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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「がんばって読み取ろう！数値で見るコロナ」

●コラム「免疫力をつけられない暮らし？！」

●コラム「四方山閑話」

●スタッフおすすめ

ＮＥＷこんぶの土居商品各種・こんにゃくで唐揚げレシピ・

こんにゃく・ムクナ豆パウダー・米粉カレー粉・黒豆の甘煮・

大豆たんぱく・へうげ味噌

●おすすめ書籍「コロナは概念 プランデミック」

●おすすめスキンケア サン・スマイル農園 ほか

●冊子「自然と農業」の取材を受け記事になりました！
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サン・スマイル農園便り！
サン・スマイルは約 1反（300 坪）の畑を 2012 年から行っています。

もちろん、肥料も農薬も使わない無肥料自然栽培！最近（5月中下旬ころ）の写真です！

機械（管理機）はこれ一つ！畑を耕したり、畝上げしたり、

中耕に活躍してくれる心強い相棒です！

先日も畝たてと、マルチを張りました。

定規で間隔を計り（この写真では隣の畝から

60 ㎝、畝幅 100 ㎝）、ひもで線を付けて右のよ

うに管理機で土を両側から真ん中に寄せて側

面と上面を木のトンボできれいにならします

手前と奥の端っこをスコップで掘って、きれいな台

形が完成！

じゃーん！→が完成の写真！ビニール

を張るのは機械でなく手で張ります（と

いうか全身で！）9 年やってだいぶ慣れ

ましたけど、慣れるのと引き換えに体力

が持たなくなってくる年となりました。

トホホ・・・ でも畑はパワーをもらえる！



それから！支柱を立てて、ネットを張って！

ネットは、サン・スマイルでも旬に販売してい

る沖縄モズク漁師さんからもらったネット（笑）

さすが海用で何年使ってもボロボロになら

ない！

今年は梅雨のような天候が早く来たので、晴

れの合間に一気に作業を進めないと！季節

は待ってくれないので！

ネットは、キュウリ様のためです！苗は、地元富士見市の

関野農園関野さん、しぶや農園の渋谷さんが栽培してく

れたもの！もちろん肥料も農薬を与えていません(^^)/

無肥料自然栽培では苗を植える時根が傷まないように、

切れないように細心の注意と準備をします！

←じゃーん！完了！

風で折れないようにひもで結んだり等して、完了！

キュウリのみんなも喜んでくれたかな～！

喜んでくれてるはず！

関野農園 関野さん。自家採種を続けている相模半白キ

ュウリの苗をもってきてくれた時の写真です。

自家採種、種の管理や育苗については日本において超

一流でしょう！！

これで肥料も農薬もやってないなんて、多くの農家さんは

驚くでしょうね！

サン・スマイルの農園ではそのほかに、トマト、ナス、万願

寺とうがらし、サトイモ、ミョウガ、ネギ、ズッキーニ、レタス、

スイカ、インゲン、大根が植わっています！これからは落

花生、サツマイモも植わる予定です！

（おまけ↓）

←トマトとズッキーニを上から見た写真。

らせん状に葉が出ていて、たくさんの光を浴びようし

ています！螺旋には意味がありますね！

植物は（も）ほとにすごい！

松浦智紀 記



【新型コロナについて】ワクチンに関する厚生労働省のHP抜粋です。（下線は松浦）（20210510）

・・・・・・・

厚生労働省さんは、他のページで「感染」と「陽性」という言葉を分けて正確に使っていますし、

このワクチンの有効性も正直に書いています。

どこで、陽性が感染という言葉に変わり、有効性については語られることがほとんどないのでしょうね？

添付文書を次項につけますが有効性については、このワクチン（コミナティ筋注）を受けた人は 99.96％の

人が新型コロナ感染症に対する有効性がありました。ワクチンを受けてない人は 99.12％の人も感染しま

せんでした。だから 95％の有効性がありますということ。普通に考えたらよくわからない計算ですよね

（笑） 計算に興味がある方、もっと詳しく知りたい方は、厚生労働省 HP からで調べてみて下さいね。



こちらも厚生労働省 HP（抜粋）から  この数字を見て、どう感じるかは人それぞれかと思います

5 月 22 日現在 PCR 陽性者数（厚生労働省、感染者と言わず、正確に PCR 検査陽性者数と言っていま

す。（といっても擬陽性やサイクル数については書いてありませんが）

全国の 0.0541％の方が陽性、99.9459％の方が陽性になっていない。

埼玉県の 0.0315％の方が陽性、99.9685％の方が陽性になっていない。

東京都の 0.0482％の方が陽性、99.9518％の方が陽性になっていない。

例年、年間でインフルエンザにかかる方は全国の約 7.8655％（約 1,000 万人）

昨年 1 月からの PCR 陽性者 706,620 名ですので、1/10 以下です。

数字の計算できる方、そうでない方いらっしゃるかと思います。

