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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

●１０月入荷カレンダー

●コラム 農水省「国産有機サポーターズ」

●コラム 「おいしさのこと」…生命力…

●コラム 四方山閑話「想い次第」

●スタッフおすすめ商品

「ふりかけ色々」「デリシャス冷凍レトルト食品」

「レモンマートルティ」「レシピ、キノコととまと煮」

「料理酒旬味」ほか

●おすすめ書籍「週刊事実報道」

●何を話そうかな「矛盾が気になる。菌ちゃんありがとう」

●おすすめ映画「ＭＩＮＡＭＡＴＡ」ジョニー・デップ主演！

サン・スマイル通信

おいしいはしあわせ®
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パン（くろうさぎ） 佐藤たまご 14：00～16：00
島田有機豆腐

もやし・きのこ夕方

パン（くろうさぎ） 佐藤たまご 11：00～14：00
島田有機豆腐

パン（くろうさぎ） 10：00～12：00
佐藤たまご/島田有機豆腐

もやし・きのこ夕方

パン（くろうさぎ） 佐藤たまご
島田有機豆腐

もやし・きのこ夕方

＊予定が急遽変更になる場合もございます。ご了承ください。
＊そばの実カフェさんの入荷が今月は不規則です。ご注意ください。
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2021年10月 営業日・入荷日カレンダー

自然食の店 サン・スマイル

月 火 水 木 金 土



サン・スマイルは農林水産省がすすめる国産有機サポーターズに登録されています！

日本で有機農業に関する法律は、2001 年有機 JAS 法、2006 年有機農業

推進法等があります。

（ちなみにサン・スマイルの創業は 1997 年）

私が、学生で有機農業等を学んでいたときに、私に有機農業、自然栽培、

食生活等などを教えていただいた片野教授は、学内で「片野君の有機農

業なんていう研究は全く社会に役に立たない、給料泥棒だ」と他の教授陣

から陰口をたたかれていた時代（1990 年代でもそうでした！）でした。

それから、時代は変わり日本で有機農業の法律ができると知った時には、とても喜んだことを覚えています。

現代は、カーボンニュートラル、生物多様性条約の COP 会議、SDGｓ、サステイナブルなどが叫ばれるよう

になりましたが、実際のところは、国レベル、世界レベルでみたときには、まだまだ普及が進んでいないの

が現状です

そして、普及定着の一環として農林水産省が国産農産物、国産有機農産物を普及しようと「国産有機サポ

ータズ」という取り組みを始めました。

サン・スマイルの今までとどう違うの？といわれると・・・ 変わらないですが(笑)

私たちの国、日本、農林水産省として普及をしてくださるのはとても嬉しくて、心強いものです。

未来に素敵な環境を残し、健康な体をつくり、維持していくこと。

私たちが身近で、毎日できることは「食べること」から考え、実践することです。食べるということは農産物が

関わってきますから！国も一生懸命頑張っていますので、ぜひHP等で調べてみてください(^^)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「国産有機サポーターズ」（農林水産省HP より抜粋（一部略）

