
営業時間 10：00～19：00  定休日 日曜日 （祝祭日営業）

電 話 049-264-1903 ｆａｘ 049-264-1914 

住  所 〒356-0052 ふじみ野市苗間 1-15-27
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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

・アンケート回答集！・本出版します！

・だしとり教室レポート№2・コラム「四方山閑

話」・コラム「何を話そうかな」・おすすめ商品

「のどあめ」・CBD オイルのお勉強・お米生産

者写真・米と日本人「シリーズ 7」・新商品レト

ルトおこめ、おかゆ・アグリコラのたまご・おす

すめおむすびの具・入荷カレンダー

サン・スマイル通信

おいしいはしあわせ®
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InstagramFacebookHome Page LINE 
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ANNIVERSARY

（女性・主�）

（男性）

（女性・���）

☆僕はサン・スマイルの��先でもある����のクラリスファーム
（埼⽟��）の�労でお��になっています。��nicoの��員にな
り�浦��から頂いた「のらぼう菜」の種を�頭で⼀�に�んでいた

だき、��では�場（��）で�べるまかない野菜を作る�肥料⾃�

��の�地�理をして�しずつですが�事の��に協⼒しています。

また��がすぐ��で�末は�とサン・スマイルの�材で�事をつく

っていて、��共にお��になっており思い�というよりは⽇常その

ものになっています(笑)。
 

☆そば粉のマフィン、とってもおいしかった！また買いに来ます！
（⼥性・社会⼈）

�
�

☆はちみつれもんのど飴（⼥性・⼩中⾼⽣）
☆化粧⽔と⾺油、シアバターでスキンケアを続けて肌のシミが少しずつ薄くな
ってきていると感じて気に⼊っています。お⽶はこちらのを常⽤しています。

（⼥性・社会⼈）
�

☆シアバターのパッケージがかわいく、3⼈の⽅へプレゼントしました！！
（⼥性・社会⼈）

�
☆スキンベースウォーター、⾺油、シアバター最⾼です！（⼥性・主婦）

�
☆わたしは、サン・スマイルの�ごかぼう�と�ラーメンが⼤好きです！！

（⼥性・⼩学⽣）
�

☆チキンバーグが絶品でした！！熱湯であたためるとふっくらして更においし
さがましました♡（⼥性・社会⼈）

�
☆⾺油とシアバターで、ステロイドを使わずにすんでいます。ありがとうござ

います。（⼥性・⼩中⾼⽣）

�

 
 
 

（女性・⼩中�⽣）

☆�の周りには、��な

もの、良くないものの理

�をしてくれる�がいな

いので、サン・スマイル

さんが�⼀のやすらぎの

場になっています。�れ

た時にお�に⾏ってスタ

ッフの�さんとお�しを

すると元気になれます。

いつもありがとうござい

ます。お気に�りの�品

はたくさんありますが、

�品では�⽶糀、⼿�、

お野菜が�に気に�って

おり、�かさず購�して

います。��ではファン

デーションと��肌��

�を愛⽤しています。

☆⾃然栽培のお⽶はいつ
も美味しくいただいてい
ます。⽞⽶でも精⽶でも
変わらずおいしいです。
ありがとうございます。

 
 

（女性・���）

 
 

（女性・���）

☆サン・スマイルさ
んの物であれば��

して買え、�たちに

もすきなもの買って

いいよ�と�えま

す。旨しおのりと�

�は��みんな⼤�

きです。

☆ラムネです。１��のお��が�く（当時1個
6円だった気がします）��にねだりやすかっ
たのに助かっていました。味も、スーパーで買

うようなものと�って、ずっと�べていてもす

っぱすぎるものがないので⾆が�くなりにく

く、１�買ってもらえた時はとっても�しかっ

たです。�でも時々１�で買いに⾏くくらい�

きです。

☆���男先⽣の�シリ
ーズが⼤�きです�中�

⽣の⾃�でもよく�かり

おもしろかったです。

「コンビニ�当」の�で

�々�べました。「⽜�

はモー��」をよんでみ

たいのでぜひ�れてくだ

さい�お��やイベント

も��したいです�

【あたなのサン・スマイルにまつわる思い出や、お気に入りの
商品がありましたら、ぜひ！教えてください】

　アンケートご協力ありがとうございました！（掲載順不同）
アンケート内容一挙公開です！（承諾いただいております）

 



 
 
 

