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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「コロナ」

●コラム「マスコミ教」

●コラム「中国武術とはどういうものか」

●スタッフおすすめ

がんばクッキー各種・ムクナ豆・甘納豆

おすすめスキンケア ほか

●おすすめ書籍「がんにならない整腸術」

                     

サン・スマイル通信
No.１３９ 2021.５月

InstagramFacebookHome Page LINE 



光原エミカさん 

サン・スマイル店舗に、光原エミカさんのポスターが貼ってあります。気が付かれましたでしょうか？ 

なんで？光原エミカさん？1963 年に宝塚音楽学校を首席で卒業し、初舞台でウェストサイド物語の主演ト

ニー役をつとめ、「ベルサイユのばら」では主役をつとめ、宝塚の再興のきっかけとなった大スターです。知

らなかったのですが、サン・スマイル会長（私の母）の古くからの友人ということを最近知りました。ここ数年

音沙汰なかったようですが、今年のお正月に旅先でたまたま、バッタリお会いした！のが再開のきっかけと

なり、サン・スマイルにもご来店されたりと、深くお付き合いさせていただいております。 

 

そして光原エミカさんの帝国ホ

テルの富士の間での単独でシ

ョーがあるということで、ポスタ

ーを貼らせていただきました。

昨今のコロナの概念が蔓延し

ていて、例年はすぐにいっぱ

いになるものの、今年は特別ら

しく現在もチケットを販売してい

ます。 

5万円！とさすが帝国ホテル富

士の間！と思いましたが、この

ショーは毎年開催されている子

供達へのチャリティーです。 

ということで！サン・スマイルで

も少しチケットをお預かりしてお

りますので、ぜひお声掛けくだ

さい！ 

最高の芸術に触れて身も心も

魂も！ステップアップしましょ

う！ 

 

※コロナの影響で延期になる場合がありますが必ず開催すると

いう事で、その際の払い戻しはできないとのことです 

 記：松浦智紀 



【コラム コロナ】 

2020年の人口動態統計（速報）では死者が 11年ぶりに減少 

年間インフルエンザ感染者と、新型コロナ陽性、擬陽性（＝感染ではない）の比較 

条件付き死亡診断での死者数 

通常数年以上かけて作るワクチンを数か月で作った。多くの医師も打ちたがらない。 

総理がワクチンをうっているようなニュースがありましたが、ワクチンでない可能性が非常に高い。

（ワクチンを打つための注射器具ではない、やり方も違う） 

マスクでは防げないどころか、マスク常時着用の気管支系疾患リスク等 

（症状が出ている場合には別です！） 

変異種がでているといわれているのに、ワクチンは変わらない 

日本、中国等ではコロナウィルスは以前からある 

PCR 検査数と陽性、擬陽性（世間ではこれを感染と嘘の報道している）の比率は減っていて、統計

を完全無視 

自殺者の増加 などなど ご存じない方はぜひ調べてみて下さい。 

 

サン・スマイルでお買い物いただく多くの方は、マスコミ報道に疑問に感じている方が多いと思いま

す。しかしながら昨今のさらなる国や自治体の施策で心が折れている方も多くいらっしゃるようです。 

私は、電車や店舗などいわゆる社有、私有の所で要望があれば、それに沿ってマスクをしたりしま

す。 

様々な考え方がある中で、それぞれがヒステリックになって分断されてしまうことがとても恐ろしいと

感じています。 

ご親族の亡くなられるところに病院で立ち会えず、言葉では表せないくやしさ、心の置き場のない

方も多くいらっしゃいます。 

 

資本主義も成熟しきって末期、政治も末期。 

そしてコロナ概念が席巻してしまったこの社会情勢で、しっかりと自己研鑽にも勤しみ、来るべき世

に対して準備をしましょう。 

 

松浦智紀 





四方山閑話 
                                    松浦 学 

 

