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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  

・ホップ由来 CBD が本になりました！ 

・Mental oil 活用法・奇跡のリンゴ木村秋則さ

んとパネルディスカッション・コラム「何を話

そうかな」・コラム「四方山閑話」・大根レシピ・

きらきらレシピ(ゆきだるま・お雛様)・おすすめ

商品「法隆寺醤油」「入浴用岩塩」・お米貯蔵低温
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ホップ由来 CBDが本になりました！ 

日本で唯一、ホップ由来の CBD（一般的には大麻由来です）。 

ホップ由来には THC が含まれてないという特徴があります（大

麻由来だと含まれます）。 

上古
じ ょ う こ

眞理医師は神経内科の専門医でしたが、どうしてもよくな

らない患者さんたちを目の当たりにして、根本的な治療がない

かと長年模索されてきました。 

自身も数々の病を抱えられていましたが。このホップ由来 CBD

と出会って、現在では健康を手に入れています。 

上古医師はホップ由来 CBD に出会って、すぐにその開発者

であるアメリカのジョセフ医師に会いに行き、日本に広める約

束をしてきます。（もちろん日々の食生活、日常生活が最も大

切！） 

そして現在は上古医師が設立した会社が、輸入代理店となっています。 

ただ、純粋なオイル CBD が日本ではまだ販売されておらず、上古医師は、輸入代理店として商品化する

ことができない契約となっていることを聞き、サン・スマイルはもともと健康補助食品を販売しないという方針

でしたが、創業 25年にして企画、販売元となり商品名「Mental Oil」（メンタルオイル）が生れました！ 

説明するのがむつかしいのですが、CBD は簡単に言うと、人の心身を安定化するお手伝いをしてくれるも

のです。健康補助食品であるビタミン、ミネラル、オイルと

は異なります。 

詳しいことはこちらの本をぜひ読ん

でみてください！びっくりですよ！

（サン・スマイルで販売しています） 

 

そして、この度「Mental Oil」の商標

を取得することができました。約 8

年、探し求めていた CBD オイル。

本当に素晴らしい商品と出会えてう

れしい！ 

 





奇跡のリンゴ 木村秋則さんと パネルディスカッション！ 

1 月 29 日 札幌パークホテルにて木村秋則さんの講演、

パネルディスカッションが開催されました。 

店頭でもチラシをお配りし、お

越しいただいた方とお会いでき

ました。ありがとうございまし

た！ 

約 400 名の御参加で、大変な

熱気に包まれました。 

木村秋則さんとパネルディスカ

ッションさせていただくのは初

めてではありませんでしたが、無肥料自然栽培普及の

第一人者、木村秋則さんと普及の場に立たせていただ

けて素直にうれしく思います。木村さんの書籍、映画をま

だご覧になっていらっしゃらない方！ぜひご覧いただけ

たら嬉しいです。 

札幌周辺での無肥料自然栽培の普及は農福連携、自

然栽培パーティの活動と合わせて急速にそして確実に

定着していってます！今後数年、こうご期待！そしてサ

ン・スマイルの店頭で無肥料自然栽培のお野菜があった

らぜひ食べてみてくださ

い！ 

 

主催：(株)Seed 

協力：サン・スマイル他 

 

