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あけましておめでとうございます。

サン・スマイルはお陰様で創業25年、現店舗 20年、出荷セン

ターは 10 年を迎えられました。ひとえに多くのご支援、御厚情、

御指導あってからこそで、心より感謝申し上げます。そして次の

25 年は何をしようかと！ワクワクしています！

先日あるお醤油のメーカーの社長が「年を取ると時間の流れ

が速く感じるとは言うが、それにしても最近時間の流れが速くな

っていると思わないか？ 実は早くなっているのだ」と話していま

した。話はそこで終わったのですが、わたしとしては、確かにそうかもしれない。地球の質量や自転公転、

宇宙全体の流れが変わっていけば時空的に時計のハリが進むのが早くなっても誰も気が付かないではな

いかと・・・時間が早くなっているといわれても否定する材料がない！それに、アインシュタイン理論や量子

力学でも説明もできそうな気がする（詳しくありませんが(笑)そういえば、学生時代に少々かじりました）。

その理論では過去現在未来は存在しません。時間的概念はエントロピーの増大という概念だけです。（エ

ントロピー理論は専門的になると難しいので、少しかじると面白いですよ！ エントロピー理論とリスクトレー

ドは繋がる概念だと思っています。この文章を書きながら思い出しました(笑)そのリスクトレードの考えとして

も無肥料自然栽培や自然食は必要だとその昔思っていたのだった(笑)。）

昨今、夏は猛暑、暖冬とか言われますが、サン・スマイル農園の畑をしていると数年前から夏は涼しく、

冬は暖かくなっているのを肌で感じます。（体感的に数日は猛暑厳冬がありますが）しかし、マスコミでは猛

暑厳冬と言っているので、多くの人の会話で気温の話が出てきます。あれ？自身の感覚で感じてみたら少

し違うと思うのだけれど・・・と。猛暑ではないという会話は農家と話をするときに同じ意見になることが多い

です（マスコミと違う）。

話は戻って、それが時間だと、もっとわからないですよね！すこしオカルト的な話かもしれませんが(笑)