私が中国武術の師匠から教わった事で一番心に刻みこんでいたことは、一に必ず相手を倒

す力を身につける事、二に必ず相手に命中させる事、此の二点でした。一を身に付けるには、

一つの事を繰り返えし繰り返し行う単練しかありません。一撃、一撃を全身でもって最大限

の力で此の一撃で倒すという意気地で練習します。そして一の必ず倒す威力が身に付けば、

自ずと二の必ず相手に命中させるという目的も達せられます。練習では一撃に全身全霊を持

って行いますが、実戦ではただポンと打つだけです。相手がこうきたから、こうするという

ようなものでもありませんし、構えて「はい、始め」と言うようなものでもありません。 

 

何気なく動いたら相手が倒れていた、それが武術の究

極の姿であると思っています。それを私の門下生が体験

しました。彼は東京から練習に通っているのですが、練習

の帰り電車の中で喧嘩というか、突然屈強そうな男がそ

ばにいる男性を殴りはじめたそうです。そして駅に止ま

ってもホームに降りてからも殴り続けていたそうです。

それを或る男性が止めに入っていたのですが、相手の体

格がよく止めることができず、その止めに入った男性が、

「誰か助けてください」と叫んだそうです。 

 

遠くで見ていた門下生は、それを聞いてその場にツカツカと歩いて間に入ろうとしたとき、

その屈強な男が「何を！！💢」ってな感じで向かってくる気配の時、まさにその時スッと

歩を進め出した拳が胸の辺りに入り、その屈強な男性はその場にふにゃぁと崩れ落ちるよう

にしゃがみこんだそうです。普通は吹っ飛んだり、物凄く痛そうとか、骨が折れているので

はないかとか、傍から見たらその方が効いているように見えますが、本当に効くということ

は、その場に崩れ落ちるようになることです。 

また普通、力一杯殴ったり蹴ったりしたほうが、威力があって効きそうに思いますが、実

際は軽く打ったほうが効くのです。ましてや相手が物凄く興奮しているとこに力一杯打って

 



も叩いても、全然効きません。スウーとポンと軽く打ったほうが却って効きます。前者は膨

らんだチューブを思い切り叩くようなもので、チューブﾞは飛ぶだけでチューブﾞ自体は傷つ

きません。後者はすっと針でちょこんと刺すようなもので空気が抜けてしゅーと萎みます。

チューブは傷ついています。門家生の打撃はまさにそのようなものでした。打撃といっても、

彼はガツンと打ったのではなく、気持ちとしては、ただその屈強な男を止めようとして、右

肩にはカバンを掲げていたので、左手で胸を制しようとしたそんな感じであったらしいので

すが。彼はこの一連の体験をまるで夢み心地のようだったと言っていました。 

 

 

私達の武術は一人稽古が主体で組み手などはやりません。ごくたまに防具をつけてやる位

です。一人稽古のみが功夫（修練によって身につけた威力）をつけることができます。彼は

とても練習熱心で時間さえあれば一日中練習してそうな、そんな性格ですが、私が師匠から

受けついだ武術、八極拳の魂を真摯に汲み取って、一撃にすべてをかける想いで全身全霊で

打つ練習を繰り返し繰り返し練習しています。その結果が、最初は大きく動いて小さくまと

めるという武術の鉄則を実戦で実践できたのです。何か一つのテーマを持って、それを全身

全霊で取り組んできたならば、その結果を何らかの形で見せてくれる、経験することが必ず

あります。 

 

 

私もありました。体重 800ｋｇの牛を打ったとき

に、「ゲェ」と短い悲鳴をあげた時がそうでした。

一瞬「しまった！」と背筋が凍りつきました。決し

て力いっぱいガツンと打ったのでなく本当に軽く

スッと打ったのですが、まるっきり手ごたえがな

く、打ったというよりはまるで掃除機で吸い込ま

れるような感覚でした。昔日の中国の武術家が軽

くちょこんと相手を打っただけで死んでしまったという話や、「半歩崩拳遍く天下を打つ（半

歩進んで崩拳（中段突き）を打ち出せば、敵は皆倒れた」等の話は聞いておりましたが、今

回の彼の話を聞いて「ああ、実際そうだったんだ」と合点しました。 

 