農林水産省では令和 2 年 4 月に国産の有機食品を取り扱う小売や飲食関係の事業者の皆様と連携し、

生物多様性の保全や地球温暖化防止など、持続可能な開発目標（SDGs）の達成に貢献する有機の取組

の持つ価値や特徴を消費者に広く発信することにより国産の有機食品の需要喚起の取組を進めることとし、

そのプラットフォームとして、「国産有機サポーターズ」を立ち上げました。



ワンポイント無肥料自然栽培  Ⅴ‐1–24 おいしさのこと（生命力）  ㉜

生 命 力

人間は知らない命にまもられています！

無肥料自然栽培なら農薬・肥料・除草剤使用０
ゼ ロ

で、生命力溢れる命が育ちます

生命力。

広辞苑によると「生き続ける力」

大辞泉によると「生きる力。生き抜く力。」

私は、食に関しては三つの力（抗酸化力・免疫力・

排毒力）を合わせて「生命力」と呼んでいます。

★抗酸化力（SOD）について

有害なウィルスや細菌等が体内で増殖すると人の

免疫力の一つとして活性酸素を発生させウィルス

等を死滅させます。この活性酸素は人にとって有効

でもあり、有害でもあります。活性酸素が正常な細

胞（DNA）をも傷つける可能性があるからです。

また、日常生活でも紫外線や放射線などが原因で

活性酸素が体内で日常的に発生しています。



体が酸化する（抗酸化力が衰える等）ことによって

人は多くの病になると言われています。

それを抑えるのが抗酸化力です。

放射線から身を守る一つとしてこの抗酸化力を高

める必要があります。

★免疫力について

放射線によって DNA が傷つく事等により細胞がガ

ン化されやすくなります。

ヒトは通常でも毎日 5000 個程度のガン細胞が出来

ていると言われていますが、

体の免疫力でガン細胞を死滅させ病気としてのガ

ンには至りません。

ですので免疫力を高めておくことでガン細胞に対し

て強い体を作ることはとても大切なことです。

★排毒力について

いったん取り入れてしまった有害物質を体で浄化

できない場合は、排泄（排毒）する必要があります。

排毒力の優れたもの。

それは「食物繊維」と「葉緑素」です。

具体的には、極度に精製されていないもの（玄米や

５分付米、雑穀）、切り干し大根、干しシイタケなど

の乾物、海そうなど。

葉緑素は多くの野菜です。総じていうと「和食」です。

洋食でも中華でもフレンチでもない、どこの国の食

でもない「和食」です。

1970 年代にアメリカではこのことに気がつき、食生

活を徐々に変え今ではガンの発生率が減少してい

る事実があります（日本ではまだ増えています）。

そして抗酸化力、免疫力、排毒力を高めることにつ

いて一番大切なことは

「生命力の高い食べ物を食べること（＋少食）」「生

活の仕方」の二つです。

多くの方が特別な食べ方や食べ物、サプリメント等

を求めていますが、

一番よい食べ物は「素材に近い食」です。

家庭で素材を手料理することでよりおいしく、より栄

養価の高い、そして化学物質に汚染されていない

食をとることができます。

何をプラスしたらいいか？と考えるより、何をマイナ

スしたらいいか？と考える事が大切です。

この生命力の高い汚染されていない食を人間は

「おいしい」と感じる感性を持っていると感じていま

す。

そして、無肥料自然栽培は抗酸化力が高いという

データもあり、小食で生命力を高める食であると体

感しています。

サン・スマイル松浦智紀



四方山閑話

想い次第

中国武術では基本の時、特に姿勢を重要視します。たとえば基本中の基本である馬歩と言う立ち

方があります。馬に乗った姿勢からその様に言われていますが、その立ち方には 7 つの注意点が

あります。それは気を取り入れるための、というよりもその注意点を守った正しい姿勢なら、自ずと気

が円滑に入ります。そしてその正しい姿勢は最も力が抜ける姿勢でもあり、また最も力の出る姿勢

でもあります。それを中国武術では、地球の力を借りるとか重力を使うとか言います。そしてこの正し

い姿勢は美しいのです。人に美しく見せようとした姿でなく、自然の摂理にそった姿というものは美

しいものであります。刀は本来は人を斬るための道具でありますが、その目的の為の機能美があり、

だから美しいのであり、最初からただたんに美術品として美しく造ったとしても、それは最早「刀」で

はないし機能美としての美しさはなく、見ても美しいとも魂に響くこともないと思います。最近コロナ

疲れというか政策に振り回されて、誰もが縮こまって萎縮しているかどうかわかりませんが、何かうつ

むき加減に下を向いて背が丸くなった猫背のような人が多くなった気がします。知り合いにそういう

人がいたら、「下見ててもお金は落ちていないよ」と冗談で言っていますが、そういう姿を見ると気持

ちのいいものではありませんし、またこちらも気が沈んだ気になります。背筋がぴんと伸びた姿だと

見てて美しいなと思うし、気持ちも何かすがすがしくなります。中国武術では「意主体従」といって、

意識が先で後から体が動くとの教えがとても重要視されています。実際、人が何かしようとする場合、

例えばご飯を食べようとして箸をさし出します、この箸を差し出すのは例え無意識のように思えても、

差し出そうという意があるから手が動くのであります。このように武術でも人の人生でもすべからく

「意主体従」で動いていると思いますが、又「逆も真なり」で体主意従という事もあります。例えば今

の暗い萎縮せざるを得ないご時勢で背中が丸くなり猫背になっている人は、どんなに奮い立って意