札幌周辺でも無肥料自然

栽培の農学校が盛んで

す！札幌近辺にお住まい

の方がいらしたら是非 農

学校をおすすめくださ

い!(^^)!「札幌 自然栽培農

学校」で検索！ 

サン・スマイル松浦 
みのり彩園 柳瀬さん 木村さん秘書山根さん 木村秋則さん 





四方山閑話

「最後の砦」

私は子供の頃から野球小僧で、高校も野球の強い学校に行きました。福岡県でも甲子園の出場回

数が5本の指に入る学校でした。最も、最近はとんとダメですが。強豪校であり伝統のある学校で

したから、当時の野球部も旧態依然とした軍隊方式でした。

3年生は神様で口を聞くのも憚られ、1年生は文字通り奴隷でした。練習は放課後球が見えなくな

るまで行われ、毎日家に帰るのは夜の 10 時過ぎで、休みの日はなくそれこそ月月火水木金金で、

辛うじて休みの日は正月の 1 日のみでした。当然練習も厳しかったのですが、それは苦痛とも思

いませんでした。

それより苦痛だったのは、練習が終わった後の 2 年生によるシゴキというかお説教でした。部

室の裏で「まっちょれ」の言葉で我々1年生が直立不動で待っていると、2年生がやって来てお説

教を頂戴します。私達 1 年生に何の落ち度がなくても毎日の恒例の行事でした。かなり長い小言

を頂いた後、お決まり通り殴られました。今でこそそんな事したら大問題になるところですが、当

時はそれが当たり前のことでした。どうせ殴られるならお説教はいいから、はよ叩かれて帰りたい

と家の遠い私はいつも思っていました。

そんな100年近く続いた風習を断ち切ったのは、私達が3年生になってからでした。私達のキ

ャプテンが自分たちが受けて嫌だったことは下の学年にもすべきでない、もう俺たちの代で止めよ

うとの英断でした。私はこの高校に入る際、親や周りの人たちから猛反対をされましたが、亥年の

せいか猪突猛進の性格で想ったら最後、もう人の意見なんて耳に入りません。とにかく野球の強い

学校に行って甲子園にいくことしか頭にありませんでした。周囲の大反対を押し切って大見得を切

って入った高校ですが、毎日毎日朝早く起きて野球の練習を球が見えなくなるまでやり、それから

電車に乗って家に帰り着くのが夜の10時過ぎでひたすらそれの繰り返しで、ある日突然そういっ

た生活がとても虚しく思え、一週間ぐらい学校にも行かず練習にも出ず映画館に行ったり街をぶら

ぶら彷徨ったりしていました。結局あんなに熱狂していた野球にも熱が醒め退部いたしました。退

部した時はほっとして肩の荷が降りた気がしましたが、しばらくしてからは、自分自身の劣等感に



さい悩まされました。というのはあれほど周囲の反対を押し切って啖呵を切ってただ野球のためだ

けに入った学校なのに、退部したことは男が一旦決めたことを覆した事になり、「なんだ男がいっ

ぺん決めたことを」その自分自身を責める気持ちがずっと心のどこかで燻り続けていました。それ

を壊してくれたのはずっと後になって知りあった友達の一言でした。

「いいじゃないか、その時野球を辞めたから現在が有るのでは」のそれでした。

その一言に本当に救われました。その当時は恋焦がれた大学に入れ、不思議な縁で最高の武術の師

と出会え、最高の武術を学んでいる頃でした。その後も不思議な縁で日本一の無肥料自然栽培農家

さんに出会え、最高の指圧の師に出会え、最高の食のサン•スマイルに出会え、最高のヒーリング

の師にも出会えました。あのまま野球を続けていたら、そのまま地元の大学か或いは就職して社会

人野球を続けていたそういった人生を歩んだに違いないと思いますし、今の自分はありません。

最近食について戦慄を覚えるルポを読みました。大抵の日本人が知らないところで凄まじい食の

崩壊が起きています。それはもう人を良くする本来の食とは全くかけ離れたもので、本来なら食べ

て美味しい、幸せだねと感ずるものとは程遠いただ空腹を満たすためだけのものやその他のことで

しかありません。それは一部の人間による壮大な農業ビジネスに組み込まれたもので、否応がなし

に私たちも知らず知らずのうちに組み込まれています。その詳しいことは皆様ご自身で調べていた

だければと思います。そしてその時想ったことは、サン•スマイルに関われてサン•スマイルに席を

