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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

●２５周年ごあいさつ

●何を話そうかな「四つ葉のクローバーの花言葉」

●四方山閑話 「人生の応援歌」

●マクロビオティックおすすめ書籍

●子供のワクチンを考える

●れんこん関連 おすすめアイテム！

●バイオノーマライザーの元気バー新登場！

●おすすめ書籍 「現代語訳 論語と算盤」

●おすすめイベント「自然栽培を学問する」

サン・スマイル通信

おいしいはしあわせ®

No.147 2022.1 月

InstagramFacebookHome Page LINE 



サン・スマイル創業２５周年 YEAR! 
あけましておめでとうございます！ 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

本年は、今までになく社会的にも国家的にも世界的にも激動の一年に

なるのではないかという声が各方面から聞こえるようなってきました。 

どんなに社会が激動しようが、大切なのは衣食住。サン・スマイルは食が

一番得意ですので、変わらずしっかりと継続して食がお届けできるように

準備してまいります！ 

 

そして、おかげさまでサン・スマイルは今年の 11月 11日に創業 25年を迎える年となりました。 

今の店舗は 5月 24日で 20年です！ 

皆様のご支援から、現在も継続できておりますことに心から感謝申し上げます。 

創業時、私は２０代前半(笑)、とにかく広めたい、伝えたい、一緒に感動を味わいたい！と 

遮二無二突き進んでいました。挫折、失敗、我慢、忍耐だらけでしたけども、 

お客様は絶対に裏切らない！食材には絶対に妥協しないと貫いてこられていると思っています。 

 

そして！今年の春ころから、２５周年、２０周年の感謝をお伝えさせていただきたいという願いから 

お客様に喜んでいただきたい！と企画をスタッフで考えてまいります！ 

こうご期待していてください！ 

本当に本年を迎えることができましたことに心より、心より感謝申し上げます。ありがとうございます 

これからもどうぞよろしくお願いいたします！ 

松浦智紀 拝 

1997年 創業 

2000年 設立（法人） 

2001年 卸売事業開始・サン・スマイル農園 稲作開始 （三年間） 

2002年 ふじみ野店開業・日本指圧ヒーリング開院 

2006年 店舗拡張オープン 

2012年 出荷センター開設・ サン・スマイル農園 畑作開始 

2016年 全国の障がい者福祉とのコラボ開始 

2018年 海外事業部開設 

2022年 創業 25周年 ＆ ふじみ野店 20周年 





四方山閑話         

人 生 の 応 援 歌  

 

皆様方は、挫折しそうになった時や、投げ出しそうになった時なんかに自分を奮い立たせるような歌を持

っておられるでしょうか。 

 

私の場合は「人生劇場」でした。「やぁーると思えばどこまでやるさー、それが男の魂じゃないか」で始まるそ

れでした。子供の頃から勉強がもう大嫌いで大嫌いで、家で机に向かった記憶はありせんし、学校での授業

中も上の空で別なことを考えていました。そんな訳で学校の通信簿はいつもアヒルでした。今は点数をつけ

ないみたいですが、いわゆる「2」でした。しかし、アホだから運動会

で１着、2着のように、「2」は 2番目にいいのだなと思っていましたか

ら、当時は住宅街にある官舎に住んでいましたが、家に着く前から

「お母さん 2をいっぱいもらったけん」と大声で喜び勇んで叫んでい

ました。そしたら母親がダァダァダーと家から裸足で飛び出して来て

手を思い切り引っ張られて、ダァダァダーと家の中に入れられ、おしりをバシバシーと叩かれた記憶がありま

す。成績が良かったのに何で叩くっちゃろと思っていました。勉強が本当に大嫌いで、「中学校に行かない

けんと？」と親に言っていたぐらいです。 

 