識を立て直そうとしてもなかなか難しいと思いますが、そんな時には体から意識して背筋をピンとし

て姿勢をただせば確実に気持ちも変わります。見る景色が違ってきます。「人間は想いがすべて」と

言葉があります。店長の息子である春樹君（小学 6 年生）が沖縄旅行に行く前の日に、39 度以上の

熱を出したそうです。翌日熱があれば当然飛行機には乗れないし沖縄に行くことは出来ません。そ

こで彼は沖縄に行きたい一心から、サン・スマイル会長の番茶に塩を大さじ 1 杯入れて飲んで縄跳



びをしなさいの指導を忠実に守り、吐き気が催す塩入り番茶を飲み、39 度の熱がありながら縄跳び

を 200 回やったそうです。勿論薬なんか飲みません。結果、なんと熱は 36 度台に下がり、翌日も 36

度台の平熱で無事沖縄便の飛行機で飛び立つことができました。熱が下がったのは塩入り番茶を

飲む、そして縄跳をするといったことに勿論根拠がありますが、それよりもただただ沖縄に行きたい

の一心があればこその相乗効果があったと思います。まさに「こけの一念岩をも通す」ですね。

人間の想いというものは想像以上にとてつもない大きな力があります。皆さん高倉健さんをご存知

ですか。言わずと知れた日本を代表する俳優であられた方です。私の一番大好きだった大ヒットし

た昭和残侠伝シリーズ、その主人公花田秀次郎、まさに健さんにピッタのはまり役であったと思いま

す。多くの人が高倉健さんを「花田秀次郎」の想いでその想念で見ますので、それは目にはみえま

せんが大変大きな力で、その覆いから抜け出すのは

相当大変だったと高倉健さんも述懐されていた記憶

があります。それでも花田秀次郎を卒業した後も、や

くざ映画でない主人公を決して演技力が卓越してると

は思いませんが、そのいるだけで絵になる圧倒的な

存在感や表現力で、見事がんじがらめに覆われた

「花田秀次郎」の殻を打ち破られ、数々の名作品の中で大きな感動を与えていただきました。

それとは逆に国民的大スターである言わずと知れた「寅さん」こと渥美清さん、結局国民の大多数

が想念している「寅さん」のイメージの鎖を解き放つことが出来なかった、最早あきらめの境地の言

葉を聞いた記憶があります。それ程人の想念というものは大きな力で、実態であります。今世の中

はコロナという想念、ワクチンという想念ＰＣＲという想念が世界を覆いかぶさっています。それは大

変な力で抗うことは不可能と思います。がしかし、その想念を作っているのは最早一人ひとりであり

ます。自らの想いで恐怖や不安を覚え、言ってみれば自分の手で自分の首を絞めているようなもの

です。それから逃れるのは実に簡単で、その想念を脱ぎ捨てればいいだけのことであります。世界

中の一人ひとりがそうすれば明日からでもコロナ、ワクチン、ＰＣＲという概念は一瞬で消え去ること

でしょう。

                 サン・スマイル出荷センター所長 松浦マナブ

（医療従事者指圧士、あさひ武術倶楽部主宰）







☆明太子パスタソース

（90g1人前） 853円

スタッフ
日向

那珂川キッチンでは現在の日本にはオーガ
ニックに特化した冷凍食品をほとんど目にす
ることはなく、もっと気軽に家庭でオーガニック
料理を作ることはできないか、
「基本的には国産原料使用」「化学添加物は
使わない」「調理は手作りで台所の延長上に」
という想いの中、オーガニックに特化した日本
食の未来を共に考えて頂ける方を探し、
フルオーガニックにこだわった料理人中野さ
んと出会いました。家庭でも気軽に楽しめる
オーガニックの新しい食生活「中野秀明×那
珂川キッチン」がスタート致しました。

日本ではほとんど見ることのない無添加の明太子

をふんだんに使用し発酵バター、厳選した北海道

産の昆布粉末を使用。日本発祥のパスタでのりと

の相性も抜群！！オーガニック栽培オリーブオイ

ルも付属。2種類の味をお楽しみください！！

中野秀明 ナカノヒデアキ
1968年宮城県の農家生まれ
21歳で東京に上京。イタリアンレストランで修行
31歳で東京目黒イタリアンパーレンテッシ開業
2014年からミシュランガイドブック6年連続掲載

中野秀明
×

那珂川
キッチン

☆プレミアムギョーザ

（8個） 839円

イタリアでは幻の豚と名高い古代品種チンタ・

セネーゼ豚を具に使用。贅沢にも、白トリュフ、

ポルチーニ茸を使用。九州産有機小麦全粒粉を

使っていて小麦の味がしっかり！全て手作り！

北イタリア風に仕上がっています！！



☆エビのチリソース

（220g） 786円

選りすぐりのトマトやレタスなど10種類の有機野

菜をじっくり煮込んで、後からエビを加えること

でプリプリの食感に仕上がっています！

程よい酸味は有機レモンを使用。後味スッキリ！

ごはん・パスタなどにかけても美味しい一品！

からあげ（200g）
644円

一番人気商品！！
からあげならいくらでも食べ
られる日向もオススメ！！
大ぶりで食べ応えあり。中
はジューシー外はカリっと！
これは一度お試しください！

☆ベイクドチーズケーキ

（1/8ｶｯﾄ） 639円

程よいチーズのコクに後味のキレを出すため有機

レモン果汁を使い爽やかな味に！

卵を多く使う事によってふんわり柔らかく、しっ

とりと濃厚なのにスッと消える新感覚！

大人から子どもまでみんな喜ぶケーキです！！

博多ちゃんぽん（1人前）
881円

こちらもスタッフに大人気！！
野菜たっぷりボリューム満点の本
格的な博多ちゃんぽん！！
麺・具・スープがセットになってスー
プを鍋にかけ、沸いたら麺と具を
入れて出来上がり簡単調理！

