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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

●農福連携自演栽培パーティ新嘗祭！

●四方山閑話 「芸術の秋」

●レシピ 元気が出る「大根」

●伝統製法「白米糀」 産地訪問しました！

●おすすめ化粧水・おすすめ馬油

●レシピ はくさい「ラーパツアイ」

●何を話そうかな「ｻﾝ・ｽﾏｲﾙ的 新しい生活様式」

●おすすめ書籍 「真弓定夫先生マンガいっぱい」
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自然栽培パーティ感謝祭開催 報告！

本年は埼玉県がホストで 11/23 新嘗祭に開催致し

ました。

『自然栽培パーティ』は障がい者施設が、主体的

に田畑をやり、自然栽培（肥料農薬を使わない）を

行い、種まきから、栽培、収穫、品物を作り、販売

までやろう！ということを応援、アドバイスする全国

約100の団体個人などが加入している団体です！

（障がい者さんの人数で言うと 1000 人以上にな

る！）（サン・スマイル松浦は理事）

豊穣の感謝と皆様への感謝をお届け

し、ともに喜びを分かち合いたいと一

年に一度、開催しています。自宅→

施設→自宅 と閉鎖的な社会とのか

かわりが生まれがちな、就労障がい

者福祉ですが、自然栽培パーティで

は地域や全国の仲間とのつながりを

大切に、オンラインでも定期的につな

がりながら、全国の仲間と一緒に切磋

琢磨しています！

このように社会性や仲間意識が強くなる団体は珍しいのではないかと思います！

感謝祭では、玉ねぎの苗植え体験、全国の仲間との生中継、農福士の授賞式（農業を楽しく継続

できている方を

『農福士』と認定

しています！）、

木村秋則さんの

お話等などもりだ

くさんな内容を、

生中継で配信し

ました！

（後日 YouTube

で観られるように

なりますので、そ

の際には改めて

ご案内させてい

ただきます。）



自然栽培パーティ×サン・スマイルとの関り

サン・スマイルは無農薬や無肥料栽培などに関わって約 30 年の人間がおりますので、その経験

を生かせるのではないかということで、理事をさせていただいています（ボランティア）。

最初は職員の方も、利用者さん（障がい者さん）も、右も左もわから

ずまずは畑を借りてみよう！田んぼを借りてみよう！と始まります

が、サン・スマイルでは収穫、調整、出荷、販売、加工等のアドバイ

スをさせていただいて、一部、サン・スマイルで購入しています。

自然栽培パーティが設立して 5 年たった昨年、各施設が栽培した

お野菜を、一般社会でも認めてもらえる練習をしよう！（すみませ

ん）ということで、「旬を旅する」という企画を展開しました。

北海道から沖縄まで全国の仲間と〇〇月〇〇日同じ日に、大根

を 100 本出荷しよう！ほうれん草を 100 把出荷しよう！お豆を 100

袋出荷しよう！と、春から準備をしました。

トラブルはありましたが、結果は上々で！

野菜の詰め方、収穫のタイミング、選別等など、どこに出

荷してもおかしくない！というレベルの施設もたくさんで

てきて、利用者さんの意識も変わって、とてもよかったと

思っています。

「旬を旅する」今年は夏と冬にこの企画をしましたが、将

来的には毎月できるように、全国のみんなと話をしながら

前進していきたいと思って

います。

障がい者×農業からうまれる、なんというか生き生きとしている素敵な

おやさい。

感じやすい方は、その素敵さを感じていただけると思います。

そして、私自身、障がい者さんたちから気づき、学びをいただいていま

す。人間とは？その根源を教えてくれているような気がします。

そんな方々が栽培してくれた野菜。ぜひお試しください(^^)