でも、数字をしっかり見ないといけません。正しい（とされる）数値はしっかり公表されています。

それをだれにとって都合の良い方に公表するか？

私は、累計は意味がないと思っています。

でも「恐れ」を出すためには有効な数字で

す。重症者数や感染者数をいっても、解

除になった数値はあまり報道されませ

ん。あたかもどんどん増えていっているよ

うです。

そして、5/22 現在日本では 0.0541%の人

が陽性です。これは

多い？少ない？よくわからない？

昨年一年の PCR 陽性の累積と例年でい

うところのインフルエンザを比較するとイ

ンフルが 14 倍多いですが。

また死因別にそれを説明しようと思って

も、今年は人口動態統計速報が

「令和２年(2020)人口動態統計の年間推

計をいたしません。」との事です。

分かっているのは 2019 年より 2020 年は

死亡者数が 9,373 人少ないという事、自殺者がとても増えているということです。（令和元年死亡者数

1,384,544 / 令和 2 年死亡者数 1,393,917）



新しく始まったモデルナ社のワクチンも有効性に

ついては、ファイザーと同じです。

有効性について（臨床試験の概要）についてもう

一度みてみましょう。

有効性は 94.1％。このワクチンを接種すれば

94.1％の確率で罹らない？ということではありま

せん。

A:ワクチンを接種した人 14,134 人の内、11 人

が発症

B:ワクチンを接種しなかった 14，073 人のうち

185 人が発症

で、なんで 94.1％の有効性？

10,000 人当たりで考えてみましょう

A:7.7827 人

B:131.1457 人 になります。それで

100-A/B×100＝94.1％

なので、有効性は 94.1％になります。

そもそも、ワクチンをうたない人でも 98.7％の

人が発症していないのになんだか変ですよね。

（PCR 陽性でも、感染でもなく、発症）

学術的に使う「ワクチンの有効性」と私達が認

識する「有効性」という言葉とは使い方が違い

ます。

でも、そのようなことお構いなしで、分かりやす

い説明もないでただ「有効性」と言ったら、専門

家や仕事などで使っている人でなければ、わ

かるはずもないですよね。

（ファイザー製のワクチンを接種して死亡する確率は 0.001％ アナフィラキシーを起こす確率は 0.0211％（5/2 現在）です。）

例えば

お米の精米 10％と言えば、玄米を 10％削るという意味で、白米のことです。ところが

お酒つくりの世界では 10％と言えば、玄米の 10％を残す（90％は削る）という意味です。（精米歩合）

業界や、学術的、専門的な言葉をあたかも理解されているようにつかい、専門家は「正しく言葉を使って

います。誤解しているのは国民なので私たちの責任ではありません」的なのは、本当に私は憤り感じます。

そのうえでワクチンの接種をする、しないは個人の自由ですけど、ちょっとひどいと思います。

（サン・スマイルはあらゆるワクチンはおすすめしていません）

文責：松浦智紀
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☆無肥料自然栽培 米粉カレー 150ｇ

454円（税込）

スタッフ
日向

ラード、牛脂など動物性原
料を使わず、小麦粉も使わ
ない米粉のカレーです。
米粉は、宮城県成澤さんの
無肥料自然栽培ササニシキ
から作ってます。動物性原
料を使っていないので、嫌な
胃もたれはしません！！
大人から子供まで安心して
食べられる中辛タイプです！

先日恥ずかしながら初めてカレーを自分で
作ってみました！玉ねぎと鶏肉を炒めて、
じゃがいも、にんじんを入れて煮て、カレー
ルウを入れて出来上がり！カレーが元々おい
しいから最高にうまくできました！！（笑）
是非米粉カレーを食べてほしいです！！

無肥料自然栽培の米粉でつくった
サン・スマイルオリジナルカレールウです！



☆焙煎ムクナ豆
パウダー 100ｇ

1,998円（税込）

スタッフ
日向

発売したばかりのムクナ豆パウダー！大人気で第二回目

の生産体制に入りました！！ご質問が多くありました事

をまとめてみました。食べ方はコーヒーに入れたり、炒

め物・煮物にティースプーン１杯入れるだけ！たくさん

入れても大丈夫！お好みでお試しください！！何でもOK

です！日本では「八升豆」という名で、江戸時代までは

西日本を中心に各地で栽培されていました。原産はヒマ

ラヤ南斜面（現在のネパール）で、日本でも西日本中心

に栽培されてました。しかし江戸時代を過ぎると、八升

豆の栽培は廃れてしまいました。とても固い豆なので、

加工に手間取ることが原因と思われます。サン・スマイ

ルではパウダー状にして商品化しました！！（商品化ま

で5年かかりました。。。）ムクナ豆に含まれる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。1粒の種には4～6％程度のL－

