
 

 

 

 

 

 

 
 

 

営業時間 … 10：00～19：00 

定休日  … 日曜日 （祝祭日営業） 

電 話  … 049-264-1903 

住 所  … 〒356-0052 ふじみ野市苗間 1-15-27 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ … www.sunsmile.org 

メール  … mail@sunsmile.org 

フェイスブック いいね！お待ちしてます 

 

 

通信

 
 

 

 

http://www.sunsmile.org/
mailto:mail@sunsmile.org


【イベント報告】 

～ALL ATHLETE DREAM DINNER～ 

H29.11.30 に  東京白金にある八芳園で ALL ATHLETE 

DREAM DINNERが開催されました。 

日本各地の障がい者施設の方々が栽培された無肥料自然栽

培の野菜やアニマル ウエルフェアの想いから飼育されたお肉

などを フレンチの三國シェフはじめ 志あるシェフたちが料理

をしてくれました。 

（サン・スマイルも食材をお届けさせて頂きました） 

 

 

 

主催は、自然栽培パーティ（一社）全国農福連携自然

栽培パーティー協議会）で、全国の障がい者施設さん

が、無肥料自然栽培で田畑をされる際にアドバイスを

させて頂いたり、栽培指導をさせて頂いたり、流通指導

をさせて頂いて、日本から耕作放棄地を減らし、限界

集落を減らし、障がい者さんの力を借りて国土を保全し

よう！という団体で、サン・スマイルは理事をしています。 

 

このイベントは障がいを持った方々が栽培され

た無肥料自然栽培の野菜やお米などをパラリ

ンピックに来られる世界中の選手や関係者に

食べていただこう！とアピールのディナーでし

た。 

わずか一年前までは、障がい者施設さんで作

った無肥料自然栽培はほとんどありませんでし

たが、今回はほとんどがそのお野菜でした！ 

 

 

 

 

 

 

そしてバトミントン、ボッチャ、ブラインドサッカー等の日本代表選手また、元

サッカー日本代表の高原氏、現役 J リーガーなども駆けつけてくださり、公

官庁はじめ関係の方々に大いにアピールすることができました。 

オリンピック、パラリンピックに食材を提供できたら、利用者さんはどれだけ

の誇りになるでしょう！ 

しっかりと多くの方の志をお届けできるようにサン・スマイルも頑張ります！ 

 

 

 

左からボッチャ藤井金太朗選手 / ブラインドサッカー 

落合啓士選手 / バドミントン豊田まみ子選手 

 
右：高原さん 
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【メーカー訪問】 

飛騨高山 よしま農園 

 

サン・スマイルでは漬物や糀を作ってもらっているよしま農園さん。 

昭和 20 年代から無肥料自然栽培を行う農園です！そして飛騨高山

といえば「白川郷」や「朝市」が有名ですよね！よしま農園は朝市で添

加物を使わない漬物を製造して、毎朝販売し続けています。今では

その味やコンセプトから地元スーパーでも販売しています！ 

そして当代の与嶋靖智さんは松浦智紀の学生時代の同期で、おなじ

研究室、親友でライバルです（笑） 

学生当時はそれぞれの下宿に集まって無肥料自然栽培のことやある

べき食、生産と消費の繋がりの姿など喧嘩もしながらよく議論をしてい

た仲です。 

その与嶋も実家の農園を継ぎ大いにその手腕を発揮しています。 

 

 

今年は、サン・スマイルで「みそ造りセット」を販売いたし

ます。 

その大豆は北海道の無肥料自然栽培秋場農園。蒸し

大豆を作ってくれるのは、登喜和食品。 

お米は無肥料自然栽培米、そのお米を原料に糀を作

るのがよしま農園！ 

 

このセットは全国の自然食品店さんはじめ広く販売させ

て頂きます！そのためには一度視察に行かなくては！

という事で、数か月前からお願いをして、よしま農園で

の糀造りを最初から視察させて頂きました。 

その様子をご報告させて頂きます！ 

 

今回は、宮城県なりさわ農園のササニシキ玄米糀で

す！ 

HACCP（ハセップ）（世界的衛生基準）に申請中で、年明けには申請が完了する予定の加工場。 

●まずはお米を蒸す作業から！本当に手作りなので、機械は使いません。ガスで炊きます！ 

蒸気が上がってきたらほぼ出来上がり。食べられるくらいに柔らかくすると水分が多すぎてしまうので硬め

に蒸します 

 