「時は金なり」と言いますが、果たしてそうなのか？その考え方は資本主義の代表的な考え方ではない

かとも思います。時給いくら、と時間をお金で買う。不思議ですよね。当たり前になっていますが、当たり前

ではない国、地域もあります。成果に対してお金を払うのであって時間ではないと。それも正論ですよね。

時間という概念は面白いです。田舎や海外のゆったりしたところに行くと「時間がゆっくり流れてる」という事

がありますよね。それも大切な感覚です。

時間は大切です。時間にたいするストレスを感じている人も多いのではないかと思います。うまく言えま

せんけれど、時間に関する感覚を深堀りしていくと、ストレスから解放されるかもしれませんよ！（もちろん納

期や、約束の時間は守りますが、その概念が変わってくる）

時間の概念も含めて、いきすぎた資本主義に慣れ切った日本にとって世界はこれからますますカオスに

なっていくでしょうから、サン・スマイルとしても、事象に対して素直に感じ、受け入れて、何があっても地に

足をつけた活動を今後ともコツコツと行って参ります。そして、今年は「命」「感謝」「幸福」をテーマに発信し

ていきたいと思っております。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

サン・スマイル 代表 松浦智紀拝





四方山閑話

感 性

秋の句として有名な松尾芭蕉の「隣りは何をする人ぞ」との句があります。隣の人に想いを馳せる、

昔はそんな風情があったと思いますが、現代はさしづめ「秋深し隣りは誰が住んでるの」そんな感じ

の人情紙風船の如くの世相ではないかと、久しぶりに電車に乗った時、ほとんどの人が下を見てス

マートフォンをいじっているその姿を見てそう感じました。自分の世界に入り込んで周りには関心を

持たない、そんな雰囲気を醸し出している様に思えます。機械文明が進めば進むほど、人間の感

性といったものが退化するのは否めないことですが、感性なき知性は国が滅びる原因の一つである

と言われています。その感性を高めるには、やはり芸術に触れるのが一番ではないでしょうか。例え

ば本ですが、今はスマートフォンなどで読んでる人が圧倒的ですが、やはり紙ベースで本を手にと

って触ってその質感や、本を指で捲るといった行い、或いは紙の匂いなども含めて本を読む、そう

したことで感性といったものが育まれるのではないでしょうか。世間はさかんにペーパーレス、所謂

紙なしの世相になりつつありますが、「紙なし」は言霊的には「神なし」に通じます。それも世の中が

おかしくなっている原因の一つではないかと思っております。

人間には誰しも五感以外のシックスセンス、即ち第六感を持っています。パッと思う事、何かしらパ

ッと閃く、虫の知らせ等は、所謂第六感に相違ありません。太古の人はその力が強かったに違いあ

りません。現代でも文明と隔絶されたところで自然と一体となって生きている人達は第六感が優れ

ていると思います。フランスの哲学者であるベルグゾンの直感の哲学というものがあります。刹那の

我、瞬間にぱっと感じた事それがとても大切であるそうです。そう言えばふと思った事にほぼ間違い

はないとよく言いますよね。下手な考え休むに似たりという諺もあります。よく子供と母親が喧嘩して

いる時、大抵は子供の言い分の方が正しいと言われています。親は頭で考えがちですが、子供は

素直に感じたままを言いますから。人間は大きくなるにつれて色々な知識を詰め込む様になり、脳

の新皮質だけが大きくなり、人間本来の動物的本能、動物的生命力といった古皮質が隠された状

態であると言われています。現代はすべからく頭でっかちになってしまい、感性に沿った生き方がし

づらい世の中です。今年はもう頭で考えることを休んで、子供の様な純粋な単純な虚心坦懐白紙

の我になってみませんか。素（もと）に直（なお）る、即ち「素直」に。最近孫がくれた絵本を読みまし

た。「あつかったらぬげばいい」というタイトルの絵本です。はたと手を打ちました。なんと単純明快

ではありませんか！そうです。マスクいやだったら外せばいい。消毒薬いやだったらしなければい

い、ワクチン嫌だったら打たなきゃいい、実に単純明快な事です。

                    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）



米と日本人 シリーズ 8 

3 数ある穀物の中で米が日本の主食になった歴史 （その 4） 

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 4！ 

 

田んぼには水が欠かせません！大飢饉が発生した大きな原因として「水」がかかわっていることがとても多

かった。干ばつ、氾濫です。そのために安定して好きな時に水をゲットし、好きな時に配水できるように日

本では「水利」技術が発達していきました。 

田んぼにおける水管理は縄文時代から始まっています。佐賀県の吉野ケ里遺跡では稲作の遺跡が見つ

かっています。その際の水の引き方がすごい！ 

海の満潮（大潮）ちかくなると、海の水が川に逆流してきますよね。逆流すると水位が上がります。水位は上

がりますが海水は重たいので下の方に、真水は上の方を流れま

す。それを利用して満潮時に川の水の上の部分である真水だけ

田んぼに入れられる仕組みを作ったのが弥生時代の吉野ケ

里！すごすぎます！ 

吉野ケ里遺跡はその後人が住まなくなりますが、私の推測では

その後水路が発達し、リスクのある水の取り方をしないでも（海の

干潮満潮でも失敗して塩が入ると稲は枯れますので！）、水の

管理ができるようになったからではないかと思います。 

現代でも佐賀平野ではクリークと呼ばれる水路、お堀がたくさん

あります！弥生時代から先祖の努力の結晶だと思うとなんだかロ

マンがありすぎます！ 

 

その他、日本の各地で水利工

事は行われています。 

 琵琶湖→日本海へ 785 年

～1708年（途中中断あり） 

 利根川→銚子（東京湾に注

いでいたのを変えた！） 

 埼玉県の見沼代用水 通船

堀（パナマ運河の 180年前！） 

  平安時代 86万町歩（1,000

万人）だった田んぼは江戸中

期 301 万町歩（3,000 万人）

に！徳川吉宗の時代にも山

形、新潟、愛知、熊本等で大工事が行われました。 

 

「我田引水」という言葉があります。 

水が来るか来ないかというのは、家族の食糧を確保できる

かできないか、に直結することです。川上と川下での争い

は戦争の原型といってもいいかもしれません。それほど水

の争いは激しかったのです。左の写真は線香をたき、その

線香が燃え尽きるまでは A さん、次は B さんというようにし

っかり監視役がついて水の管理をしている写真です。 

現代でも田んぼがある地域等では「水利組合」があり、水

を管理しているのです！ 

 