ドーパが含まれています。L－ドーパの作用として、ボケ

防止効果、アルツハイマー病の予防や軽減が推定されて

います。個人差はありますが、試して頂くと効果を感じ

られると思います。実際に私は採ってから２～３日で身

体が軽く感じました。採らなくなったら少し疲れを感じ

るようになりました。やはりムクナ豆はやる気を出さし

てくれています！是非お試しください！





　店頭の書籍の中で現在お客様から大反響の書籍をご紹介します！

コロナは概念☆プランデミック
　◉目次
Part1　「コロナは概念☆プランデミック」珠玉の２４０作品集
　Season1　コロナ王登場！！
　Season2　ウイルス界の下っ端、コロナ軍団の奮闘！
　Season３　それぞれの新しい生活様式！
　Season４　インフル先輩大激怒！
　Season５　PCR教団の台頭！！
　Season６　無症状からの感染爆発！？
　Season７　気まぐれWH王！！
Part２　もっと「コロナは概念☆プランデミック」
　・４コマ☆コメントコーナー
　・用語解説コーナー！！（のようなもの）
　・なんとなくコラムのお時間です
Part３　もっともっと「コロナは概念☆プランデミック」
　・大人気！？「コロナは概念カルタ」で遊ぼう!！

　・「コロナは概念カルタ」取り札！

      片岡ジョージ〈著〉、ヒカルランド

      ￥１，７６０（税込）

⬅ネットで新作続々更新中！！ ⬅片岡ジョージさんの講演会動画一部ですが見れますよ！
　無料で配信しています♫

スタッフ 古賀

社会の矛盾を４コマ漫画にして描き始め、SNSで人

気となってスピード出版されたこの本は、暗くなりが

ちなニュースや時事ネタをブラックユーモアに変えて、

面白く分かりやすく描かれています。

過去の大きな出来事を振り返ってみると、先の大戦

や福島原発事故について、政府やマスコミは正しい情

報をリアルタイムに伝えることはありませんでした。

ですから、テレビや新聞の情報を鵜呑みにすることは

やめようと思っています。コロナも同じです。

著者は漫画をきっかけに読者の方々が自分で調べ、

考えることが増えたら、それは素敵なことだとおっ

しゃています。

ついつい手近な情報だけで納得してしまいがちな私

には、コロナ関連で知らないことがこんなにあったの

かと驚くほどこの本には情報が詰まっていました！

本のタイトルがとてもいいなぁと思い

ました。コロナとは人が考え出したもの、

イメージみたいなものなんですよと伝え

ています！

かなり個性的なキャラクターが続々と

登場してきます。４コマで完結させてい

るので、オチが分からずまだ知りたい！

どういう意味！？と思わずツッコミたく

なります！

４コマ☆コメントコーナーでは、４コマ

漫画のちょっとした解説や補足などがあ

りますので、漫画と並行して読むといい

ですよ！！

サン・スマイルで発売中！



ベビーマグちゃん
お洗濯する際に、洗剤を使わずに汚れが落ちる！という事でサン・スマイル

一押しで販売していましたが、日本が定める「洗剤補助用品」は、洗剤の補

助であって、洗剤の代わりではないということで消費者庁よりメーカーに対し

て措置命令がありました、その内容の一部は下記です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

例えば容器包装において「洗剤を使わなくても大丈夫なお洗濯」、「部屋干

しのイヤな臭いをスッキリ解消！」、「菌の抑制」及び「除菌試験により９９％以

上の抑制効果が確認されています」等と表示することにより、あたかも、本件

商品を使用して洗濯すれば、本件商品の効果により、洗濯用洗剤を使用し

て洗濯した場合と同程度に洗浄する効果、部屋干し臭の発生を防止する効果、及び菌を９９％以上除菌

する効果が得られるように示す表示をしておりました。

消費者庁からは、これらの表示が、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく

優良であると示すものであり、景品表示法に違反するとの指摘を受けました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