そんな自分ですが中学校、高校と無事卒業できましたが、勉強は相変わらず大嫌いでしたが、なぜか猛烈

にある大学に入りたいと想いました。何が何でも行きたいと。何の勉強がしたいとかではなく、とにかくその大

学に入りたい一心でした。当然浪人して予備校に通いましたが、そこで最初に受けた英語の試験で 200 点

満点中僅か 10 点でした。これはいけんと猛勉強しました。とにかくもう暗記するしかないといつでも単語帳を

持ち歩き、トイレに行くにしても一生懸命暗記にはげんでいました。元がほとんどゼロだからそれはもう伸びる

のも早かったです。半年後には満点中 60％は採れるぐらいになりました。日本史の勉強ではこれまたとにか

く覚えないけんと、教科書を 30回音読しました。これは相当苦痛でした。2回読むともう飽きてきましたが、結

局最後までやり遂げました。もう教科書の欄外に書いてあるところまでも完璧に暗記しました。しかし、何度も

人 

生 

劇 

場 



言いますが勉強が大嫌いでしたから、何度も挫折し投げ出しそうになりましたが、そんな時は先の人生劇場

の歌を聴きました。カセットレコーダーをポン「やぁーると思えばどこまでやるさー、それが男の魂じゃないか」

そのたびにもう一度奮い立ち、また嫌気がさした時は、カセットレコーダーをポンとポンポンポン……とそのた

びに人生劇場を聴き、「きさんは男か！」と自分自身を𠮟りつけながら、その繰り返しで無事恋焦がれた大学

に入ることができました。今思うとあの歌に出会っていなかったら、その大学に入れなかっただろし、その大

学に入ってから私の運命は大きく変わりましたので、今の自分はないと言えるほど、自分にとってはかけがえ

のない応援歌でした。その歌を知ったのは高校 1 年の頃でしたが、後になって「人生劇場」がその大学の第

二校歌であると知ったときは、とても不思議な縁を感じました。 

 

 

今は何とも形容しがたい世の中で、コロナなんかでなく無知と醜い利益等のためで、これはもう人災そのも

のであると言っても決して過言ではありません。そのためにどれほどの人たちが路頭に迷っておられるか。そ

ういう方たちに対して、「朝の来ない夜はない」とか「止まない雨はない」とかどこの本に書いてあるか知りませ

んが、そんな陳腐な言葉でもってしたり顔で慰めの言葉をかける人たちがいますが、上っ面の言葉では全く

魂に響きません。 

 