☆お気に�り�品 ①国����ひじき（リアス） ②国����

ふのり（リアス） ③���⽇⼲しわかめ（そらの野菜） ④��

�（⼩笠���） ⑤旨しお��（ムソー） ⑥⾃���きなこ

（⼩⽥壱） ⑦きりぼし⼤�（プレマはうふ） ⑧�双��粉末

（ムソー） ⑨�燥⻘のり（シーベジタブル） ⑩�⻨（チョーコ

ー） ⑪早�果樹�国�有�みかんジュース ⑫とうふのみや（�

�） ⑬有���（��） ⑭有���（���さんの） ⑮固�

種の種 ⑯⾃���のリンゴジュース 思いで ふじみ野に��し

て来てから、�までのオーガニックショップから離れることが�配

でしたが、サン・スマイルの�在は�常に��かったです。�め

は、�し��して買い物に⾏ってましたが、�か⽉�ち、�員さん

との��が�えると、�地良い場�へと��していきました。��

の中で、�品のことや、他のお�さんとの体��などを�くことが

でき、気になっていた�品を�頼して購�することができました。

�ではお�に⾏くというより、�に�いに⾏く場�、笑�をシェア

できる�間になっています。�⽉のサン・スマイル��もとっても

�しみです。これからも�と�体を元気にする場としてよろしくお

願いします。
 

 
☆10年ほど前から来ていま
す。�⽶のおむすびがとっ

ておいしかったです。�は

��コロッケを買いに来て

います� 
 

 
 
 

☆サン・スマイルさんのお�

に�る度に何故かとても�さ

れます。�気�が�地よく

て、ずっと�たくなる�間で

す。そんなサン・スマイルさ

んに⾏けない時（��できな

い時）お助け配�をお願いし

たところ、すぐに��して下

さって、スタッフの�さんの

温かさを��しました。あり

がとうございました。お気に

�りの�品はたくさんありま

すが、やはり⼿作りコロッケ

です。じゃがいもが⽢くて�

当においしいです。これから

もよろしくお願いします。

 

 
☆����の��をしていた時期に�めて伺い、休�時におやつを買

いに⾏くのが�しみでした�さよりさんの笑�と�さんの温かい雰囲

気に�やされていました。�もおいしすぎて��で�べてしまうお野

菜に元気をもらっています。果物はどれも味が�いと思います。お気

に�りはひきわり��です��が�味しく味をつけるのが勿体�く

て、お酢を�しだけいれて、ほかほかごはんと�べるのがすきです。

⼲し芋も⾹りがよくてあっという間にたべてしまいます。
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（女性）

ANNIVERSARY

（女性・���）

（女性・主�）

（女性・主�）

 
 

☆⼟�の�はサン・スマイルのアジフライトコロッケが�卓のメイン

となる。ちょっとグリルで温め、野菜のおかずと⼀�に�す。揚げて

いるトナカイ�のお兄さん⽈く、この揚げ物が�味しいのは、��も

ののアジと⼿作りのコロッケを使⽤し、油の中の��焼きリングがカ

ラッとさせ、��はボクの愛情ですとのこと。（腹�を打ちなが

ら）。⼟�のBSテレビで「男はつらいよ」を⾒ながらアジフライとコ
ロッケをつまみに⼀�やるのが我が�の��になっている。

（女性・���）

 
 

☆⽢��が⼤�きです♡

 

（女性・主�）

 
 

☆はら�のどら焼き

 待ってました��

 

（女性・主�）
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ANNIVERSARY

（女性・主�）

（女性）

（女性・主�）

☆サン・スマイルすきです。サン・スマイル25さいですか。�
（お�さん）

 
☆お気に�り バイオノーマライザー �れた時、とても助かっ

ています。（���）
 

☆ミニトマト・ジャガイモの�め�題が�しかった��（ご夫
�）

 
☆抹茶、⼩�、こしようかん お気に�り�（女性・その他）

 
 

☆こんにちは  たんじょうびいつ�� サン・スマイルに⾏こう
と��が�います。⼤�きなんです（⼩�⽣）

 
 

☆ぼくは、れいとう  はんばーぐ  がすきです。
ぼくは  きむち がすきです（男性・���）

 
☆ぎょうざ、コロッケ、おうどん（女性・���）

 
☆おもちゃこうなあ  が  たのしいです。こめこめ  があってうれし
いです。さんすまいるの  ぐみ  と  じゅーすがすきです。（女性・

⼩中�⽣）
 

☆おもちゃこうなあ  がだいすきです。
こめこめ  ぬいぐるみがすきです。
さんすまいるの  じゅーす  がすきです .