 



昔日の武術家は時代が時代だけに、まさに生きるか死ぬかのそんな時代にあって、負ける

ことは即ち死を意味するので、私達とは練習の取り組み方も全然違いますし、また功夫が全

く違うわけですから。しかし、彼がそのような究極ともいうべき経験ができたことはとても

嬉しく、武術の神様がいるとしたら、彼の武術に対する熱心さに「そうかそうか」とご褒美

を与えてくれたに違いないと思いました。この経験で彼は一つの次元を超えたと思います。

更に精進してまた何らかの機会を与えられた時、次なる次元を超え、そうしてもっともっと

高みを目指して、昔日の名人みたいになって欲しいと願っています。 

 

 

武術とは、いざという時に自分の身を守る為、ひいては自分の大切な人を守るためにある

もので、決して誰々より強くなるためにやるものではありません。また、昔日の名人がちょ

こっと打ち出した一撃で相手が死んでしまう、そのような打撃に至るには上半身、下半身の

動きが全部完全に一致し、尚且つ霊（意）体一致、即ち意識と体が寸分の狂いなく打ち出し

た拳にぴたっと一致した時に初めて可能であり、そこまで到達すれば、それはまさに芸術で

あります。だから武術の「術」は芸術の「術」につながるのであります。 

 

そして中国武術には、哲学、心理学、物理学、力学などが包含されており、武術の練習だ

けやっていてもその深奥は理解出来ません。中国武術はまさに総合的学問でもあると言って

も過言ではありません。だから面白くて、その道を道楽（道楽息子みたいに使われる「道楽」

ではなく、その道を探求し楽しむという意味での）しています。いささか長くなりましたが、

中国武術とはどういうものか少し説明させていただきました。 

            

 

 

サン・スマイル無肥料自然栽培出荷センター 所長 

                     あさひ武術倶楽部 主宰 

日本指圧ヒーリング 院長  

松浦学（医療従事者） 
 











☆焙煎ムクナ豆
パウダー 100ｇ

1,998円（税込）

スタッフ
日向

商品化の構想から5年！ついに念願の商品化！

当初、ムクナ豆（八升豆）を全国各地で栽培依

頼をし、最終的には沖縄での栽培が定着しまし

た。沖縄の農福連携ソルファコミニティさんで

栽培された豆を使用。加工も、数社に依頼し、

何度も試作を重ねて、納得いくものが完成しま

した！八升豆に含まれるL－ドーパは、人の運動

機能をつかさどる脳内神経伝達物質であるドー

パミンの材料です。ドーパミンは、体を動かす

元でもあり、「やる気」を起こす元でもありま

す。パーキンソン病に効果があると言われ、一

日のデスクワークやちょっとしたドライブでも

グッタリして疲れを感じたり、元気がなくやる

気が出ないなーというときにやる気の源「八升

豆」！うつ症状にはジワジワ効いてきます！

パウダー状ですので、飲み物や食べ物に混ぜて

簡単に摂取出来ます！是非ご検討ください！！

＊やる気満々スイーツ

黒豆の甘煮の上に焙煎ムクナ豆パウダー
をかけて、軽く混ぜて食べるだけ！！
食後や3時のおやつに！午後もやる気
満々で乗り切りましょう！

お子様が夜に食べると目がさえて眠れな
くなったという声もありましたので、お
子様の夜は控えましょう！！（笑）



☆無肥料自然栽培
黒豆 甘納豆
150ｇ

896円（税込）

スタッフ
日向

無肥料自然栽培の黒豆「光黒」を使用！

黒豆（光黒）を粗糖（南国糖）、塩（海の精）、

ナチュラルバニラエキス（表示は香料）、

国産ブランデーで仕上げたお菓子です。

製品にアルコール分は含まれておりませんので、

お子様でもお召し上がりできます！！

待望の復活！リニューアルして新発売！

甘すぎず、やみつきになり、止まらなくなって

しまいます！

また、歯ごたえがある新食感甘納豆！ブラン

デーが入っているので大人の味です！たっぷり

150ｇ入っておりますが、あっという間に1袋食

べちゃいます。

是非、やみつきになる甘納豆をお試しくださ

い！サイコーにうまいです！！

＊無肥料自然栽培の黒豆「光黒」
表面に光沢があることから「光黒」と呼ばれる大粒黒大豆。糖が多いこと
で知られており、煮豆や豆腐、菓子材料などに用いられています。
煮崩れがしにくいと言われております！



