
どについても協議した。

▼体質改善指導士養成研修講座の提案
佐藤有宏教育部会長が、「体質改善指導士（仮称）」養

成研修講座の検討を提案。厚生労働省推進の健康増

進法（平成14年法律第103号）に基づき、サウナ・温浴

の正しい入浴方法をはじめ水中運動・食事・運動プ

ログラムを取り入れた体質改善指導をする者の養成

講座という位置付け。それに関連して中村惠一理事

から、国民健康保険補助事業として北海道大学との

共同研究で実施した水中運動の効果が報告された。

教育部会で研修内容を検討し、具体的に提案してい

くこととなった。

▼岩盤浴の基準を追加
岩盤浴などの小規模店に対して、入会金や会費を値

下げする提案が出た。それに対し、社団法人である

以上、議決権などの問題もあり、会費は一律である

のが望ましいなどの意見があがった。また、自主管

理基準への岩盤浴の基準追加を了承した。

▼上下水道料金減免を要望
林浩美理事より、東京都支部は都に上下水道料金の

減免を陳情しているが、各支部もぜひ市町村に陳情

して実例を作ってほしいと提案があった。

▼優良店について
「サウナセンター大泉」（東京都）、「西荻クア・ユトリ

アム」（東京都）、「ユーユー・カイカン」（三重県）が、

サウナ管理士を新たに配置することで条件を満たし

たので優良店として認定。看板は申請があり次第交

付する。（関連記事は2面）

▼「その他の公衆浴場」への呼称変更
静岡県、和歌山県、熊本県が新たに変更した。次回

の条例改正時には埼玉県、山形県、長野県、京都府

も変更を予定している。変更予定がない徳島県、宮

崎県、鹿児島県、沖縄県に対し、今後も変更をして

いただけるよう要望を続けていく。

▼今年度の養成研修講座
サウナ管理士24人、サウナ健康士53人で開講する。

▼6月に京都で行われた全国総会の収支決算報告

▼第13回全国オーナー・幹部研修会
本面募集記事の開催内容で議決した。

▼平成17年度全国総会
平成17年6月8日14時よりグランドハイアット福岡

（福岡市）にて開催。参加費30,000円。1日目の記念講

演はサウナ・温浴の研究者を予定し、今後人選に入

る。恒例となっている献血関連車両は福岡県赤十字

血液センターに贈呈することで決定。2日目は半日観

光、JSA杯ゴルフコンペを予定。団体航空券の案内な

（社）日本サウナ協会は9月7日、日比谷松
本楼（東京都千代田区）にて「平成16年度
第2回理事会」を開催した。中野憲一会長
の挨拶の後、同氏を議長に指名、若林幹夫
事務局長より理事会成立報告後、以下の議
事に入った。

（社）日本サウナ協会は、平成16

年度「第13回全国オーナー・幹部研

修会」を11月30日、ホテルマリック

ス（宮崎市）において開催する。参

加者の知識向上のため講演を中心

に体験入浴を盛り込み、参加者同

士の情報交換と懇親を図る。この

研修会には会員・賛助会員はもち

ろん、公益法人として未加盟店に

も参加をよびかける。スケジュー

ルは以下の通り。

【講演】

●フェニックスシーガイアリゾート（株）

岸本奈緒美氏「松泉宮のみどころ」

●宮崎県健康福祉部衛生管理課主査　横

山浩二氏「宮崎県におけるレジオネ

ラ症集団感染事例と汚染防止対策」

●（株）ジャパンペンションアンドリアル

エステートアドバイザーズ　渡辺康嗣氏

「SPCを通じた不動産証券化法と温

浴事業の資金調達」

▽日　時 11月30日（火）14時

▽場　所 ホテルマリックス　

TEL：0985-28-6161

※現地集合、現地解散

▽参加費 20,000円

（研修会、体験入浴、懇親会）

※交通費、宿泊は自己負担

▽翌日研修 「フェニックス シーガイ

アリゾート 松泉宮」体験入浴と視察（希

望者には昼食後、雲海酒造「みずの郷・

綾」酒泉の杜を案内）

▽2日目オプション 「フェニックスカント

リクラブ」でのプライベートゴルフ

▽申込締切 11月10日（水）

▽申込先 （社）日本サウナ協会事務局

（1）平成16年（2004）9月15日

正会員（8月1日入会）

ジョイパックレジャー株式会社
▽店　名　永山健康ランド竹取の湯
▽代表者　林　光男
担当者　伊藤明久
▽所在地
東京都多摩市永山1-3-4
TEL: 042-337-1126 FAX: 042-337-1193