それよりも、ぎりぎりまで行くとこまで行って何もかんも執着を捨て本当に開き直った時、何かしら底力や勇

気や新たな知恵が沸いてくることがあります。かつて私も知床の森でヒグマに遭遇するかもしれない目に会っ

た時、命の執着を捨て開き直りました。そしたらとても冷静になれ、何が来てもへっちゃらだという感覚を経験

したことがあります。 

相変わらずマスク、消毒、ワクチン接種何々等とうんざりするくらい生きにくい世の中で、全くもって行く先が

不透明な社会ではありますが、自分を魂から鼓舞するような生き生きと感じさせてくれるような、奮い立って

「よーし」と底力がでるような自分自身の人生の応援歌でもいいし、琴線に触れる詩でもいいし、或いは先人

の残した智慧ある言葉等に出会へ、今年は「よーし」となにかしら腹の底からふつふつと沸いてくるような、そ

んな年であらんことを、本年の初頭にあたり衷心お祈り申し上げます。 

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） 



自然治療力を高める

マクロビオティック【基礎編】
　　　　～正食医学の理論と実際

◉序章 マクロビオティックとは何か

◉第Ⅰ部　自然治療力

・第１章　噛むことが食養健康法の基本

・第２章　排毒と自然治療力

・第３章　いのちと血潮～塩のはたらき

◉第Ⅱ部　陰陽と中庸

・第４章　心身共に中庸を目指して

・第５章　命の欲求を見つめる生き方

◉第Ⅲ部　正食医学の理論と実際

・第６章　望診と食養指導

　磯貝昌寛〈著〉、ミネルヴァ書房

　￥2,500（税抜）

2020年8月末に発売されたばかりのこの本は、

群馬県富岡市で食養指導や合宿、望診をされている磯

貝氏が２０年の中間報告として執筆されました。

磯貝氏は、サン・スマイル代表松浦と年齢が近い若さで

ありながら、マクロビオティック提唱者 桜沢如一氏の

高弟の助手を務めた経験をさらに深め、食だけでなく

生活と心へも目を向け、マクロビオティックを現代に合

う実用的な本として書かれました。

自分の体にあったマクロビオティックの取り入れ方、

例えば玄米がおいしいと思わない人は玄米にこだわら

なくてよく、体が陰陽のどちらかに傾いているか分か

らない時は味覚で判断するなど、ストイックになりすぎ

なくてもよいよという筆者の声が聞こえてくるような

本です。

また、【第３章いのちと血潮】では『塩ほど人間に大事な

ものはないと思い知ったのですが、一方では塩断ちも

人間にとって必要であるのです。「いい塩梅」を見つけ

る。』

という内容はたいへん衝撃的でした！！！

病気別の対応も載せており、いざというときの心強い

一冊になります。家庭の常備薬ならね常備本としてオ

ススメです！！！

サン・スマイルで購入できます！



マクロビオティック基礎編に続き！ 

実践編が出版されています(^^)/ 

著者の磯貝さんは、以前からのお付き合いです。東京練馬

にある「こくさいや」（穀菜）という店を運営されていました。今

は、農業を営みながら、マクロビオティック食事法などの指導

で奔走されています。 

マクロビオティックは一時、マクロ食としてマスコミの多くで取

り上げられ、名前を聞かれたことがある方も多いかと思いま

す。 

「玄米正食」「無双原理」「ベジタリアン」「ビーガン」など、似

ている（といったらそれぞれの専門家に叱られそうですが）食

事方法が多くありますが、動物性をあまり食べないようにする

というのは共通しています。 

 

マクロビオティックを深く学ぼう！と思って本を買うと、本当に

むずかしく、途中で断念された方も多いと思います(笑)。 

その後、ブームが去ってしまい、マクロビオティックという名前もあまり聞かれなくなってしまいました

が、 

私の記憶ではこの関係の書籍は１０数年ぶりに出版されたと思います。しかもとても分かりやすく、

内容がとても濃いマクロビオティックの本！ 

この本も一家に一冊！という名著！ぜひお求め頂けたらと思います。 

 

世の中には様々な食事法がありますよね。 

そのさまざまな食事法で何がいいのか？わからない！と思われる人もいると思います。 

マクロビオティックはもともと、日本人が考え出した食事方法です。 

海外仕込みではなくて、日本人としての食について考えるとってもいいきっかけになると思います。 

 

一生に一度は！ぜひこのマクロビオティックの著に触れていただけたら幸いです！ 

そして、気軽に実践してみてくださいね。 

私自身は普段は自由な食事をしていますけれども（サン・スマイルの食材）、玄米、菜食、砂糖をと

らない生活を厳格にやっていた時があります。 

その時の体調の変化はすさまじく、体は軽く肩こり０！そして頭の回転がとてもよく！私はこんなに

頭がよかったのか！とびっくりしたことがあります(笑)！ 

皆様のマクロ経験、談義を聞かせていただけたら嬉しいです！ 

松浦智紀 記 











ご好評いただいている青パパイヤ酵素をより

たくさんの方々へ魅力を広めていきたいとい

う想いで開発されました！

「年齢・性別問わず最後まで飽きずに食べら

れる美味しさ」「多忙極める現代に片手で食

べれる手軽さ」「美容を意識した成分バラン

ス」「続けやすい価格帯」これら４つの希望

を叶えられる商品になっています！！

特に誰でも飽きずに食べられる美味しさを追

求し、グルテンフリー・シュガーフリー・

☆青パパイヤ酵素
CACAO BAR(カカオバー)

