種詰め合わせ） 3,200円（税別）
 価格は【全国一律】送料込みです！

●お届けする野菜の例：大根、人参、カブ、豆、白菜など
●発送時期：12月上旬～中旬予定
※セット数は、畑の様子によって増減します
※天候等の影響で予定施設のお野菜が収穫できなかった場合、同じ種類のお野菜や仲間の
自然栽培野菜が入る可能性があります

おすすめ！

ご予約
受付中！固定種野菜の

詰め合わせ、誕生！
全国の旬をぎゅぎゅっと詰めた、
自然栽培パーティの野菜セット「旬を旅する」。
今年は、固定種の伝統野菜を詰め合わせてお届けします。
「固定種」とは、味や形が代々受け継がれ、
守られてきた品種のこと。効率や合理性とは無縁の、
ふぞろいだけれど風味豊かな野菜です。
もちろん、農薬も肥料も使っていません。
障害のある人たちがつなぐ、昔ながらの野菜の味。
この冬、ぜひ味わってみてください。

【栽培施設】北から南まで、16の事業所で栽培中！
就労支援センター手と手（北海道）／ワークショップようてい（北海道）／ハーブ農園ペザン（石川県）／障害者支援施設 つばさ（石川県）／
ファームセンターレインボー（長野県）／埼玉福興（埼玉県）／障害福祉サービス事業所 菜の花（群馬県）／いぶき福祉会（岐阜県）／
シンシア豊川（愛知県）／無門福祉会（愛知県）／おもや（滋賀県）／ゆめサポート・バク（広島県）／国分地域福祉事業所 ほのぼの（鹿児島県）／
北九州市手をつなぐ育成会（福岡県）／がらまんファーム（沖縄県）／TEAM VILLAGE（沖縄県）

小林 宙（こばやし そら）
鶴頸種苗流通プロモーション代表、現
役高校生。 みずから会社を立ち上げ、
全国各地を巡って集めた伝統野菜の
種を販売している。2019年には、『タネ
の未来―僕が15歳でタネの会社を起
業したわけ―』（家の光協会）を出版。

タネの選定・
提供



四方山閑話 
 

 

先日、腸についての非常に面白い番組がありまして、それは腸そのものが

直接うまみ成分を感じているのではないかとのことでした。ラットを使った

実験では、成長期にうまみ成分を与えられたラットと、与えられなかったラ

ットの大きくなった時の行動の違いを検証していました。結果は、うまみ成

分を与えられたラットの方が穏やかで、片や与えられなかったラットは攻撃

的になるといったものでした。それは、腸から脳への神経伝達の回路を切断

しても同じ結果でした。ということは、うまみ成分を感じているのは脳では

なく、腸自身が感じているのに他ならないということでした。また腸自身が

感じたことが迷走神経を通じて脳に伝わり、例えば、腸があまり気持ちよく

ないと感じると、それが脳に伝わり、それがうつなどを引き起こしているの

ではとのことでした。 

 

結局、そのテレビ番組から悟ったことは、食がいかに人の性格に大きく作用しているかでした。

実際、長野県のある学校では、食を変えたら非行やいじめがなくなった例を聞いたことがあります。

そういった面から鑑みても、和食が無形文化遺産に登録されたのはさもありなんと思いました。和

食に代表される昆布だしにはうまみ成分が多くふくまれていることは周知の事実です。そして母乳

はその宝庫です。先日、お子さんが生まれた方が言われていましたが、検診で病院に行った時、医

者から「体重が余り増えてない様子なのでミルクをあげてください」と言われ、「いえ、母乳で育

てたいのですが」と言うと、「母乳なんか上げなくてもいいです。言う事を聞かないと帰せません。

入院してもらいますよ。」と言われたそうです。それを聞いたときは大笑いしました。その医師に

は食の事を真剣に真摯に学んで欲しいと痛切に感じました。 

 

大和魂と言う言葉があります。その意味は勇敢で潔いことと。戦時中は兵士のみならず、日本国

民の愛国心を鼓舞するために曲解して使われ、それが今も尚そう言った意味で使われているようで

すが、本来の大和魂の意味は、読んで字の如く大きな和の心、即ち争いを好まない穏やかな素晴ら

しい心を言ったものであるそうです。日本の伝統的な和食文化がそういう大和心を培ってきたので

しょうね。まさに世界に誇れる日本の和食、そしてそれ以上に誇れるのは、日本発の農薬も肥料に

も頼らない農業、無肥料自然栽培。先の腸に関してのテレビを見て、それで作られた食べ物が世界

を大きく変える計り知れない可能性を持っていることを確信しました。現在、「旬を旅する」と銘

打って全国の自然栽培パーティの無肥料自然栽培野菜セット購入を承っております。世界に誇れる

無肥料自然栽培の更なる普及に、皆様方にもその一翼を担っていただけたならば、それは子々孫々

皆様方の誉れとなること請合いです。 

                        