（女性・⼩中�⽣）
 

☆何と�ってもオススメは、�薬を使⽤していない、��肥のお⽶や
お野菜たちです。当�からこだわっていて�晴らしかったです。

 
うちの�男が、半年ぐらいから⼤�お��になっていますが、現在⼆

⼗歳になり、なるべく⾃�に�い�べ物を�してきたため、��など

��物などに��になり、ちょっと⼩うるさくなってきましたが、⾃

らジャンクのものを�けてくれるので�としては��です。お�当も

�め基�三��⽶ご�でいただいているので、⾃���のお⽶が�か

せません。栄�を�⼤�発揮するように発酵�⽶で�いているので、

��おかずがショボくても���があります。

 
 ��的に�てられた�べ物は同じ�をしていてもミネラル�など、何
⼗�の⼀や何百�の⼀のものもあるようです。ミネラル不⾜はあらゆ

る�気の��にもなりますので、なるべく⾃�のものをいただきたい

ですね。  ��肥料を�れると⼟�の�⽣物が�けてしまい、�⽣物が
元気な畑には�物�と共⽣��が�来ていてせっせと栄�を�んでき

てくれているようでほっこりします。⼀�的な流�⽶が�すぎて、お

�いと思われるかもしれませんが、��さんが�けていける�当なお

��かと思いますし、それだけの価�があります。��できるお⽶が

いただけるよう、�ながら��さんを�援させていただきたいです。

 

☆⾃���の⽶粉パン（グルテ
ンと��品がアレルギーでダ

メ）や⾃���の焼酎などが

ほしいです。�前、⾃���

の沖��盛を購�して�んだ

らとてもおいしかったです。

あたりのやさしいお酒でし

た。⿂の�り物で��ではな

く酒かすを使っていたものが

あり、とてもおいしくいただ

いております。�の良い�品

をおいてくださり、ありがと

うございます。��です。

☆「メープルブレッド
⼩」とてもおいしくて

これだけをわざわざ電

⾞に乗って買いに来ま

す。これくらい�⾜さ

せてくれる⼤切な�べ

物です�
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ANNIVERSARY

（女性・主�）

（男性・���）

（⼩�⽣）

（女性・���）

（女性）

（男性・���）

（女性・���）

（女性・⼩�⽣）

沢�のお声ありがとうございました�

これからも末永くどうぞよろしくお願い申し上げます。

 
☆�しみにしていたトマト
シーズンが�わりました。
また来年まで待っています

 
☆お気に�り「WB」いくらでも�が�めます�
「おいしいはしあわせ��」もはや他の��は�
べられない�「⽟の澁」ウィルスもノックアウト
も�得�どれもすごい�品で��と��に�かせ

ません�いつもありがとうございます�  
 

 
 

☆�20年前からサン・スマイルさんのお�に�っています。�べもの
から洗�と��な�品が�てそろっています。沢�あるなかから１つ

をお�えします。�⽇のせんたく洗�の「浄JOE」 �量で洗えて�
�的で、�⾬時のあるある⽣�きで�いと�ってますが、この浄の洗

�は�わないのでストレスなく��して使っています。とても気に�

っています

�

�
☆『ナチュラル⾺油 �』 20年
�らないアトピー（⼿指）、�

えきれないハンドクリームを�

したり、お�者さんの薬をぬっ

ていたものをすべてやめて

『�』を�2年使⽤����しま
した。�だけはキズにもアトピ

ーにもしみないので��して使

ってます�

�

 
☆わたしは、しめじ がすき
です。わたしは、なめこ が
すきです。わたしは、くら

か がすきです。わたしは、
ほしのせんべいがすきで

す。

（クラッカーかな�）

 

�

�
☆11⽉末のセールでつきたてのおもち
が⾷べられたのが嬉しかったです。と
てもおいしかったです。⻘パパイヤ酵

素のBARが⼤好きです

�

☆わたしは、れいとううどん�がすきで
す。わたしは�とっもろこし�がすきで
す。わたしは�にくまんがすきです。わ

たしは�とまと�がすきです。

 
 

☆��薬の野菜を売っていらっしゃると�いて�れました。野菜�
�にも�々な物が�いてあるのでびっくりです。貴重なお�だと思

いますので、これからも�ろうと思います

�

。

（女性・���）

☆��の��は「んー�い・・・」「だけど体には良さそう・・・」でした。でもお�の��を理�す
るにつれ「この�品がいい��」に�わっていきました。�では歳もありますが、胃もたれや�やけ