次の企業が社団法人日本サウナ協会に加盟されました。
よろしくお願いいたします。

新会員紹介（敬称略）
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関東ブロックは毎年10月に行っている勉強会を、今

年は韓国温浴施設の視察研修として実施します。2泊3

日の一般団体ツアーを利用し、現地では専用チャータ

ーバスで数ヵ所の温浴施設を視察します。ことの始ま

りは昨年12月の本部主催「韓国温浴施設視察研修」が非

常に有意義だったという参加者の声がきっかけで、今

回はそのおり好評だった施設に加え、現地の話題をリ

サーチしながら視察先を調整中です。詳細なお問い合

わせは、東京都支部事務局（TEL：03-5275-6636）まで。

▽日　　程 10月19日（火）～10月21日（木）

▽代　　金 ツアー料金／52,500円

視察料金／約30,000円

▽申込締切 9月21日（火）

関東ブロック勉強会実行委員会からご連絡

伝統的施設と最新施設を効率よく視察
ふるってご参加を

10月に「韓国温浴施設視察研修会」を計画

サウナセンター大泉 吉田秀雄社長

経験に論理的知識がプラスされた

――オーナー自らサウナ管理士の資格を取得して優良店に

認定されましたが、1年間サウナ管理士講座で学んでいか

がでしたか？

「びっくりするような発見

はありませんでしたが、

いままで経験的に分かっ

ていただけだったことが、

論理的にはっきりと理解

することができました」

――その結果、変わったことはありますか？

「1番はお客様へのアドバイスです。例えば、休憩をと

らずにサウナに長時間入ってはいけないとは経験的

には知っていました。でも以前はなぜいけないのか

を分かりやすくお答えできていなかったと思いま

す。今は生理学を勉強したので、具体的になぜ休憩が

必要なのか、なぜ水分補給が大切かということを分

かりやすくアドバイスできるようになりました」

――正確な知識を学んだことで自信がついたことはあり

ますか？

「自信というと少し大げさな気もしますが、きちん

と勉強することで、毎日やっていることがどれだけ

重要で意味のあることかを改めて感じました。する

と自然に従業員の教育にも反映するんです。教える

ことは以前と同じでも、半分以下の時間で、しかも

より深く理解してもらえます」

――やはり正確な知識も必要ということですね。

「そうですね。経験と知識の両方を持つことが、今

後のサウナ営業には大切だと思います」

神奈川県支部は9月9日、「第14回第一線幹部研修

会」をサウナ・ニュージャパン（横浜市）にて、織

茂明彦会長の進行により開催しました。

まずは9月7日の本部理事会の報告。次いで本部事務局長・

若林氏による「第13回全国オーナー・幹部研修会」の案内と、

オブザーバーで参加の東京都支部事務局長・小野瀬氏から「関

東ブロック韓国温浴施設視察研修会」の案内がありました。

第1部の研修会テーマは「売り上げを伸ばす、飲食の研究」で

す。各参加者が店の人気メニューとその調理にまつわる話や

好評の「そこが知りたい！」などについての情報を持参。各々

の発表と活発な質疑応答の後に、賛助会員も参加しての体験

入浴。第2部の情報交換懇親会では、サウナ・ニュージャパンのおいしい料理に舌鼓を打ちながら相

互に親睦を図り、情報交換に盛り上がった会でした。 報告・事務局

神奈川県支部から
第14回第一線幹部研修会

埼玉県支部から

8月26日、新規オープンした「ふるさとの湯」（坂

戸市）において埼玉県支部総会を開催しました。

阿戸健次会長から「埼玉県の温浴施設は競争が

激しくなってきていますが、幸い人口増加率は

全国トップクラスです。どうかお客様の底辺を

広めるために頑張ってください」との挨拶。

続いて、同会長を議長に選出し、平成15年度

事業報告、収支決算と今年度事業計画、予算な

どを審議、いずれも満場一致で承認されました。

役員選出では、桑原克己氏〔（株）健康家族〕が

監事に、門倉鐵之助氏〔（株）カドクラ興業〕と細谷

美正氏〔湯アンド友（株）〕が理事に選ばれました。

講演会では（株）日本上海技術産権交易所代

表・宮野入正也氏から中国の現状とビジネスチ

ャンスについてお話をうかがい、懇親会も盛大

のうちに終了しました。 報告・事務局／吉野　実

埼玉県支部総会

国では、人と人とのつながり、ネ

ットワークこそが最大の武器なの

です。日本人でも、彼らのネット

ワークの中に入り込み心と心の付

き合いができると、彼らは大変情

に厚いので、一生のパートーナーにもなります。

今までの中国は、世界の工場として他国の製

品を他国の技術で他国のために製造・輸出して