 

サン・スマイル 

出荷センター所長 

松浦 学 

 













こだわり①無肥料自然栽培の有機大豆・小麦を100％使用！

甘くて美味しいじゃがいも「さやあかね」でおなじみの折笠農場さんの大豆と小

麦を100％使用しております。広大かつ豊かな土で、肥料・農薬を一切使わず、

研究を重ね丁寧に育てた大豆・小麦は、安心な穀物本来

の甘みと香りも大きな特長です。

無肥料自然栽培

有機JAS付 法隆寺醤油
【200ｍｌ】

1,258円（税抜）

スタッフ
日向

折笠農場（北海道）

＊大豆・小麦の生産者＊無肥料自然栽培とは肥料
も農薬の使わない栽培です。

ニシキ醤油
キャラクター



こだわり②伝統海塩「海の精」で繊細な旨みをプラス

美しい自然に囲まれた伊豆大島で、黒潮が運ぶ

清らかな海水から生まれた塩「海の精」。

国立公園内にある塩田で、太陽と風の力で

海水を濃縮し、平釜で結晶を作り出す日本伝統の

製法で作り出す塩は、ほのかな甘さや旨さ、

コクやキレがあります。これがただ塩辛いだけ

ではない、繊細な旨みをもたらしてくれます。

こだわり③豊かな風味を与える「ニシキ醤油酵母菌群」

五味（甘味・酸味・塩辛味・苦味・うま味）のすべてを併せ持つ醤油。

そのまろやかで奥深い味わいを決めるのは、酵母菌などの微生物の働きです。

ニシキ醤油さんでは、創業以来育んでいる「ニシキ醤油酵母菌群」を使います。

私たちが求める風味を生み出してくれる酵母菌です。醤油を造る職人の仕事は、この酵母菌を

代々守り続けるとともに、酵母菌が十分に活躍できる環境を整えるのが仕事。代々守り続けて

きた酵母菌の活性を主体にして醸造する伝統的な製造法と、衛生的で近代的な製造法を組合せ

た品質の高い醤油です！！

こだわり④軽量新鮮ボトルを採用

醤油の質や味だけでなく、容器にもこだわりました。

醤油の酸化を防ぐ、酸素バリア性が高いボトルを使用し、

開封してから100日間は常温保存でご賞味いただけます。

また軽量で割れないため、ご家庭用はもちろんのこと、

手土産や持ち運びなどにも最適です。是非究極の醤油をお試しください！









　サン・スマイル通信 2020年7月号に紹介された　”そばの実カフェsora”さん

のお菓子はサン・スマイルで人気のある定番のお菓子で、第2.4月曜日にそば粉パンや

マフィン(３種類)も入荷するようになりました♪

その美味しいそば粉パンやお菓子をつくる小池ともこさんのレシピ本を紹介します♫

　グルテンフリー！低糖質！混ぜるだけ！

そば粉100％のおいしいパンとレシピ
　レシピの一例を紹介します！

　・ 基本のそば粉食パン、ドライフルーツの食パン、ナッツの食パン

　・ 和風きんぴらパン、洋風ポテサラパン

　・ チョコパン、カスタードクリームパン、

　・ ココアパンのスコップケーキ

　・ フィナンシェ、紅茶味のマドレーヌ

　・ さつまいもモンブラン、ラズベリーのカップケーキ

　・ りんごのクランブルケーキ

　・ うさぎ饅頭、かりんとう、ひとくちどら焼き

　・ そばの実グラノーラ、グラノーラチョコバー

　・ そば茶アイス、いちごのババロア

　・ そばの実のパンピザ

　・ スマイルクッキー

　小池ともこ〈著〉、二見書房

　￥1,500（税抜）

スタッフ 古賀

”そば”と言えば麺の蕎麦しか知らなかった私は、小池さん

が作るお菓子やパンは驚きの連続でした！

「そばが甘いお菓子！」「そばとチョコってあうの？！」

「そば粉のパンやマフィンってどんな食感がするんだろ

う？」 といった具合です。

食べてみるとビックリ！とっても美味しいんです！！！

小麦粉のパンよりしっとりしていて、お菓子はレシピが素晴

らしいのでしょう、そば粉とは分からないぐらいクセもなく

美味しいんです。

サン・スマイルには揃う材料もありますので是非どうぞ♫

サン・スマイルで発売中！



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県  ウインクルファームの可知さん！固定種・自家採種  松代一本ねぎ 

