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今年のお野菜お米お豆たち 全国の農家 
 

 今年は、地震、水害、日照り、日照不足、高温、低温、噴火、大風等本当に大変な年です。 

被災された皆様には心からお悔やみ申し上げます。 

80過ぎた農家がこんなこと、今まではじめてだ。と 

ここ最近天候異変が続いていますが今年はとてもひどい。 

おなじみ、北海道無肥料自然栽培 64 年の秋場農園でもニンジンが約 40t 流されてしまいました。 

ジャガイモも、5種類のうち 3種類が流れ、お豆も収穫量が少なくなる見込み。 

写真を載せようと思いましたが、跡形もない只の畑なので、、写真は載せても意味がないかと思い

載せません。 

 

青森では高温基調でリンゴに病気が蔓延し、関東では低温日照不足でおいしい秋ナスがほとんど入

荷なし、また虫の大発生で秋の野菜が心配。山梨でも低温で予定の農産物が出荷できず、四国では

夏の大干ばつから台風の水害でとれる野菜はサトイモ程度、、九州も似た状況です。 

悲しく暗くなりますが、その中でもサン・スマイルがお付き合いしているお米農家さんは好調です。 

台風で 120度くらい倒れた稲が無肥料自然栽培ならでは、3日後には完全に元の姿に戻ったり、高

温でおいしいお米は今年も期待できそうです！ 

 

無肥料自然栽培農家とよく話す事。「天候には絶対文句を言ってはならない！」なぜなら、お天道

様、水、風、土がなければ作物は育たない、地球に生かせていただいている我々にとってそもそも、

天候が悪いとかいって文句をいう立場ではないでしょ！という私の考えです。 

 

我々生きとし生けるものすべて地球に乗せて頂いて生きています。 

人間が温暖化やオゾン層を破壊してもそれ自体も地球の上でのこと、地球、天候、自然は常に正し

く動いています。 

 

そして地球の恵みで作物が育まれ、その恵みでわれわれ人間も生きていく事が出来ています。 

最終的に自然には絶対に逆らえません。 

 

正直、今年の農家にとって（サン・スマイルにとっても・・・）販売する野菜が少ないというのは

とても大変です。 

虫が多く発生して売るものがなくなるから、生活のために農薬を使う！とはなりません。生活が苦

しくても自然に反することは絶対しない！という生き様を持っているのがサン・スマイルがお付き

合いいただいている農家さんたちです。 

 

そして天候には文句を言わない、生かせて頂いていることに常に感謝を持ってという想いの中、農

家さんたちは、前向きに明るく田畑に今も向き合っています！ 

 

そんな農家の想いがつまったお野菜そしてお米これからもどうぞ応援してください！ 

 

文：松浦智紀 





これからの季節体を温めて ポカポカライフ！ 

マクロビオティック 

今年没後 50 年を迎える桜沢如一氏（ゆきかず 1893 年～1966 年）ご存知の方も多いかと思いま

す。玄米を推進、「マクロビオティック」、「正食」の言葉を作り、体系化した人です。 

 

桜沢氏は明治時代の日清戦争時の陸軍少将（かなり位が高い）医師薬剤監であった石塚左玄が設立

した食養会の会長を務め、石塚左玄の考えをより大きくそして、易の考え方を取り入れ、体系化し

ていきました。その完成形が「無双原理」です。 

現在の自然食の流通を行う「ムソー」「オーサワジャパン」、普及団体の「正食協会」「CI協会」等々

はその考え、団体から派生しました。 

（日本では「食育基本法」という法律が出来ましたがその理念は石塚左玄が作った「食育」という定義にのっと

っています『学童を有する民は家訓を厳にして体育、智育、才育は即ち食育なりと観念せざるべけんや。』） 

 

マクロビオティックは、「マクロビ」と言って雑誌やテレビに取り上げられました。 

でも最近はあまり目にしなくなりましたよね。 

本質は伝えず、その時々ブームのように様々な食事法が取り上げられますビーガン、グルテンフリ

ー、低炭水化物食などなどあまりに情報が多すぎて何がいいのかわからない！ 

っと悩んでいらっしゃる方も多いのではないでしょうか？ 

 