があります。でもサン・スマイルの�品はそれが�きにくいので、とてもありがたいです。�では⽣

活になくてはならないお�です。お気に�りは⾁まんです。�くなりました・・・。でもボリューム

有、オリーブoil、シナモンロール、ラムネ、�しい時にお��になっているノンカップ�、⽯けん、
⽊酢�、�べ物から⽣活品までお��になっています

。

（女性・���）
☆��品は�てサン・スマイ
ルです�スキンベースウォー

ターと⾺油とシアバターでシ

ミがなくなってきました��

�場の�にもすすめていま

す。もう2，3年使い�けてい
ます。



サン・スマイル出版部 新刊！ ぜひ読んでください!(^^)!

サン・スマイルは実は出版もしています！といっても今回で 2冊目！

サン・スマイルが大変お世話になった恩師の片野學先生、伊藤慶二先生 お二方とも書籍をほとんど残さ

ずに逝かれてしまいました。恩師の講演本をいつか出版したいと思っていて、動き出して 2 年、、出版する

のはこんなに大変なものなのか！と停滞してしまった時期もありましたが 10 月末に全てのチェックが終わり

入稿！11 月 11 日に出版予定！です！（ネット販売は 11 月下旬予定）

サン・スマイル創業 25 周年のよき年に！ぜひみんなに読んでいただきたい！

そして 100 年後の方たちにも読んでいただきたい！

※出版に際しては片野先生、伊藤先生の御親族様の承諾をいただいております。

前書きより

片野學先生、伊藤慶二先生に共通することは、食や健康について、小手先の枝葉の理論を中心とするの

ではなく、その根っこ、幹についてのお話をされることです。現代、様々な療法、健康法、ダイエット法等が

提唱されています。基本的にマスコミに多く出てくるのは、残念ながら商業主義が根本にあるものが多いよ

うに思います。様々な手法、療法を学ぶ前にまず、重要な根本的なところがなければ、何が正しいかわか

らず、常に不安に悩まされてしまうでしょう。

私は、人間が生まれてきた主目的は「感謝報恩」の心から生まれる「幸福」であると思っています。

その根源について健康という切り口からお話をされている片野先生、伊藤先生のお話は、何年たっても色

褪せることのない、根幹をなす重要な教えであると確信しています。

P159 1,200 円（税別）です！





四方山閑話

広島に行って想ったこと

先日、広島の原爆ドームと平和記念館に行っ

て参りました。以前 2 度程行ったことがあるので

すが、改修工事後、平和記念館に行ったのは

初めてでした。原爆で亡くなられた方々の何と

もむごい死体の写真、初めて見るものもあり、と

ても直視できず駆け足で退館しました。改めて

平和の大切さを知ったとかそんな陳腐な想い

は湧き上がりませんでした。痛烈に感じたの

は、亡くなられた方々の無念の想いでした。「ピカドン」で一瞬で亡くなられた方々は、何が何だか

分からずに生を終えたのですから、そんな感情さえもないと思いますが、何日か何ヶ月か何年かに

亡くなられてた方々の想いは如何ばかりか。鹿児島県の知覧から特攻隊として敵艦に突っ込まれ

た方々、広島県の呉から人間魚雷として敵艦に突っ込まれて方々、さぞかし死にたくない、やりた

いことや夢がいっぱい、いっぱいあったでしょうに。その方々の無念の想いを想うと、胸が締め付け

られて苦しくなり、平和が大切だなんてそんな分かりきったことは気安く言えなくなります。戦時中は、

極端に言えば生か死かどちらかしかなく、いつも死と隣り合わせの生活ではなかったかと思います。

もとより特攻隊や人間魚雷の方々は死の選択しかありませんでした。翻って想うに、今の日本、本

当に笑止千万なコロナ騒ぎ、死ぬか生きるかそんなたいそうなものでない本当にちっぽけなものな

のに、社会全体が極端に恐れ不安を抱き、どれだけのものを犠牲にしてきたか。いつまで続くマス

ク、マスクの閉塞した社会、それこそ北朝鮮からミサイルが日本のどこかに落ちたならば、そんな閉

塞した社会はあっという間に吹っ飛んでしまうのではとふと想うほど、今の社会は病的であると強く

感じています。好きなことができ、自由に夢が持て、好きなことを言いたい放題言える時代にせっか

くいるのだから、つまらないことやどうでもいいことに囚われず、自分のやるべきことをやらなければ、

無念の想いで亡くなられた方々に本当に申し訳ないと想った今回の研修旅行でした。

                     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、あさひ武術倶主催）                















お待たせ致しました！
北陸より新米入荷致しました!