40ｇ（1本） ３56円

スタッフ
日向

ヴィーガンに対応できる商品となっております。そして、食べやすい

厚みや大きさ、固さ、歯ごたえ、カカオバーの湿度においても、徹底

的に突き詰めた商品です！！なんとこのカカオバーには青パパイヤ酵

素（バイオノーマライザー）1本分が入っております！！美容のために、

健康のために、ぜひ一度お試しください！！

原材料：デーツ、ココア、レーズン、ココアバター、青パパイヤ酵素(パパイ

ヤ、デキストロース、食用酵母)、アーモンド、カシューナッツ、キウイ、ク
ランベリー、ココナッツフレーク、カカオニブ、もみ殻珪素パウダー



「病気を治すのは、それぞれの肉体にそなわる自

己防衛機構である免疫力など自然治癒力であり、

それらの働きは自身の肉体が適度の活性状態にあ

るときに最高に発揮される」というアカデミッ

シャン・大里章博士の発想により、青パパイヤ発

酵食品の研究はスタートしました。バイオ・ノー

マライザーは青パパイヤ発酵食品のパイオニア商

品です。添加物、保存料を一切使用してない

100%自然由来の健康食品で、副作用が心配され

る医薬品と異なり、併用していただいても問題は

ありません。通常は、就寝前に1包3gを、水なし

で口に含んで溶かすようにお薦めしています！健

康と美容に欠かせないビタミンやミネラルが豊富。

手軽に飲めて、持ち運びにも便利！私はいつもカ

バンに3袋入ってます！是非体で感じてみてくだ

さい！個人差はありますが、私は飲むと体調が良

くなります！疲れた時にも効果抜群です！！

☆青パパイヤ酵素

バイオノーマライザー

90g(3g×30包) 6,804円

90g(0.5g×6粒×30包)



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♪

現代語訳　論語と算盤
◉目次
はじめに
第1章 処世と信条 ・十の格言
第2章 立志と学問 ・渋沢栄一小伝
第3章 常識と習慣 ・『論語と算盤』注
第4章 仁義と富貴 ・参考図書
第5章 理想と迷信
第6章 人格と修養
第7章 算盤と権利
第8章 実業と士道
第9章 教育と情誼
第10章 成敗と運命

渋沢栄一〈著〉、ちくま新書
守屋 淳＝訳
￥902（税込）

本の購入は書店などでどうぞ。

スタッフ 古賀

本書は渋沢栄一が書いたわけではなく、その講演の口述をまとめたものだそうです。そして漢文調だっ

た文章を中学生でも読みやすい現代語訳になって２０１０年に発行されました。

幕末の頃、現在の埼玉県深谷市で農民だった渋沢氏が、実業家となっていく生涯は途方もなくすごい

運と才能の持ち主だったに違いないと想像できますが、彼が残した言葉は現代の私達の暮らしにも役立

つことがたくさんありました。

経営者でなくても、経済界で働いていなくても、目線を変え自分の家庭が一つの会社だと考えてみてく

ださい。お金が入ったり、出たり、生きていると必ず収支が起こります。お金が増えるようにするにはどう

したらいいか考えますよね。何にどのくらいお金を使おうか、どのようにしたら皆が幸せになるか。お金

のことで心を大きく揺さぶられます。

この本には、”人の世の中を渡っていくための決して忘れてはならない心がけ”を現代人でも分かりやす

い例をあげながら説明をしています。また人の上に立つ指導的立場＝親だとすれば、逆境に立たされた

時に試される”機会”や子育てにも通じる”習慣”についてなど参考になり、さらに働く場や社会をみると

著書である渋沢栄一氏は２０２４年から市中に出回る

新一万円札の顔に選ばれています！！





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

  

お味噌づくりにも 

 とびきりな糀
こ う じ

 

        

          無肥料自然栽培のお米で醸してくれた 

         サン・スマイルオリジナル！ 

        発酵力が絶妙な糀です。 

            玄米・白米各 500ｇ 1,382 円(税込) 

 

 

次回の「ともの会」と「子育ておしゃべり会」      
ともの会 1/8(土)・2/7(月)  

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 1/19(水)・2/4(金) 

 

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 

1/31(月) 

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。 

 

 

咳や熱など症状がある方は
咳エチケットお願いします

 

mailto:mail@sunsmile.org