それぞれの食事法は商業的に宣伝されてしまい、本質はほとんど伝わっていません。 

その中でマクロビオティックは日本発祥で、奥がとても深く、陰陽に基づいた食、哲学や生き方ま

で派生していきます。 

陰陽に基づいた考え方が先で、その中に食があるという方が正しいかもしれません。 

 

マクロビオティックは「これを食べれば大丈夫！」という単純なものでないのは勿論です、 

「偏らない人それぞれの食事」を体系化していったものです。 

料理教室など各地で開催されていますが、大切なのは体感すること。 

 

私自身玄米は普段食べませんが、過去に 40日間だけ厳格マクロビオティックにしたことがありま

す。体重は落ち、肩こりはなくなり、頭は冴えまくりました。自分はこんなに頭良かったっけ？と

思ってしまうほどです。 

どの食べ物を食べたら体が温まり、冷えるのか？など食べて感じてみるという事は普段気にするこ

とはほとんどないと思います。でも！ぜひ気にしてみてください。腰痛がある人が体を冷やす食べ

物を食べると悪化しますし、肩こり、冷えがひどい人が甘いものを食べるとさらに悪化します。 

 

今回の通信でご紹介している「玄心」は体を温める極陽性飲料です。コーヒーやお茶を１週間だけ

でも玄心に変えてみてください！（コーヒーやお茶はダメということではありません） 

マクロビオティックでいう極陽性を取り入れるとご自身の体がどう反応するのかぜひ体感してみ

てください。もちろん個人差ありますが 

まずはそこから！ 

ますます健康に！ 

記：松浦智紀 







サン・スマイルのタマゴはおいし～い!!とお客様からお声を頂きます！

お野菜コーナーの一角にたくさん並んだ卵を見ると感謝が湧きあがります

養鶏生産者さん達の日々の努力の賜物です！今は安定して入荷致しますが

ニワトリさんがタマゴをなかなか生んでくれない時があります！何で?!

と想われるかもしれませんがそれには大変な苦労があります。

ニワトリさんはとても繊細です。暑い.寒い.栄養が足りない.病気になった.

虫に刺されて不愉快、ケモノが来て恐い、風が強い、大きな音がするなどなど…

あらゆるストレスが産まなくなる原因になります

生産者の皆さんは独自のエサで季節毎・体調に合わせて変えています

店頭に並んでおりますタマゴはもちろん平飼いで自然に近い環境で自由に動き回り、

天気のいい日はひなたぼっこしたり、一日中地面を突いたり、砂浴びをしたり、

たまに喧嘩もします！またニワトリさんにも個性があります

よくエサを食べる鶏・水をたくさん飲む鶏・じっと動かない鶏など本当に個性的です！

当然タマゴもバラつきがあり、タマゴも個性的になり

そのような自然養鶏は流通には不向きです

夏場は暑いのでたくさん水を飲みますと、卵の殻が薄くなります

エサの配合を変えますが、お店に届くまでに割れてしまう事があり

毎回ですと運送屋さんと気まずい感じになります。割れた卵を買い毎日食べた事もあります！

一般流通しているタマゴは大量生産できるゲージ(鳥かご)飼い。

少ない面積で多くの鶏を飼い、エサやり集卵など管理が楽になり、卵の価格も下がり

通年とうして安定した品質になります。まさに命の工業製品と同じです。

スーパーで売っている卵のほとんどがゲージ飼いです。日本の養鶏におけるゲージ飼いは

なんと95％の割合になります!!当然運動はできませんから

体は弱くなり薬剤に頼りがちになります。体調が悪ければタマゴも良い状態と言えません。

サン・スマイルの養鶏生産者の皆さんはその真逆の事をしています

信念を持って日々忙しくニワトリさんと向き合い愛情たっぷり育ててくれております！

こんなにおいしく生命力あふれたタマゴ。食べるとそのおいしさの秘密が分かりますよ!!



千葉県 いずみ市 →

メイドインナチュラルファーム

棚原 力さん

なんと自然栽培お野菜生産者！

黄身が白っぽいのは

お米とお野菜食べている証拠！

山梨県北杜市

佐藤ファーム 佐藤譲二さん

サン・スマイル一番人気です!!

ニワトリに対する愛情はサスガです!!

↑佐藤ジョージさん!!