長野県松代町に明治より受け継ぐ伝統品種です！12 月になると霜が降りま

す。青い葉っぱの部分は枯れてしまいますが、これが美味しさの秘密です！

霜が降りることによって寒さに強い白い根の部分にギュッと栄養が集まり濃縮

した長ネギの旨味を生み出します。お鍋や煮物やお味噌汁によく合い、熱を

かけることで中心部からとろっと柔らかくなり凝縮した旨味  

が溢れます。ねぎの成分が鍋の味を調え他の食材に  

負けない存在感。くたくたになるまでゆで上げても  

適度な歯ごたえがあり、噛めば噛むほど濃厚な風味  

が楽しめます、こんな話をするとお鍋食べたくなりますね！  

 

 

またまた ウインクルファームの可知さん！より 固定種自家採種の長芋  

実は長野県は長芋の一大産地なのです！信州の松代は土壌の粒子が細

かく豊かな大地で栄養豊富。夏の暑さと冬の寒さが  

格別の美味しさの秘密ですね！千曲川の肥沃な壌土で 

育った、粘りが強く甘みのある松代産長芋は自然栽培に 

もバッチリ。くせがないので、だしと長芋のうまみをそのまま味わうことができます！ 

 

 

新鮮お野菜全国より毎日入荷中！！無肥料自然栽培  

 

 



雑穀３兄弟もレジ横に陳列し
て頂いておりました！！
ありがとうございます！！

まず１件目は、大阪府大阪市の

「健友館」様

スタッフ
日向

健康ストア健友館
■営業時間：10:00～19:00
■定休日：日曜・祝日
■〒536-0008 大阪市城東区関目1-11-31 
■TEL. 06-6930-4649

関西は価格に
厳しい～！！

洗礼を受けまし
た！！（笑）

自然食品店の健康ストア健友館さん。大阪で創業19年。
無肥料無農薬、マクロビオテック、アレルギー対応、
ローフード商品がいっぱいあります。

サン・スマイルからもたくさんの商品を取り扱って頂いてお
ります。豆類や米粉カレーやもち麦、片栗粉、野生のコー
ヒーなどなど本当にたくさんございます。
弊社でも販売しているヘアワックスの「和っくす」の

デザインは弊社スタッフの稲川が手掛けた商品で、その販売
元が健友館さんです！
原料は4種類のみでオリーブオイル、モクロウ、ニュウコウ
ジュ油（フランキンセンス）、ラベンダー。
ヘアーセットのみならず、スキンケアにもいいです。
もともとヘアーセット剤として開発しましたが、

乾燥したお肌の“かさつき”に抜群によかったと言うお声が
多い商品です。

ヘアーセット後に手に残った「和っくす」を顔、手などに擦
り込んでください。
大阪に行った際には是非お立ち寄りください！！



次にご紹介は、奈良県

「かんとりぃ」様

五ふしの草さんに行くととても柔らかな代表榊原さん
が出迎えてくれます！八百屋をやりながら小規模の自
然栽培や有機農家の取り纏めをされています。

ファームスタンドやファーマーズマーケット、ファー
ムシェアに取り組み、フードシェッド、心が通う食糧
の流れ、つながりを育てています。
フードシェッドは、地産地消が可能な範囲にある地域、

食料が生産・加工・配送・消費される地域の流れのこ
とです。奈良近郊の小さな農家さんたちを大切に思う
人が集まり、元気に有機農業を続けていくつながりを
協力して育てています。

ファーマーズマーケットは、月に一度の朝市で、出会
いと交流の場です。
ファームシェアは、地域支援型農業CSAとも言われ、

小さな地域の有機農業を守っていくための、旬野菜の
詰め合わせ定期便です。

暮らす地域の農家さんが育てた食べ物を、その地域に
暮らす人が食べ支えるための仕組み、流通形態です。
ファームスタンドは、CSAや朝市を切り盛りする拠点
で、農家さんの野菜を販売する八百屋さんです。

作付け会議や農業技術交流などで、全ての取り組みの
根っこになる農家さんグループもつくっています。
毎週月、水、金に新鮮なお野菜が集まります。

サン・スマイルの野菜も取り扱って頂いております。
奈良に行った際はぜひお立ち寄りください。

写真は代表榊原さん

かんとりぃ
所在地：〒631-0002
奈良県奈良市東登美ヶ丘4-16-5
TEL:0742-43-6629
営業時間：10時～19時
定休日：毎週月曜日・正月・GW・お盆

五ふしの草
所在地：〒630-8114
奈良県奈良市芝辻町880番地
TEL：0742-24-2807
営業時間：10時〜17時
定休日：日曜日

次にご紹介は、奈良県

「五ふしの草」様

奈良県産の有機野菜、国内外の無添加食品や化粧品、
ベビー用品など健康と環境に良いものばかりを幅広く、
取り扱っています。化学農薬や、保存料、着色料など
が使用されていないことはもちろん、どのような環境
で生産されたかまで熟慮した商品ですので、体にも環
境にも良いものばかりです。サン・スマイルから無酸
処理のりを取り扱って頂いております。