今年も感謝の実りの秋がやってきました、北陸の皆さんより感謝の新米入荷中です

コスモファームの黒田さん親子

熊本の稲本さんも 11月上旬には新米始まります
今年は新しく機械を導入して、パワーアップしておいしいお米を作ってくれております！

宮本さん コシヒカリです！

コシヒカリの野坂さん

小島さんご夫婦でササシグレ作ってます

稲本さん親子です！

稲本さんの田んぼ
美味しいお米育っております！

スタッフ 井浦徹也



米と日本人 シリーズ 6

3 数ある穀物の中で米が日本の主食になった歴史 （その 2）

日本では稲作が始まって約 3000 年の歴史の中で、日本人が過不足なくお米を食べられるようになったの

は、昭和 42 年（1967 年）。そしてどうして日本人の主食がお米になったのか？その２！

●気候、樹林帯からみたお米（数ある穀物の中で米が日本の主食になった歴史）

こういう図を見たら、、拒否反応が！と言わずに！ぜひ！

日本の中部からブータン、ネパールまでの地域は世界で稀に見る照葉樹林帯です（葉っぱが照ってい

て、常緑樹）。中尾佐助さんという照葉樹林帯を研究されていた方が照葉樹林文化という概念を作りました。

この照葉樹林帯から多くの作物が生れているとされています。お米、大豆、多くの雑穀等など。（下図の

180 の上のライン）

樹林帯と気候分類を合わせると面白い！

照葉樹林帯 茶、絹、ウルシ、シソ、酒（バラ麹と餅麹）、山棲み文化

  熱帯降雨林帯 イモ

サバンナ 穀類、豆、果菜類、油作物

モンスーン農耕文化 雑穀  など！人間は好きな作物を食べていたのではなく、その気候風土に合

わせて生きてきました。そうです！現代日本で分かりやすいのは四季！四季に合わせて旬の野菜がありま

す。旬のものを食べましょう！と教えてくれています！

お米は照葉樹林帯で生まれ日本においては照葉樹林が育つエリアのみ現在の愛知当たりのラインま

でしか栽培が広がっていませんでした。照葉樹林と稲作、、ご興味ある方は中尾さんの書籍を！ほんと面

白いです！

こんなに簡単に書いていいのだろうか、、と自問しますが(笑)このシリーズまだたくさんあるので！ポイント

だけです(^^)/

コトバンク より



●作物の長さ（数ある穀物の中で米が日本の主食になった歴史）

作物（イネ科）は背丈で三種類に分けることができます。

トールグラス：トウモロコシなど

ミドルグラス：稲など

ショートグラス：テフ、フォニオ（アフリカ：メヒシバの仲間）

トールグラスは長い分、光を浴びる面積も増え、たくさんの光エネルギーを獲得できますが台風などの

天候異変にはショートグラスの方が強い。その間がミドルグラス！ショートグラスは生産性が非常に低いの

で大量の穀物を得ようとするとミドルグラス以上ですね！

●食べやすさ（数ある穀物の中で米が日本の主食になった歴史）

人類が主食として手軽に得ることができる穀類、イモ類、豆類の問題は毒抜き問題でした。

水にさらす等して毒抜きをする手間が大変だったこと、鍋が必要、大量の水が必要、火が必要だった

ことなど当時の方たちは本当に悩ましかったのではと、、そのご苦労に敬服します（ご先祖様ですから！）

豆：毒抜き→鍋が必要、煮る

イモ：毒抜き→たくさんの水が必要

穀類：毒抜きが必要ないものがほとんど！ こうなると、主食は穀類を目指しますよね！

次に調理のしやすさです

豆：すりつぶす、ダール、うち豆など

穀類：煮る、すりつぶして焼く

１） 麦類：粉にしてたべる→石臼（鎌倉時代僧侶）、水車（一般化は江戸）等

２） 米：粒→つく

ちょっとお米やばくないですか(笑)お米は粉にしなくても食べられる！毒抜きもなし！水につけて炊くだ

け！お米は本当にすごい食べ物なのです！お米が栽培できる地域は、麦には戻れません！日本の水利

技術がすばらしい流れにもつながります！ まだまだ主食話は続きます！次回へ！

世界を学ぼう”知理・歴視”より



スタッフ
日向

低温熟成玄米ごはん

（小豆入) 250ｇ 616円
お米は宮城なりさわ生命食産ササニシキ
小豆は北海道NorthernNatures
共に無肥料自然栽培です。
貴重な小豆とごはんは絶品です！