人柄がタマゴにも現れております！

棚原さんがタマゴについて→

熱く語ってくれてます！

北海道 札幌市

永光農園 永光洋明さん

エサは北海道産100％

北の大地で育ったタマゴは

格別です!!毎週限定入荷!!

とってもおいしいぞ！

毎日元気に

←みんなで

暮らしてます

みんな遺伝子組み換えエサ

使っていない優秀な方！

スタッフ井浦の













☆ 新 人 紹 介 ☆                                           
なまえ 

日向 皆夫 （ひなた みちお） 29歳    

よく名前は間違えられることが多いで

す。  ニックネームでミッチーやひな

っちなど呼ばれていました！！ 

 

出 身  

埼玉県さいたま市（旧浦和市） 

 生まれも育ちも埼玉県民です。 

浦和育ちの野球少年でした。 

 

趣味  

スポーツ観戦（主に野球とサッカー）、お酒

を飲むこと 

 最近は生では見れていませんが、野球やサッカーは見るのが好きです。 

 野球に関しては小学 4年から高校 3年までやっていました。 

（今は見る影がありませんが） 

 お酒を飲むことが好きで、一人で飲むというよりは、仲間と仕事の話や 

 プライベートの話を熱く語り合うのが大好きです。 

 

好きな食べ物 

 納豆、しゃけ、ラーメン 

 ごはんに合うものなら大好きです。そのため炭水化物ばかり食べて太ってしまいましたが、現在

食生活改善中、サン・スマイル食材オンリーで、ダイエット中です。 

 一か月後を楽しみにしてください！！    現在体重８２キロ→１か月後体重○○キロ 

 

前 職 

 某 OA機器会社の営業マンを 7年半やっておりました。そこでは、いろいろな 

 人と出会い、社会人としてたくさんの経験をさせて頂きました。 

人と関わる仕事がしたい、人のためになる仕事をしたいと思っていましたので、 

お客様のためにと思い、 

日々仲間たちと熱く仕事をしておりました。 

 

サン・スマイルとの出会い 

 最初の出会いは、母がサン・スマイルの応援をしており、    

私も一緒に来ていた形でした。（私が 10歳のころから！） 

 私は以前、小児喘息を患っており、サン・スマイルの生き

た野菜、食材で食事改善をし、指圧ヒーリングのおかげで

ほとんど発作もでず完治することができました。 

その後社会人になっても、土日にお店の手伝いや畑仕事の

手伝いをするようになり、10月からサン・スマイルで見習

いとして働かせて頂いております。 

小児喘息をサン・スマイルで治してもらった感謝を今度は

次の子供たちにサン・スマイルのすばらしい野菜、食材を

伝えていきたいと思っております。 

以前から人のために役立ちたいと思っていたので、1 日で

も早く食で皆さんのお役に立てるよう勉強してまいります。 

どうぞよろしくお願いいたします！ 



サン・スマイル推薦図書！ 

この 2冊は食品業界に関して素人であった私にいろいろ勉強になった本です。 

そして皆さんにも是非読んで頂きたい！ 推薦図書を紹介させて頂きます。 

 

１、 複合汚染 有吉佐和子著   840円（税抜） 

当時環境汚染について素人であった有吉さんが、環境汚染のこ

とを知り、環境問題から農薬汚染、工業汚染など日本のあらゆ

る汚染の現状が書いてある本です。市川房枝と紀平悌子の選挙

の支援活動から話は始まるが、紀平の選挙演説で語られた環境

汚染の話題をきっかけに、汚染の問題へ話は進んでいく。 

米に虫がわかなくなったという身近な現象を取り上げて、「複

合汚染」という現象が説かれる。複合汚染とは二つ以上の毒性

物質の相加作用および相乗作用のこと。以後、野菜や果物、畜

産、養鶏などにも視点を広げ、農薬と化学肥料に頼った近代農

法の恐ろしさが語られる。一番心に残った場面としては、農薬

を世界で１番使っているのは日本であるということと京都の

漬物屋の話。毒を売ってまで儲けたくはないと、20年も前から

防腐剤を拒否し、商売を縮小してまで昔どおりの安全な製法に

こだわり続けている。今度は、合成洗剤、ＰＣＢなどの水の汚染につながるもの、さらには大

気汚染につながる排気ガスの問題へ。アメリカで排気ガスの規制が見直されたが、日本ではま

だであったが、低公害エンジンの開発の先陣を切ったのは、日本のメーカーであったことを紹

介。最後、フランスへ有機農業の視察に出かけたことが語られ、日本の農業を再度、振り返っ

て終わる。古い本ですが、全く現状は変わっていません。 

今一度、自分の生活を見直し、一歩を踏み出す根本的な本だと思います。 

 