置けて本当に良かった幸せであると。サン•スマイルが本当に最後の砦であるよなと。サン・スマ

イルにいることで矜持を持って生きていけると。世界の食の趨勢は九分九厘が先の一部の人間によ

る農業ビジネスに従わざるを得ないようになっており、それとは対をなすサン•スマイルの力は僅

か一厘かもしれませんが、最後にはその一厘の力が世間を席巻すると確信しております。心ある生

産者方がそれこそ命を削るような思いで作られた作物を、私たちが感謝と真心を持って皆様方にお

届けさせていただき、皆様方が召し上がられて、本当に美味しいね、安心だね、幸せだねと想って

いただくその輪が大きな光となれば。

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）







無肥料自然栽培

有機JAS付 法隆寺醤油
【200ｍｌ】

1,258円（税抜）

スタッフ
日向

＊ニシキ醤油大方さん

ニシキ醬油大方さんがお店にやってき

ました！ニシキ醤油は1900年明治33年創

業で120年を超える老舗です。400年以上

も前から奈良県斑鳩町五百井に住み続

け、元々は大名に仕える武士の家系で

約120年前に農家の所得向上と若者たち

へ働く場所を提供したいという想いで

今の醤油醸造を開始致しました。

そんな熱い想いの会社で120年も続くと

いうすごさをお話を伺い実感しました。

そこで作られた究極の無肥料自然栽培

醤油「法隆寺醬油」。

是非、一度お試しください！！



こだわり軽量新鮮ボトルを採用

醤油の質や味だけでなく、容器にもこだわりました。

醤油の酸化を防ぐ、酸素バリア性が高いボトルを使用し、

開封してから100日間は常温保存でご賞味いただけます。

また軽量で割れないため、ご家庭用はもちろんのこと、

手土産や持ち運びなどにも最適です。是非究極の醤油をお試しください！

こだわりの原料を使用しています！

甘くて美味しいじゃがいも「さやあかね」でおなじみの折笠農場さんの大豆と

小麦を100％使用しております。広大かつ豊かな土で、肥料・農薬を一切使わず、

研究を重ね丁寧に育てた大豆・小麦は、安心な穀物本来の甘みと香りも大きな特

長です。塩は美しい自然に囲まれた伊豆大島で、黒潮が運ぶ清らかな海水から生

まれた「海の精」。そして創業以来育んでいる「ニシキ醤油酵母菌群」

代々守り続けてきた酵母菌の活性を主体にして醸造する伝統的な製造法と、衛生

的で近代的な製造法を組合せた品質の高い醤油です！！





サン・スマイルのお米の秘密！
低温倉庫にお米を引き取りに行ってきました!
サン・スマイルでは無肥料自然栽培のお米を販売させて頂いております。全国津々浦々の生産者さんか

らお取引を頂いております。皆様のおかげで

年々お米の取扱量が増え置く場所がなくなっ

てしましました。数年前より、近くのお米の低

温倉庫に預かって頂いております。以前穀類

の低温貯蔵庫は埼玉県内に 30個所以上

あったそうですが今では７箇所になり、輸入ワ

インとチョコレートが主流になってしまったそうです。なんとも

悲しいお話です。米の管理は温度１５℃以下・湿度７

０～７５％での保管が一般的です。米は種で生きてお

ります！貯蔵中にも呼吸していて、成分を消耗するととも

に、管理が悪いと劣化が早く進んでしまいデンプンやタンパ

ク質のほか、甘みや旨みの成分など次第に落ちてしまいます。温度・温度管理が命です。ちなみに低温倉

庫の電気代ですが一年 2,000 万円かかるそうです。

大切なお米なのでしっかり管理して頂いております。皆

様の食卓に上がる時迄、じっ～と出番を待っておりま

す！早く大きい倉庫に無肥料自然栽培のお米が一杯

になります様頑張ります！

スタッフ 井浦徹也

サン・スマイル号で
一回に 40袋 1.2 トン引取りに行きます

フォークリフトで運んで
人力で積んでいきます💦

出荷センターに運んで
保管致します！



～ミネラルたっぷりブランチorアフタヌーンティーと共に～

日　時 :2023 年 2 月 26 日 ( 日 )

午前の部 :10 時～13 時 ブランチ付き
午後の部 :14 時～17 時 アフタヌーンティー付き

場　所 : 東武東上線「鶴瀬駅」
　　　　　鶴瀬駅西口そば

参加費 :2,525 円 ( 税込 )