がんにならない整腸術

◉目次

はじめに　

第1章　腸を大事に生きてきましたか？

　　　【腸が元気ならがんにはならない】

第2章　がんばりすぎていませんか？

　　　【がんはストレスからやってくる】

第3章　ミトコンドリアを意識していますか？

　　　【体内エンジンを乱されてはいけない】

第4章　まわりのバイキンと仲よくしていますか？

　　　【細菌との共存が免疫力をアップさせる】

第5章　自分の体と会話していますか？

　　　【大便を見てセルフチェックをしよう】

おわりに

      藤田紘一郎〈著〉、PHP文庫

      ￥704（税込）

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♪

がんにならない というタイトルもさることながら、

「腸が免疫力の７０パーセントをつくっています。腸は

消化吸収を司るだけの臓器ではありません。人体最

大の免疫器官なのです。」

という文章を読み、まさか腸が免疫に関わっている

とは！と関心を持ちました。

さらに人の幸福感は腸内細菌がつくっているそうで

す！腸ってすごいですね～～

サン・スマイルがコロナ対策の提案の一つとして”免

疫力”がありますが、人間が持つ強靭の免疫力を強

化させてくれているのは、なんと身の回りの微生物

だそうです！！

店内に消毒液が置いていないのはどうしてか。その

理由もこの本のなかにありますよ。

スタッフ 古賀

皮膚の新陳代謝は１～２ヶ月か

かりますが、腸内細菌は２週間

で交代するそうです。早いです

ね！！腸によい生活を始めれ

ば何歳からでも健康になれると

藤田さんはおっしゃています。

特に体内のエンジンが切り替わ

る４０代～５０代で食生活を変

えることが重要だそうです。

腸を知ることができる素晴らし

い一冊です。





  

ポイントカードご登録
初回登録料 ３００円

１００円(税別)毎に１円分のポイントが

加算されます。１円からご利用いただけて

「あら、１円足りないわ」という時にも

便利にご利用いただけます！

次回の「ともの会」と「子育ておしゃべり会」   
ともの会 ➡ 5/1(土)・6/4(金)

「病気にならない生活の仕方」食生活編

子育ておしゃべり会 ➡ 5/12(水)・6/17(木)

「自然派子育て身の回りのチェックポイント」

両会共に 10：00～12：00 参加費 500円

店内奥和室にて、少人数でアットホームな会。各定員大人５名様程度１名様より催行

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、子どもたちの将来が明るく健康的でありますように。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！ 皆様のご参加をお待ちしてます！

※当日キャンセルの際、料金はかかりませんが必ずご連絡下さい。

令和３年 ６月１日（火） 営業時間変則 10：00～17：00
誠に勝手ながら、閉店時間が２時間ほど早い営業とさせていただきます。

※通販をご利用のみな様へ 6/1(火)は 発送業務をお休みさせて頂きます。

令和３年 ６月１９日(土)～６月２１日(月) 臨時休業

                  （社員研修の為）

変則営業・臨時休業が重なりまして大変ご迷惑をお掛け致します。

誠に申し訳ございませんがどうぞよろしくお願い申し上げます。

＊＊変則営業・臨時休業のおしらせ＊＊

翻訳機械ポケトーク導入！

74 言語対応！

We have installed a translation 

machine ”Pocketalk”.

Available in 74 languages 

みんな

だいすき

令和３年４月号のサン・スマイル通信より

掲載の商品価格はすべて「総額表示」へ変更致しております。

以前までの通信は「本体価格」にて掲載しておりますのでご注意ください。

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

PayPay やクレジットカードのお支払いで

も ポイント加算致します！