マカロニグラタン
（180ｇ×2） 895円

個人的に大好きマカロニグラタン。
国産小麦マカロニとよつ葉バター
を使ったホワイトソースを加えたシ
ンプルなグラタン。玉ねぎも入って
うまさ倍増。便利な紙製の耐熱紙
トレイ入りです！









店頭の書籍コーナーに常置し、お客様も閲覧できるようになった「週刊 事実報道」
という新聞についてご紹介したいと思います。

 週刊 事実報道
”事実を知れば、世界の見方が変わる。
     事実を知れば、志が芽生える”

マスコミや教科書が発信しない事実や、
市井の人々が追求している新しい認識を
発信。創刊から6年で発行部数14万部
突破しました。
（類グループ 事実報道HPから抜粋）

毎週木曜日発行、事実報道社 👈 購読の申し込みはこちらのサイトから

12ヶ月9,000円/6ヶ月4,500円 (税込、送料込）  電話申し込みも有り。06－6309－8053

スタッフ 古賀

大阪の西中島南方に住んでいた娘が、類グルー

プが経営している類農園直売所や、フリースペー

ス類（無料Wi-Fi、電源完備）を利用していました。

「事実報道」を発行している住所と類農園直売所

が同じ住所だったと気づいた時、類グループと

はどういう会社なのか興味が湧いたのを覚えて

います(*^^*)

新型コロナ関係の情報が様々飛び交う中、ス

タッフだけでなくお客様にも読んでもらおうと、

立ち読み専用ですが、店内に置くようになりま

した。

この新聞は大手新聞では報道されない事実

を独自の視点で追求し、新聞にして発信してい

ます。SNSと違い情報が突然見れなくなるこ

とがなく、またインターネットの環境がなくて

も読むことができます。そして同じ情報を他の

人と共有できるのはいいですね。

コロナ関係以外の記事ももちろんあり、心ある

人々の活動や新たに解明された根本理論を伝

えることで、実現と追求の指針となることを目

指しているこの新聞を是非手にとって読んで

見てくださいね。





水俣があって日本は変った！

映画 MINAMATA（水俣） ご紹介！

日本の、有機農業運動、環境問題運動の原点ともいえる水俣病（「メチル水銀中毒症」。

日本の 4 大公害は水俣病・新潟水俣病(第二水俣病)・イタイイタイ病・四日市ぜんそく といわれています

が、水俣病は日本で初めての公害です。

お金、近代化、生活、健康、命・・・ 現代の行き過ぎた資本主義経済において、その構図は変わっていま

せん。

この根本的問題を、ジョニーデップさんが改めて、世界に発信してくれました！

（パイレーツオブカリビアンの俳優さん！）

全国ロードショー！そして私は熊本に 4 年住んでいましたので、想いもあります

し！日本人としては観なくては！と先日早速、見てきました。

この問題は一言で語れませんので、感想はあまり書けませんが、

あまり、目を覆いたくなるような映像はありませんし、ぜひ

多くの方にご覧いただきたいと願っています。

ぜひ、ご家族、お仲間、お子さんにも！

サン・スマイルでいま、水俣から

いりこ、ちりめん、お茶、みかん柑橘の生産者とつながっ

て、販売させていただいております。

とても想いの深い、そして妥協しないで安全性を求める

ご努力は世界トップレベルではないでしょうか。

まずはぜひ！劇場で！

映画公式

サイトはこちら







  

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円分から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   10/8(金)14 時～16 時 11/8(月)10 時～12 時

両日とも「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 10/20(水) 11/10(水) 10 時～12 時

両会共 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。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！

※当日キャンセルの際、料金はかかりませんが必ずご連絡下さい。

「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うとき…。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) 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

ますがご容赦を…。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

当日ご発送可です。基本送料 880 円

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

今月のﾎﾟｲﾝﾄ 3 倍デーは

10/30(土)

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！

サン・スマイルはマスク着用任意点です。

咳や熱など症状のある方は咳エチケットをお願いします。