持ち物︓筆記用具・ブランケット
支払方法 : QR コードよりチケットを購入ください　　

午前の部　　　　　　　　　午後の部
 ▶▶▶　　　　　　　　　　   ▶▶▶
ブランチ　　　　　　　　　  アフタヌーンティー

衣 食 住 健康維持法
現代の

を

樹齢百年以上の
杉のみを扱う
加藤木材

ココロとカラダの
ケアコンサルタント
料理講師

（有）加藤木材
加藤政実

Organic cafe 
ウッドキャンバス

安達洋子

【主催・話し手】

【共催・飲食提供】

百年杉から学ぶ

上記の言葉は「百年杉」を自宅の空間に取り入れた方の感想です。
日本の国樹、「杉」。そのなかでも百年以上前の「百年杉」は空気を浄化してくれ、
細胞が活性化されます。それは人間のココロとカラダの原点を思い出させ、本来の
免疫力を取り戻す働きをしてくれます。
今回は「衣食住」それぞれに分けて加藤が百年杉
のお話を、生活で出来る健康法をオーガニック
カフェウッドキャンバスの安達がお伝えします。

ウッドキャンバス手作りのミネラルたっぷりおやつ＆お飲み物と共にお楽しみください！

プロフィール

プロフィール

「睡眠」「 アレルギー」「 この1～2年で不調になった方へ」

睡眠の質を上げる
玄米のべジチーズケーキ

冷え性やむくみに効く
「あずき茶」

ココロとカラダがよろこぶ
物販販売もあります！

湧き水で淹れた
オーガニックコーヒー

限定

 11名様

「毎日お通じがあるなんて夢みたい︕」「眠れるようになった。」
「鼻呼吸できなかった子どもが、できるようになりました︕」
「夜中に目が覚めなくなった」「疲れがとれた気がする。目覚めがいい︕」

の空間で
「癒し」と「天然の空気」を体感できる♪



February

令和5年

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）

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）

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）

みや豆腐夕方

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。

おしゃべり会 コロッケ

亜麻仁卵・ｵｰｶﾞﾆｯｸﾀﾏｺﾞ
佐藤たまご アグリコラたまご パン（くろうさぎ）
みや豆腐夕方
もやし・きのこ夕方

そばの実カフェ もやし・きのこ夕方

定休日

9 10 11 126 7 8

佐藤たまご アグリコラたまご
みや豆腐夕方 そばの実カフェ

4 5
亜麻仁卵・ｵｰｶﾞﾆｯｸﾀﾏｺﾞ

定休日

27 28 1 2 3
もやし・きのこ夕方 そばの実カフェ

佐藤たまご 亜麻仁卵・ｵｰｶﾞﾆｯｸﾀﾏｺﾞ パン（くろうさぎ） 佐藤たまご
みや豆腐夕方 アグリコラたまご もやし・きのこ夕方

春よ来いセール 26
天皇誕生日　営業しております！ コロッケ

定休日

20 21 22 23 春よ来いセール 24 春よ来いセール 25

みや豆腐夕方 そばの実カフェ もやし・きのこ夕方
もやし・きのこ夕方

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

17 18 コロッケ 1913 14 15 16

建国記念の日　営業しております！

定休日佐藤たまご コロッケ

6 7 8 9 10 ひなたぼっこ会 11 ともの会 12

佐藤たまご
もやし・きのこ夕方

5
コロッケ

定休日パン（くろうさぎ）

日

30 31 1 2 3 4

2023年2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

春よ来いセール

2/23（木）～25（土）まで開催します！

ご来店お待ちしております！！



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

  

 

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。 

 

 

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 R5.2/11(土・祝) 3/14(火) 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 R5.2/3(金) 3/21(火・祝) 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 R5.2/10(金)※2/24より変更となりました。3/10(金) 

 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 

2/23(木・祝)-25(土)  

SALE 開催！ 

2 月のﾎﾟｲﾝﾄ 3倍デーはございません。 

 

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 
 

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