松浦智紀 記
このマークがある野菜！



四方山閑話

芸 術 の 秋

昔、元三味線の桃山流の家元で世界を渡り活動された音楽家の桃山晴衣さんと、同じくそのパート

ナーのパーカショニスト土取利行さんが主宰する、岐阜県の郡上八幡の立光学舎という所で行わ

れたワークショップに毎年参加したことがあります。私の武術の師も講師として参加されました。桃山

さんによる腹の底から声を出す発声の仕方等、土取さんによる体の解放、武術の師による全身を使

っての体の使い方、それはもうとても楽しいワークで、全国からおよそ20人ぐらいでしょうか集まって

いました。

このワークの目的はつまるところ、魂の解放でなかったかなと思います。特に土取さんのワークでは、

一人一人が皆の前で好きなように思い思いに踊ります。踊りでなくてもとにかくめちゃくちゃくでもい

いので体を動かします。最初はやはり照れや恥ずかしさがあります。

土取さんは、最初は皆のその動きに合わせてパーカッションを叩きます。そしてある時突然リズムを

変えます。その時はもう恥ずかしさとか吹っ飛んでいて、そのリズムに自然と体がついていきます。

ついていくというよりは、そのリズムに合わさせられているといったほうがいいかもしれません。その

時に、まさに自分の中にある本当の自分というかリズムがでてくるというようなことを言われていまし

た。桃山さんのワークでは、アイヌの歌を習い、腹の底から魂を絞りだすようにとの教えを受けました。

とてもいい歌で意味は解らないのですが、魂に響く歌でした。

今はあるかどうかわかりませんが、昔渋谷のジァンジァンという小劇場で、桃山さんのコンサートに行

った時のことです。ワークで習ったアイヌの歌を歌われましたが、ゲストでアイヌの酋長の娘さんが

来ておられ、特別にその方がその歌を歌われたのですが、最初のフレーズを歌われた瞬間、明ら

かにその場の空気がガラッと変わったのがはっきりわかりました。私だけでなく一緒いた仲間達も。

鳥肌がたちました。何か降りてきた様な感覚でした。



桃山さんといえどもプロの歌い手ではありますが、いっぺんで吹っ飛んだ、それほどのすごいもので

した。歌がうまいとかそんな次元でなく、あ～やっぱり血だなぁー、魂だなぁーとつくづく思いました。

今年初めてイギリスのロックグループ「クィー

ン」のボヘミアンラプソディーという映画を見

ました。魂が震えるほどの感動を覚えました。

名前位は知っていましたし、曲も何か聞いた

ことがあるなぁとそのくらいの認識しかありま

せんでした。

ジャンルがロックでしたので、ロックはちょっと

なぁーと思っていましたので、完全な食わず嫌いでした。フレディマーキュリーのまさに全身全霊の

歌声に魂が震えました。不世出の伝説的なシンガー、ジャニス・ジョプリンに似たような感じをうけま

した。本当に歌を心から愛し、命燃え尽きようともそんな魂をびしびし感じました。何度聞いても魂が

震えます。

アジア人として初めてノーベル文学賞を受賞したインドの偉人タゴール は、『哲学なき政治』、『感

性なき知性』、『労働なき富』、この三つが国家崩壊の要因なりと言っています。

この約 2 年間のコロナ騒動禍の日本のありかたをよく見ていると、まさにそれがピッタリと当て嵌まる

のではないかと感じています。そしてワクチン接種による倦怠感、頭痛、微熱などの慢性的な症状

が出ている人達が多くいるのに、医者のなかには「それはワクチンを怖がって打っているからそうな

るんだ」とのたまう輩もいるらしく、もう呆れかえって怒るのが馬鹿らしくなります。

本当に何とも名状しがたい世の中ですが,それだけに魂が打ち震えるような音楽やその他の芸術に

触れ、魂がさびないよう、暗くならないよう、萎まないようにしたいものです。

サン・スマイル出荷センター所長 松浦学

（医療従事者指圧師、あさひ武術倶楽部主宰）







宮城県産太田さんのササシグレを使った

白米糀。岩本さんが自家の麹室で醸した糀で

す！これからの季節はみそづくりや塩こうじ、

醤油こうじや甘酒などに

是非お試しください！！

①糀と塩を混ぜます。（タッパなどに入れて）

（糀500gに対して、塩150gを目安）

②水750ccを入れてかき混ぜます。

③あとは常温保存で１日1回混ぜて1週間程度待つだ

け。＊ヨーグルトメーカーや炊飯器を使うともっと

早くできます！！

☆無肥料自然栽培
白米糀

500ｇ 1,３8２円

スタッフ
日向

＊ｵｽｽﾒﾚｼﾋﾟ 塩こうじ



和醸岩本園
千葉県香取市

代表 岩本喜裕
1983年生まれ埼玉県入間市出身