サン・スマイルオリジナル
レトルトご飯＆お粥が新発売！！
常圧で122℃の高温殺菌を可能にした 独自の
食品パック技術です。

もちろん添加物を使わず、無菌で長期保存が
可能！出張や旅行、登山また非常食としても
活用頂けます。栄養も風味もそのままで、

職人さんが丁寧にパック詰めと密封加工をし
てくれてます。すぐご飯が食べたいという時
も満足感のあるおいしさでレトルトとは
思えない食感です！おいしいです！！
是非お試しください！！

玄米ごはん(プレーン)250ｇ

556円
お米は宮城なりさわ生命食産ササニシキ
無肥料自然栽培です。
おいしい玄米をカンタンに！



もち麦粥 250ｇ

486円

玄米粥（豆乳入）250ｇ

518円
お米は宮城なりさわ生命食産ササニシキ
大豆は国産で、大豆の甘みと玄米の
マッチがたまりません！

千葉岩本園の無肥料自然栽培もち麦を
使用。ぷりぷり食感がたまりません。
お夜食や二日酔いの時にも！

お米 ササニシキ
宮城県 なりさわ生命食産

もち麦
千葉県 和醸岩本園

小豆 北海道
NorthernNatures

農福連携
自然栽培パーティ会員

←成澤さん
動画リンク

↑岩本さん
動画リンク









November

令和4年

佐藤たまご/島田有機豆腐
みや豆腐夕方

パン（くろうさぎ）
佐藤たまご/島田有機豆腐

みや豆腐夕方

パン（くろうさぎ）
佐藤たまご島田有機豆腐

みや豆腐夕方

勤労感謝の日
営業しております！

パン（くろうさぎ）
佐藤たまご/島田有機豆腐

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。

佐藤たまご
みや豆腐夕方

8 9
もやし・きのこ夕方

佐藤たまご

10 11

定休日

5 6 7

亜麻仁卵・ｵｰｶﾞﾆｯｸﾀﾏｺﾞ
定休日佐藤たまご そばの実カフェ

みや豆腐夕方 パン（3552食堂）

28 29 30 ポイント3倍デー 1 2
もやし・きのこ夕方 もやし・きのこ夕方

3 4

パン（3552食堂） バナナ

26 25周年セール 27
アグリコラたまご パン（くろうさぎ） コロッケ

定休日みや豆腐夕方

21 22 23 24 25周年セール 25 25周年セール

もやし・きのこ夕方 もやし・きのこ夕方 バナナ

亜麻仁卵・ｵｰｶﾞﾆｯｸﾀﾏｺﾞ
定休日佐藤たまご そばの実カフェ パン（くろうさぎ） 佐藤たまご

みや豆腐夕方 パン（3552食堂）

もやし・きのこ夕方 もやし・きのこ夕方 バナナ

14 15 16 17 18 19 コロッケ 20

定休日佐藤たまご アグリコラたまご パン（くろうさぎ） 佐藤たまご
みや豆腐夕方 パン（3552食堂）

7 8 9 10 11 12 コロッケ 13

もやし・きのこ夕方 バナナ

亜麻仁卵・ｵｰｶﾞﾆｯｸﾀﾏｺﾞ 文化の日 営業しております
定休日

パン（3552食堂）
パン（くろうさぎ） 佐藤たまご

日

31 1 おしゃべり会 2 3 ともの会 4 ひなたぼっこ会 5 コロッケ 6

2022年11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

今月のイベント サン・スマイル25周年セール

24・25・26の3日間開催致します！！！



  

２５ｔｈ anniversary

SALE
R４．11/24(木)～11/26(土)

   

次回の「ともの会」と「子育ておしゃべり会」

新しくスタート！「ひなたぼっこ会」   
ともの会 11/3(木・祝) 12/10(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 11/1（火） 12/14(水)

ひなたぼっこ会  11/4（金） 12/15(木) 経皮毒の話

それぞれ 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。ひなたぼっこ会はスタッフ日向

道男とのお勉強会です！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。皆様のご参加お待ちしております！※キャンセル料はかかりませんが必ずご連絡ください。

「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)

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

11 月のﾎﾟｲﾝﾄ 3 倍デーは

11/30(水)

是非ご活用ください！

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

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。