漬物は木のタルで漬けこんでいます！ 
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●さざーっと広げて 冷まします。ほぐしながら、温度を下げていきます。満遍なく温度を下げていくのは経

験とカンですね！ 

 

 

●温度が下がったら、菌を振りかけます。複数の糀種がまざっ

たよしま農園こだわりの糀！ 

この胞子を満遍なく温度が下がりきる前に手早く優しく混ぜて

いきます。 

 

 

●よく混ざったら室に入れます。 

これが室（むろ）です。とっても小さいですがこれは

最新式の室！ 

ゆっくりゆっくり糀が増えていきます。 

菌はうまく発酵しなかったり、暴走して温度が上が

りすぎたりしてしまう事があります。 

とってもデリケート。この室で数日過ごした後、 

ご機嫌な糀の状態で袋詰めをして、冷凍（冷蔵）し

て出荷！になります。 

 

よしま農園ではご家族、パートさんも働いていますが、触れる手、関わる人、その時の気持ちによって糀の

出来が大きく変わってしまう事を経験してから 

この糀の製造だけは与嶋靖智さんだけがやることにしているそうです。 

人の目に見えない世界ほど、人の心が影響するのがよくわかります。と与嶋さん。 
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よしま農園与嶋靖智さんは今年の 10月 4日の農

業共済新聞に掲載されたました。 

 仕事もお金も大切。でも一番大切なのは喜びや

幸せではないか。自分がいること、することで少し

でも関わりを持って下さる方の喜びや幸せにつな

がってくれるのなら、こんな幸せな仕事はないで

すよね。 

その切り口で仕事に向き合う姿勢は農業に限ら

ずすべての人、生けるものに当てはまるのではな

いでしょうか。 

 

この新聞に書いてあるように 

そのような想いを貫き畑に向かい、製造に向かい

出来上がった糀はとても生き生きしているように感

じます。 

 

与嶋さんは 10年以上前、無肥料自然栽培がまだ

世にほとんど知られていなかった頃、無肥料自然

栽培を普及するホームページを開設していました。

そのサイトを見て、無肥料自然栽培を始めた農家

も多くいます。 

しかし、ホームページへの批判もすさまじく当時

励まし合いながら普及していたこともありました。 

 

いまではそのような批判中傷も少なくなりましたが

そのような経験から、あまり表に出ることはなく、実

直に土に向き合い、イノチに向き合う姿勢を貫い

ています。 

 

駆け引きはなく、ただ実直に向き合って作物にも、

漬物にも、糀にも喜ばれ、家族や食べてくださる

方の幸せを願ってかもし出されたよしまの糀、つ

けもの。 

ぜひお試しください！ 

文：松浦智紀  
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日向オススメの食べ方
一番私がおいしいと思った食べ方はのりで巻いて醤油を塗って食べる磯辺
巻きが絶品です！！甘く食べるなら砂糖醤油も好き！！
このオーソドックスな食べ方で是非食べてみて下さい！！

スタッフ 日向（ひなた）

おいしい
よ～！

玄米もちは岩手県あべさんのもち米を使用！
みどり玄米もちは熊本県の稲本さんのもち米を使用！
共に無肥料自然栽培のお米でオリジナルで作った自慢のおもちです。
とても食べ応えがあり、玄米が苦手な人でも大丈夫！！
お子様からお年寄りまで歯切れがいいので、おいしく食べられま
す！！3切1袋になっていて、食べきりサイズ！！
是非お正月のおもちでも食べて頂きたい逸品です！！

年末年始の御挨拶用におもちは
いかがですか？ギフトやってます！
のし紙もおつけできます！！

おもちギフト ２，９２０円（税抜）

スタッフ
日向

玄米のおもち（6切）
みどり玄米のおもち（6切）

630円（税抜）
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日向オススメの食べ方（お茶漬け）
一番私がおいしいと思った食べ方はお茶漬けです！！
非常にシンプルで、ご飯の上に置いて、ただお湯を注ぐだけ
で出来上がり！！まるでフランス料理のようなお茶漬け。
ホントにおいしいので、是非お試し下さい！！