１年間の農業研修後、340年の歴史を誇る自然酒蔵元 寺田本家23代目当主 寺田啓佐氏とのご縁

により当家蔵人となり師事。日本古来の発酵文化とその技術を習得し、のちに蔵人頭となる。

無肥料自然栽培の出会いのきっかけは、サン・スマイルオリジナルのお酒「よろづ」「やお」

を作る際使用するお米成澤さんのササニシキを使用しているのですが、その時の香りにびっく

りして、無肥料自然栽培のすごさを感じ、農業やるなら無肥料自然栽培でということで現在は、

40年以上荒れ果てた耕作放棄地を自ら開墾し、人と環境に優しい無農薬・無肥料自然栽培の農

地へと蘇らせる取組みを展開しています。自然の力を最大限生かした栄養豊富な雑穀などを栽

培し、加工、販売も一貫して行っており、将来を見据え、若者の農業就労に向けた土壌づくり、

仕組づくりにも力を入れています。健康になるためのコンサルティング事業も今後視野に入れ

ながら現在は玄米めんを商品化するためにがんばっております。

今後サン・スマイルでも販売するかもしれません！！

岩本さんの糀の作り方は、種麹は、稲穂に付く稲麹菌を採取してつ
くっており、室町時代から続く伝統的な種麹の造り方を忠実に再現し
ています。そんなお米と種麹を使い、麹室の中で、
ゆっくりと丁寧に三日三晩つきっきりで、
育て上げた“和醸 米糀”なのです！！
是非、昔ながらの糀を
お試しください！！

美容室や保険の営業・格闘家になるため空手を

やったり、酒蔵に勤めたり、

様々な職業を経験後、2009年千葉県神崎町で行

なわれた田植えの農業イベント参加をきっかけに、

農業の魅力に惹き込まれる。その翌月には神崎町

へ移住し、農業を自らの人生の軸に据えることを

決意しました。











　健康、食育に関する知識を「漫画」で教えてくれる美健ガイド社の本の中から
サン・スマイルでは真弓定夫先生の監修シリーズを店頭で販売しております。

スタッフ 古賀

１９３１年東京生まれ。東京歯科大学

卒業後、佐々病院小児科医長を務めた

あと、１９７４年武蔵野市に真弓小児科

医院を開設。（現在は閉院されており

ます）

生活習慣が欧米化し、快適で便利な社

会になり、子供たちの生命力や免疫力

が落ちていくのを肌で感じたそうです。

本当に必要な医者の務めとは

「医者が病気を治すのではない。

自然治療力を高めるのが医者の役目」

とおっしゃています。

真弓先生が伝えたい言葉を、子どもか

ら大人まで読みやすくした漫画本です。

一冊から購入できますので、

是非どうぞ！！

僕たち病気した

ことないよね！ そうだね、食べ過ぎたりしな

いし、よく動いてるからかな。



サン・スマイルで発売中！
☆どれでも３冊 1,102円

☆どれでも10冊 3,300円

4～9冊は1冊438円、11冊以上から330円



  

時間短縮営業

12/14(火)

営業時間 10 時から 13 時まで

※13時閉店※
ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。

何卒どうぞよろしくお願い申し上げます。

次回の「ともの会」と「子育ておしゃべり会」   
ともの会 12/11(土) 1/8（土）

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 12/17(金) 1/19（水）

両会共 参加費 500 円 10 時～12 時店内奥和室にて、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々な情報をシェ

アしあえて楽しいですよ！ お待ちしております！  ※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。

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

12/30(木)

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

サン・スマイルは

マスク着用任意店です。

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。

☆冬季休業

令和 3年 12/31(金)～1/4(火)

☆お渡し日程

クリスマス商品 12/17(金) 17：00～

おせち 12/27(月) 17：00～

のしもち 12/28(火) 12：00～

☆初売り

令和 4年 1 月 5日(水) 10:00～19：00