GDPを向上させてきました。しかし、これから

は中国国内の市場に向けたメイドインチャイナ

のブランドを確立しようとしています。WTOに

も加盟し、自然発生的に生まれるブローカーの仕

組みは改善されつつあります。

2008年の北京オリンピック、2010年の上海万博

を経た中国の姿を想像すると、近年よく聞かれる

中国脅威論が現実となり得ると思えます。しか

し、中国を脅威と考えるのではなく、お互いの

性格を理解し合ったうえで共存する考えを持ち、

日中両国がアジアをリードし、欧米とよい意味

で対抗していくことが必要だと思います。

満場一致で審議承認

私ども（株）日本上海技術産権交易所は、上海

市人民政府機関の上海技術産権交易所の日本支

店として、中国への技術移転や合併、買収などの

手続き、コンサルタントや調査を行っています。

中国とビジネスをするときに大切なことは、

日本人と中国人の違いを理解することです。中

国への進出や物を購入する時に、だまされたと

いう話を耳にすることがあります。これは自然

発生的に生まれるブローカーの存在が問題にな

って起こることなのです。例えば、日本人が身

近な中国人にこれが欲しい、あれをしたいと相

談します。すると相談された中国人は、自分の

知らないことでもできると言い、それができそ

うな自分の知人の中国人に話をします。それが

繰り返され、知らないところで多くの人間が介

在し、なかなか成功へつながらなくなっていっ

てしまいます。その結果、だまされたと感じて

しまうわけですが、彼らとしては相談されたの

だから何とかしようという思いからの行動です。

広大な国土に他民族が混ざり合って生きる中

（株）日本上海技術産権交易所代表　宮野入正也氏中国でのビジネス展望講演

（社）日本サウナ協会はサウナ管理士の資格を取得し
た以下の会員店に、優良店の認定証を授与しました。

サウナセンター大泉（東京都）
西荻クア・ユトリアム（東京都）
ユーユー・カイカン（三重県）

テーマは
「売り上げを伸ばす、飲食の研究」
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営業サウナでは保健所の指導で、サウナ室内に

温度計と外からもチェックできるように隔測温度

計が取り付けられます。また、サーモユニットの

温度表示が操作盤に組み込まれる場合もあります。

家庭用サウナでは保健所の指導はありませんが、

操作盤にサーモユニットの温度表示と、サウナ室

に温度計を取り付けるのが一般的です。時々熱心

な人がいて、これらの表示温度が違っていると指

摘されることがあります。それぞれ取り付ける位

置が異なるので違った温度を表示するのは当然で、

説明すれば納得していただけます。

日常、サウナを使用するうえではまったく問題

にならないことですが、メンテナンスをする立場

にある人は頭の隅に入れておくべきことがありま

す。温度計の種類によって反応速度に違いがあり、

取り付け位置に関係なく違った温度を表示すると

いうことです。これは反応が早いか鈍いかの違い

で、正確か不正確かということではありません。

温度測定の実験では、熱電対や水銀温度計、ア

ルコール温度計などが使われます。グラフは同じ

ところに取り付けたアルコール温度計とサーモユ

ニット温度指示計、一般に使用されているサウナ

用の丸型温度計の温度表示を、スイッチをONにし

てからサーモが作動するまで記録したものです。

丸型温度計とサーモユニットで6.5℃、アルコール

温度計とは11.5度の差が出ています。後はサーモ

スタットのON－OFFにより温度が保たれるので、

この温度差は変わりません。

重複しますが、これは丸型温度計やサーモユニ

ットが不正確ということではありません。構造上

の特性で反応に遅れが出ているだけです。サーモ

を開放にして熱バランスがとれるまで放っておけ

ば、どれも同じ温度になります。大事なことは、

例えば何かクレームに対応する時に見た目の状況

で判断しがちですが、実際には12℃以上の熱負荷

がかかったかもしれないということです。

湿度計については、サウナで実用に耐えるもの

をまだ知りません。写真の温湿度計を3個実験して

みましたが、まったく見当違いの

数値を示します。単なるアクセサ

リーとしてみるべきでしょう。た

だ、湿度に応じて針は動きますか

ら、その動きを把握して自分なり

に使いこなせばよいと思います。

連載16

温度計・湿度計
中山真喜男 サウナ管理士講師

ア
ル
コ
ー
ル
温
度
計
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モユ
ニッ
ト温
度指
示計