左の写真は水路から足踏み水車で田んぼに水を入れてい

る写真です。写真からして学校帰りの子供の日課だったの

でしょうかね。これはほんとキツそう！ 

下の写真は手押しポンプ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水車が日本で普及し始めたのは江戸中期です。 

水車を設置できるところでは水車で水をとり、他

方、精米や小麦やソバを容易に粉にできるよう

になりました！ 

また田んぼは上田（じょうでん）、中田（ちゅうで

ん）、下田（げでん）、下々田（げげでん）と区分

がされていました。 

田んぼでも土質などによって収穫量が異なりますの

で、たくさんとれるところは上田、収穫量が少ないとこ

ろが下田です。 

右の写真は、下田でしょう。田んぼの草取りをするの

に腰まで田につかっています。稲の原産に近い感じ

もしますが、管理が大変すぎますし収穫量は上がら

ない。現代ででは多くの田んぼに暗渠（あんきょ）と

いって、土の中に土管が入っていて水はけの悪い田

んぼの水はけをよくしています。 

そうして、お米は確固たる主食の座になっていった

のです！普段蛇口をひねれば出てくるお水。私たち

の命の元ある「水」。壮絶なご先祖様のご努力と、歴

史の上に現代の便利があるのです！ご先祖様、お

水に感謝！ 

次はお米が主食になったわけ最終回！ 









無肥料自然栽培
グアバ茶

2.5g×5P 648円
2.5g×10P 1,188円
2.5g×30P 3,240円

スタッフ
日向



にしがわさん
紹介動画 →

農福連携で無肥料自然栽培
～グアバ茶の特徴～
【お味】
味はルイボスティーよりも癖がなく、苦みや渋みもない非常に飲みやすいノンカフェイン
ティーです。
癖がないためどのような料理にも合い、ホットでもアイスでも美味しく飲めます。

【安全性】
有機ＪＡＳ認証を取得した自家農園の茶葉100％使用。
四国、高知県の自家農園で農薬や肥料、除草剤を一切使用しない徹底した無肥料自然栽培。
畑の中に水路を作り自然の生態系を大切にし、テントウムシやカマキリなどの姿も見られます。
グァバの木はホカホカで柔らかな土とかわいい虫たちに囲まれています。
自社工場にも有機JAS加工場取得しております。
生産から加工まで自社で責任をもって行っております。（ティーバッグ充填加工のみ外部委
託）ティーバッグは土に還るトウモロコシ由来のソイロン素材、無漂白使用。

【抗酸化作用が高く、腐りにくい。お料理にも】
天然のビタミンＣが豊富に含まれており、煮出したグアバ茶を温室に
置いておいても1週間ほど腐らないほど抗酸化作用が強い飲み物です。
料理家からは、酸化しにくい点が評価され、てんぷらの衣を混ぜる時
には「水」でなく「グアバ茶」にすると酸化臭がしにくいというお声を頂いています。
炊飯の時も「水」でなく「グアバ茶」で炊くとお米がもっちり美味しくなります。
お料理に使う「水」をすべて「グアバ茶」にすると日持ちがよいです。
また、アルコールで割ると悪酔いしないというお声も聞かれます。
ティーバッグ1包にお湯をかけるとカップに3杯飲めますが、
煮出すと2～3リットルできお得です♪

【健康促進・抵抗力・免疫力アップ】
市販のグアバ茶やトクホ取得のペットボトル茶に比べ、
1.ポリフェノール含量が高い、2.糖質・脂質の吸収抑制の活性が高いことが明らかとなっていま
す。高知大学で生産者みずからが研究、学会発表しております。今後も研究を続けています。
お客様から「健康診断の血糖や血圧の数値がよくなった」「便秘が改善された」「ダイエット
に成功した」「上品なお味で続けやすい」等のお喜びのお手紙を多数いただいております。