２、 沈黙の春 レイチェル・カーソン著 711円（税抜） 

この本は鳥も虫もいなくなってしまい、冬眠からさめた虫や鳥動

物達の鳴き声が聞こえない静かな春となったという見出しから始

まっています。読んでいくと化学薬品である殺虫剤などを使い続

け、挙句の果てに鳥や虫が死滅してしまうと言う事を訴えた事だ

とわかる。 

鳥は勿論虫を食べ、化学薬品に汚染された虫を鳥が食べいきつく

先は人間への影響までの仮定がこと細かくかかれており、殺虫剤

はもともと人と人との戦いに用いられた兵器であり、虫や鳥を殺

すためのものではない。 

その後、害虫の農作物への悪影響を避けるために改良された農薬

である。人間を殺す為につくられた物、これは殺虫剤ではなく殺

人兵器にもなりうるということを改めて感じる事が出来き、当た

り前になってしまっている世の中を見直さないといけないと思う作品でした。虫や鳥に影響を

及ぼすのに、人間に影響がないというのはもちろんありえないと思います。 

文責：日向皆夫 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 店の前近隣への駐車はご遠慮ください。 

駐車場は店の斜め向かい 12台分です。    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 

中野セントラルパーク 出店します！ 
10/29(土)30(日)東京中野セントラルパークで開催されます「自然栽培フェアー」 

に今年も出店します！お店とはちょっと違ったお楽しみが！他出展者さんも自然派 

にはたまらないお店ばかり！都会の洗練された大きな公園でおしゃれに楽しく体に 

いい物たくさん発見して下さい！サン・スマイルの目印は「おいしいはしあわせ」 

と書かれた赤いハッピ！さぁ、お出かけくださいませ！ 

臨時休業のごあんない 

毎月３０・３１日が営業日の場合 

ポイント３倍です！ 
ポイントは１００円毎に１円分の現金ポイントが加算

されています！毎月３０･３１日が営業日の場合は３倍

加算されます！（クレジット 

払いまたセール中はポイント対 

象外です。）ポイントはレシー 

トの下に表示されています。 

１円分からご利用頂けます！ 

 

 

 

 

 

 

メール会員登録  

サン・スマイルのメール会員登録 

mail@sunsmile.org 

本文にお名前と「メール会員希望」とご明記の

上送信下さい。店頭でもお受けいたしており

ます。年末年始や臨時休業のご案内。臨時特売

品やイベントのご案内など配信しておりま

す。しつこいメールの配信は致しません。 

ご登録の際は次のドメインを解除してくださ

い。＠sunsmile.org   おまちしてます♪ 

 

 
次回の「ともの会」「子育ておしゃべり会」 

ともの会 28.10.25(火)11.7(月)   

子育ておしゃべり会 28.11.5（土） 

10：00～12：00 参加費５００円（税込） 

店内奥リビングにて 

      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。それには『今のくらし』を考えてみることがとっても大切。本などで勉強するのももちろん大切です

が、みんなでおしゃべりしながらはまた楽しいですよ！お待ちしてます～ 

 

 

 

 

 

忙しい毎日にお役立ち！宅配野菜 

無肥料自然栽培や固定種を優先に農薬を使用

していないお野菜等、その時々で一番おすす

めのお野菜をセットにした宅配セットを全国

配送しています！店内の食材・加工品等も一

緒にご配送可。お試しもできます！S サイズ

2,150円（送料込・税別）～ ぜひどうぞ！ 

臨時休業 

11/12(土) 

11/30(水) 
 

誠に申し訳ございませ

んが、11/12 臨時休

業。11/30 棚卸となり

ます。何卒よろしくお

願い申し上げます。 

 

10/29･30(土･日)お待ちしてます！ 

 

mailto:mail@sunsmile.org