たくさんの商品の取り扱いがあり、お店にいるとたく
さん買いたくなっちゃいます。野菜コーナーも充実し
ており、お菓子コーナーも楽しくなっちゃうほど陳列
されております。帰りのお土産にたくさんお菓子買っ
ちゃいました。（笑）
奈良に行った際はぜひお立ち寄りください。



次にご紹介は、滋賀県

「おもや」様

愛知県「無門福祉会」さんでは旬を旅する野菜セットでカリフラ

ワーと白菜の栽培を担当して頂いております。

自然栽培パーティの本部でもある無門福祉会さんは２０１５年から

自然栽培パーティとして自然栽培を本格スタートし、地域の休耕地

を借り受け、約４町（４００アール）の田畑で、米や野菜を育てて

います。 毎回試行錯誤ですが、とても楽しく明るく全員で無肥料自

然栽培に取り組んでいます。職員の方が積極的に参加し、利用者さ

んと共に栽培して頂いております。優しいお野菜たちがたくさん来

ることを楽しみに待っています！

旬を旅する野菜セット
宜しくお願いします！

次にご紹介は、愛知県

「無門福祉会」様

代表理事磯部さん 担当吉田さん

代表杉田さん

いちじく にんじん おもやキッチン

滋賀県「おもや」さんは2013年に自然栽培に出会い、取り組みを始めまし

た。そこからの毎日は失敗の連続。それでも“本気”で自然栽培に取り組み

続けています。「農薬も肥料も除草剤も使わない自然栽培、その農業には

嘘が無く、そして笑顔があると感じています。職員も本気で農業に取り組

む人しか採用しないです！！」ととても明るく無肥料自然栽培に本気で取

り組んでいる代表の杉田さんは楽しそうにたくさん話してくださいました。

とても温かい雰囲気のある畑で利用者さんと共に旬を旅するではにんじん

を担当して頂いております。おもやキッチンというカフェもございますの

で、滋賀に行った際は是非お立ち寄りください！！



imo fes 2020

2020.11.14 sat.

三芳町役場ちかくの雑木林にて開催

feel emotion...  feel imotion...

ちいさな手からできること

開宴 am10:00 － 終宴pm4:00

ちいさなころからさわっていたつち

その中にある宇宙...

ベランダのひと鉢からはじめられる

自然環境づくり

プランターやお庭からはじめられる

あんしんなお野菜づくり

また、つちをさわってみませんか...
入場無料 事前登録不要



SHOP

 開宴時間　　am１０：００
　・ 東京コットンビレッジさん

　１０：００ ～ どんぐりや葉っぱをつかった工作とあそび     (スピンドルと糸紡ぎセット ・ ホットコーヒー)

   ～三芳グリーンサポート隊さん ・ 竹の子エコクラブ(村上さん)～ 　・ 料理家 中島芙美枝さん

　11：００ ～　糸つむぎカフェ TokyoCottonVillageさん     (秋を楽しむお弁当）

　 ～糸つむぎとハンドドリップコーヒー 　・ 福祉喫茶ハーモニーさん

収穫したコットンから糸へ～      (oimoあんパイ）

　11:００ ～ どろんこ料理教室～マットパイ(泥のパイ)をつくろう!! 　・　…nokichi
～エディブル・スクールヤード・ジャパン(土屋さん)～    （スープ ・ 軽食）

　１３：３０ ～ トークショー 高田宏臣さんと、明石誠一さん

～ ちいさなてでできること ～

おうちから創れる循環する環境づくりのお話し

　１５：００ ～ ワークショップ 高田宏臣さんの「林の土中環境」

 終宴時間　　pm１６：００

 ～プロフィール～

 ・高田宏臣さん    ・明石誠一さん

 株式会社高田造園設計事務所代表取締役社長    明石農園代表

 「土中環境」著者    映画「お百姓さんになりたい」

TIMETABLE
imo fes 2020 

中国料理　紅龍さんの横を通り林の中へ

access

feel emotion...  feel imotion...



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

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。 

 

１１/３０(月)は 

 

次回の「ともの会」と「子育ておしゃべり会」      
ともの会  11/3(火・祝) 12/14(月) 「免疫力を高める方法」 

子育ておしゃべり会  11/7(土)  12/15(火) 

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！ポ

イント加算はされません。） 

お助け配達しています！ 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 

 
翻訳機械ポケトーク導入！ 

74言語対応！ 

 

みんな 

だいすき 

ＬＩＮＥ会員様募集中！ 
入荷情報 お得情報 画像も配信します！  

右のＱＲコードを読み取ってね！  
 

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 

おしらせ「ポイントにつ

いての変更事項」 現金

以外のお支払いでもサ

ン・スマイルのポイント

が加算されます！ 

mailto:mail@sunsmile.org