＊南国にしがわ農園さんは農業×福祉の連携で6次産業化とSDGｓに
取り組んでいます。障がい者といわれている人達が「社会で働く」ことで、
生きがいを持ち自立できる環境をつくることを目的とし、
農作業や加工作業を行っています。売り上げは直接、障がい者支援に繋がります。
グアバとは、地球最後の秘境南米アマゾンが原産と言われています。
日本では、沖縄、九州、高知で育てられており、
南国にしがわ農園では昭和40年ころから続く
グアバの貴重な種を遺伝子組み換えなどせずに、
2011年より自家採取で大切に育てています。



カンナビノイドシステム （恒常性について その 2）

前回のおさらいです！私たちの体は体温を一定にしたり、怪我をしたら修復したり、風邪をひいたら治そう

としたり・・・ 神経や免疫、ホルモン系などを駆使して体を一定に保とうとし、体がいつも元気でいられるよう

に一生懸命働いてくれています。このことを恒常性（こうじょうせい/ホメオスタシス）といいます。

例えば昆虫は体温を一定に保てません。寒くなると壁にじっとしいて動かない蚊を見たことありませんか？

あれは、温度が下がって動けないのです。人間、動物の場合は寒い場合には体を温かくし、暑いときは体

を冷やす機能を持っています。これも恒常性と

いう性質を持っているからです。

そしてこの恒常性を維持するのは「ホルモン（内

分泌）」「自律神経」「免疫」の３つが相互に関連

しているといわれてきました。それが 1988 年に

この三つを調整しているものがあるとわかったの

です！この３つの親玉です(笑)。

それがカンナビノイドというシステムです（正確に

は「内因性カンナビノイドシステム：略 CES）と言いま

す）。

今回は神経伝達物質について。ドーパミン、セロトニン、ヒスタミン、グルタミン酸等など、たまに聞くことがあ

りますよね。例えば何か運動をしようととして、人間（あなたも、私もです(笑)）はドーパミンを放出して興奮

状態になります。ただこのドーパミンは過剰に出すぎると体に良くない場合があります。寝る時に出続けて

いると、興奮状態ですので、眠れなくなってしまいます。

イメージで言うと、『ドーパミンさん、ちょっと出すぎているから出るの減らしてくれない？』と調整してくれる

（逆行性シグナル伝達）のがカンナビノイド（CBD 等）さんです。

カンナビノイドの原料は油のオメガ３とオメガ６（のバランス）です。それが元となって私たちの体は（内因性）

カンナビノイドを作り、体の恒常性を維持しています。前回の号で食生活のことに触れました。現代の日本

ではオメガ６が過剰も過剰、ものすごく過剰な食生活ですのでなかなかカンナビノイドシステムがしっかりと

働くことができない。

(食生活を見直しながら!) カンナビノイド自体を取り入れることができるのが CBD です（CBD 自体がカンナ

ビノイドですので）。

人間の体は常に健康で正しく働こうとしています。その作用を妨げているのは自分自身です。

しっかりと食生活を楽しく変えていきながら、特に選択できない子供には、食の安全性はもとより、しっかりと

した食生活を身につけさせることで、未来の子供たちにもつながっていくでしょう。

毎日の食生活が原因の『食現病』と言われる病気は二次的なものも含めて本当に多いですよね。

高血圧、糖尿病、高脂血症、透析、動脈硬化、脳卒中、心筋梗塞、心不全、大腸がん等など・・・厄介なの

はほとんど自覚症状がないこと。体自体が望んでいない食生活をしたら体が痛くなったりかゆくなったり等、

症状が出ればいいのですが、人間の体は思いのほか丈夫な場合が多いようで(笑)。

ただ一つだけ、毎日チェックできることがあります。「うんち」です。「うんち」は食べ物と腸内細菌、腸壁の脱

落物が中心となった混合物です。腸内細菌様たちが健やかで入れることはとても大きなバロメーター！

『うんち』君にありがとうを言いながら、毎日観察しましょう！適度に柔らかく、バナナのような形、臭くなく、

紙で拭いても紙につかないというのがいい「うんち」です！健康な方は 80 点を目指しましょう！

松浦智紀 記 （図の出典 Peak Health Energy）



1月 22日（日）鶴瀬駅周辺で

「【百年杉】体感×お話し会」を開催いたします！

みなさま、本年もよろしくお願い申し上げます。

みなさんを元気にする【百年杉】の加藤木材です。

「食」はサン・スマイルさんに任せておけば大丈夫です。