最大の問題は、前述の通り、「洗剤補助商品」はあくまでも補助であって、洗剤の代わりではないのに、洗

剤を使わなくても大丈夫という表示は、違法のこと。   なんだかよく分かりませんね。 しかし表示に問題

があったのは事実ですので、

サン・スマイルでもすぐにやってみました。

汚れた雑巾を片方は水（左）に、片方は「ベビーマグちゃん」入りの水（右）

に漬けて、しばらくして水洗いしたものです。白黒印刷だとわかりにくいか

もしれませんが。

数値をとっているわけではありませんけど目視でもハッキリわかるほど右が

きれいになっています。

でも洗剤の代わりに！というと、お国としてよくないとのことなので、客観的

洗浄データを下記にご紹介いたします！

サン・スマイルでは「ベビーマグちゃん」は変わらずおすすめ品です！今

回の騒動の詳細書類をご希望の方には差し上げていますので遠慮なく申

しつけください！                     文責：松浦智紀



四 方 山 閑 話

電車には殆ど乗らないのですが、たまに乗った時その車内の異様な光景にいつも違和感を覚えてい

ました。殆どが皆下向いてスマホをいじっている光景に。何か空恐ろしくさえ感じていました。最

近電車に乗った時、更にその異様な光景、マスクしてスマホをいじっている姿に寒々としたものを

強く感じました。これは日本だけでなく、世界的な光景なのでしょうか。なにか無機質で非人間的

なものを感じざるを得ませんでした。世の中便利になればなるほど、それに比例して人間が退化す

るのをつくづく思います。私もちょっと漢字や言葉が分からない時、直ぐパソコンで調べますが、

だめですねぇ。そのときだけで後は忘れてしまって覚えられません。だから辞書で引いて調べるよ

うにしています。簡単に分かったことは簡単に忘れます。やはり、手間暇かけることで脳が活性化

するのでしょう。後、カーナビもそうです。昔は地図で調べてどこでも行けたのですが、カーナビ

に頼っているせいか、いまや地図を見ても読めないというか、全く分かりません。カーナビに従っ

ていれば別に何ら困ることはないのですが、何か違うような気がします。

「ターミネーター2」というＳＦ映画がありまして、これがなかなか心にズンと響くようなメッセ

ージが込められており、何度も観た映画です。最後のラストシーンではロボットの機械が自ら死を

選ぶ、そのシーンを観た時「おぉ～、男やないか」と妙に感動したものでした。

この映画では、機械が自ら意志を持つようになるという筋書きですが、これは決して絵空事ではな

いと思います。現代はコンピュータを含め機械を便利に使っていますが、知らず知らずの内に機械

に支配されていることは否めません。機械に頼りっきりで考えることや疑問を持つことを放棄した

時、人間はどこにいくのでしょう。今の世の中、果たして自分で考えたり、疑問を持ったりしてい

るのでしょうか。その思いはこの 1年以上続くコロナ騒動でつくづく感じます。マスク装着疑問に

思わないのでしょうか。消毒液疑問に思わないのでしょうか。三密を避ける疑問に思わないのでし

ょうか。私はこれらすべて疑問に思っていたので、マスクいたしません。消毒液いたしません。三

密、フンあほらしい。その他飲食店の時短、ソーシャルディスタンス（またセンスのかけらもない

言葉を作ったものです）、何かそれは。感染対策に何の根拠もないのにそれを強いられている、そ

のことに何の疑問も持たないのでしょうか。

ワクチンもそうです。人類は極身近な風邪でさえ未だワクチンを作れないのでいるのに、たった 1

年足らずでコロナのワクチンができるなんて大いに疑問です。

先日或るテレビドラマで、国の言いなりになって高い税金を払う為に「馬車馬」のように働かせら

れ、それで人生を終える、そんな人生でいいのか。もっともっと勉強して賢くなってそのからくり

がわかり抜け出せる、その時初めて「馬車馬」でなく「人」になると。いたく感動しました。それ

は今のコロナ騒動禍に対しての痛烈なメッセージにとれました。

                サン・スマイル出荷センター所長 松浦学（医療従事者）















  

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円分からご利用頂けて

「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 ➡ 6/4(金)・7/19(月)

「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 ➡ 6/17(木)・7/8(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１９日(土)～６月２１日(月) 臨時休業 （社員研修の為）

（6/20(日)は定休日です）

サン・スマイル通信５月号にてお知らせいたしました

令和３年 ６月１日（火） 営業時間変則 10：00～17：00

につきまして、平常営業へ変更致しました。

コロナの影響で予定しておりましたイベントが中止となりましたので

いつもと変わらず営業致します (*^▽^*)

＊＊臨時休業他おしらせ＊＊

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月以降のサン・スマイル通信より掲載の価格はすべて「総額表示」へ変更致して

おります。令和３年３月までの通信は「本体価格」にて掲載しておりますのでバックナンバーを取っておい

てくださってる方ご注意くださいね！

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

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！