スタッフ 日向（ひなた）

意外と
おいしい

ミネストローネは季節野菜を煮込み、トマトベースでシンプルに味付けしたイタリアのトマト
スープです。５種類の野菜（トマト、キャベツ、玉ねぎ、ピーマン、いんげん）の旨みが凝縮
されています。オニオンスープは国内産の新鮮なたまねぎをじっくりローストした、野菜のう
まみの凝縮したスープです。共に化学調味料、着色料、酸味料は一切使用しておりません。ア
レンジ次第で、パスタやお肉のソースなど使えます！

スタッフ
日向

ミネストローネ（4袋）

590円（税抜）

オニオンスープ（4袋）

540円（税抜）

ミネストローネ オニオンスープ

写真撮影が下手な私が店
長にダメ出しされながら撮った写
真です。（笑）
試した方は是非ご感想を！！
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サン・スマイル
２０周年企画

美容
セミナー

スマイルワールド ２Ｆ

日 時

会 場

お申込み
お問い合わせ

TEL

URL

MAIL

1月18日（木）
午前の部 10：30～12：30 午後の部 13：30～15：30

嘉納未来子
2016、2017年ミス・ユニバース
ビューティキャンプ公式講師

自然食の店 サン・スマイル
TEL 049-264-1903
〒356-0005 埼玉県ふじみ野市苗間1-15-27

http://www.sunsmile.org/ eメール：mail@sunsmile.org

費 用 基礎&メイク 3,500円（税込） 各7名ずつ

基礎編
＆

メイク編

＊当日キャンセルは全額
ご負担頂きます。
＊お子様連れＯＫです！！
託児はなし。

第二弾！！
冬のすっぴん美肌道場
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【基礎編】

・お肌の生理機能を徹底的に知って、どんなケアが必要でどんなケアがいらないのかを
チェック。
・どんな化粧品がお肌にとって良いのか選定の仕方をレクチャー。
・スキンケアの仕方の実践。洗顔～基礎化粧スキンケアの仕方
※希望者のみ、洗顔して基礎のスキンケアを体験していただきます。

≪必要なもの≫※洗顔する方～洗顔用タオル、洗顔用ターバンやピンなど
お好きなメイク用品、筆記用具

※クレンジング、洗顔料、基礎化粧品はこちらでご用意しています

【メイク編】

・お肌の生理機能を活かしたスキンケアの後に、ノーファンデ（すっぴん）でのメイク講座。
・それぞれの方の肌の質感、目・髪の色、造形美を最大限に活かしたメイクの仕方
・すっぴんメイクでの色選び
・紫外線対策

≪必要なもの≫お好きなメイク用品、筆記用具
※メイク用品はこちらでご用意しています

嘉納未来子 プロフィール
北海道旭川市出身。18年前に猫2匹とリュック一つで関西に移住。

自然食品を販売するネットショップで仕入れやお客様サポートをする傍ら、自身のアトピーや月経障害や低体温
症などの様々なトラブルの解消と、発達がゆっくりな息子の為に食事・水・洗剤や化粧品などの生活用品、身体
の歪み、生活スタイル全般を様々な分野の専門家に学ぶ。
それまでのご縁と知識と経験を元に2010年オルネ株式会社をパートナーと設立し、皆様の健康と美容に役立つ
商品の卸販売を始める。

綺麗になる為の食事や水、生活習慣などの勉強会のご要望を多数いただくようになり、啓発を目的とした株式会
社Mi-raie（ミライエ）を立ち上げ、人間の細胞が本来持つ機能を最大限に活かした美しい状態、機能美を発揮で
きる為の【機能美セミナー】を開催している。

Mi-raieホームページ http://mi-raie.co.jp/ 公式ブログMiraiの機能美な358日 http://kinou-bi358.hatenablog.com/ 

ある特定商品の説明販売では
ございません。

http://mi-raie.co.jp/
http://kinou-bi358.hatenablog.com/
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   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 

年末年始のごあんない 

 

毎月３０・３１日が営業日の場合ポイント３倍！ 

12/30（土）ポイント３倍 

当日税別１万円以上お買い物のお客様へ

なんとなんと、大人気の土曜日限定 

手作りコロッケを 1つプレゼント！ 

 

 

 

 

 

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 H30.1.25（木）  

子育ておしゃべり会 H29.12.16（土）,H30.1.26(金) 

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！ 

年内 12/30(土) 
まで営業 

年始 1/5(金) 
より初売りです！ 

冬季休業 

～H29.12.31から 

H30.1.4まで～ 

ご迷惑をお掛け致します

が何卒どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

 

 

 

売り切れ御免！ 

恒例、新春初売 

福袋ございます 
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