さぁ、今年は「住まいの空気」を変える年にしませんか？！

みなさんが多くの人々に愛されている水槽の中のアイドルだと

仮定します。皆が観に来る貴重なお魚さんだとします。

みなさんが元気に泳ぎ続けるように…

安全かつ栄養価を考えたエサを「サン・スマイル」さんは考えて提供し続けてくださります。

まったく素晴らしい！

わたしはみなさんの水槽の「水の質」を変えることによってみなさんの未来の幸せの到達度

を向上させることができます。肝心の水が腐っていてはね…。

「会場内の風景をチラ見せ…その空気感はご参加い

ただきませんと…」

1月 22日（日）

会場：東武東上線「鶴瀬」駅西口周辺。

時刻＆参加費：現在策定中です。追ってご連絡させて

いただきます。

今はまず日程の調整をお願い申し上げます。

「サン・スマイル」さんにてご参加のお申込を頂ければ会場などの詳細をお伝えいたします。

会場は【百年杉】リノベーション工事済みのお客様の住居ですので、住所を公開できません

が、参加者の皆さまには改めましてご連絡いたします。【百年杉】の空気に身を置きながら、

【百年杉】オーナーさまを「聞き手」に招いて、聞き手の問いに代表の加藤政実が「住まい

の空気の疑問」に答えていくスタイルです。参加人数は 10名以内という少人数に限定する

予定です。

【百年杉】を知るにはまたとない機会です！

カレンダーに「お印！」をお願い申し上げます！

「お部屋の空気」を変え始めた年にいたしませんか！！





January

令和5年

成人の日
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（3552食堂）

みや豆腐夕方

パン（くろうさぎ） 佐藤たまご島田有機豆腐
パン（3552食堂）

パン（くろうさぎ） 佐藤たまご島田有機豆腐
パン（3552食堂）

もやし・きのこ夕方

パン（くろうさぎ）

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。

2023年1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 日

26 27 28 29 30 31 1

定休日

定休日佐藤たまご

2 3 4 5 6 7 コロッケ 8

9 10 11 12 13 14 コロッケ 15
亜麻仁卵・ｵｰｶﾞﾆｯｸﾀﾏｺﾞ

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 そばの実カフェ もやし・きのこ夕方

16 17 18 19 20 21 コロッケ

もやし・きのこ夕方

みや豆腐夕方 アグリコラたまご もやし・きのこ夕方

22
パン（くろうさぎ）

定休日佐藤たまご 亜麻仁卵・ｵｰｶﾞﾆｯｸﾀﾏｺﾞ みや豆腐夕方 佐藤たまご

28 コロッケ 29
亜麻仁卵・ｵｰｶﾞﾆｯｸﾀﾏｺﾞ パン（くろうさぎ）

23 24 おしゃべり会 25 ともの会 26 ひなたぼっこ会 27

もやし・きのこ夕方 そばの実カフェ

佐藤たまご アグリコラたまご みや豆腐夕方 佐藤たまご
みや豆腐夕方 そばの実カフェ もやし・きのこ夕方

530 ポイント3倍デー 31 ポイント3倍デー 1

アグリコラたまご
そばの実カフェ

2 3 4

佐藤たまご
みや豆腐夕方

冬期休業

初売り

定休日

亜麻仁卵・ｵｰｶﾞﾆｯｸﾀﾏｺﾞ
定休日



  

次回の「ともの会」「子育ておしゃべり会」「ひなたぼっこ会」

★ともの会 R5.1/25(水)・2/11(土・祝) 代表マツウラトモノリの会

両日とも「病気にならない生活の仕方」

★子育ておしゃべり会 R5.1/24(火)・2/3(金) 店長ホンドウユキコの会

    みんなでワイワイいろんな話題

★ひなたぼっこ会 R5.1/26(木)・2/23(木・祝) ヒナタミチオの会

経皮毒の話「経皮毒について」初めての方大歓迎！

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。

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

1 月のﾎﾟｲﾝﾄ 3 倍デーは

30(月).31(火)

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。