（℃）

時間（分）

丸型
温度
計

記録的な猛暑となった8月、協会会員の大江戸温

泉物語が打ち水で都市部の気温を下げようという

「打ち水大作戦2004」に参加協力した。

主催は国土交通省や民間非営利団体（NPO）など

でつくる「打ち水大作戦本部」。昨年は、「大江戸打ち

水大作戦」として東京だけで行われたイベントだっ

たが、今年は全国各地で開催。企業や学校、各家庭に

呼び掛け、東京23区で約80万人、全国で700万人が、

18日から25日の定刻に全国一斉に打ち水をした。

大江戸温泉物語は昨年と同様に施設前を江東区の

作戦拠点として貸し出すだけでなく、打ち水に使う

残り湯を提供。18日正午と25日午後3時の時報に合わ

せ、浴衣姿のボランティアスタッフや近所の主婦、

小学生、温泉の来場客たちが水をまき始めた。

国土交通省が測定した赤外線サーモグラフィによ

ると、一時的に0.5～1.8度ほど気温を下げたという。

この作戦の責任者であるボランティアの高城芳之

さんはいう。

「打ち水大作戦は、風呂の残り湯、雨水などの2次

利用水を使うのがルールです。ですから大江戸温泉

物語さんのような協力者なしでは、これほど大規模

なイベントは行えません」

大江戸温泉物語広報部の山口貴士氏は、

「ヒートアイランドや温暖化など環境変化への問題

提起だけでなく、昨今見られなくなった打ち水とい

う日本文化を楽しみながら見直すというのも大きな

テーマです。当方は残り湯を提供しただけで、ボラ

ンティアの方や近隣の学生さんがやってくださった

ので、思ったよりも手間もかからず、社会性のある

イベントに参加できてよかったと思っています」

と、すでに来年も参加することを予定している。

先月号でお知らせしましたが、当社所属の岡本依子選手が2大会連続メダル獲得を目指し、テコンドー67kg超級に出場しました。1回戦では今大会の優勝
者、陳中（中国）と対戦し惜敗。敗者復活戦1回戦でもカルモナ（ベネズエラ）に惜しくも敗れてしまいました。皆様の温かいご声援を受け各試合ともに善
戦しましたが、残念ながらメダルには届きませんでした。今後も世界の舞台で活躍する岡本選手に、変わらぬご声援を賜りますようお願い申し上げます。

たくさんの応援、ありがとうございました 協会会員「アクアリゾートルネスかなざわ」より皆様へ感謝のメッセージ

アテネオリンピックテコンドー
岡本依子選手健闘！



1日1回、週3～5回、遠赤外線による60度の乾式サウナ

に15分間入り、深部体温を1度上昇さ

せ、その後約30分安静にして

徐々に体温を戻す。反

復継続が重要。

待できません。しかしサウナで血管が拡張して全身の

循環機能が向上するので、中長期的には健康で太り

にくい体になるでしょう。またサウナの発汗作用と

循環機能の向上で肌がきれいになるといった効果も

期待できます。

サウナは健康な人にはどんな影響がありますか。

サウナを1週間、1ヵ月と継続すれば、健康な人

でも体調の好転を実感するでしょう。皮膚や交感神

経に好影響を与えるからです。サウナによる循環機

能の向上は健康維持にも効果的です。また通常の高

温サウナは一時的ですが血圧を上げるので、高血圧

の方や心臓に問題がある方には血圧が上がらない低

温のサウナ療法が適しています。

程度なら免疫力を増強するといったよい効果があり

ますからお勧めします。汗をかき、水分を取ること

で活力をつけるはたらきもあります。ただし、入浴

後はすぐに汗を拭き、体が温まっているうちに服を

着て保温に努めてください。

半身浴にもサウナ療法と同じような効果がある

と聞いたことがあるのですが。

胸までつかる座位浴であれば10分間41度のお湯

に入り、入浴後30分安静にして保温に努めると、サ

ウナ療法と同じように血管拡張や再生効果がありま

す。足だけつかる半身浴では30分程度入浴すれば十

分な効果を得られるでしょう。サウナには水圧がな

いので心臓や肺に負担がかからないため、より安全

に利用できます。

サウナでダイエットはできますか。

サウナにはいると汗をたくさんかくの

ですぐに痩せる気がします

が、カロリー消費とい

った面では大き

な効果は期

6月の全国総会での鄭 忠和先生の講演を6月号から4回に分けてご報告してい
ます。前回は、サウナ療法で症状が快復した実例の紹介と、私たちの健康にと
って血管の柔軟性が重要であるというお話でした。最終回の今回は、これから
のサウナについて、先生からのメッセージと質疑応答です。
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我慢比べ？本場はすごすぎる！

鹿児島大学大学院循環器・呼吸器・代謝内科学 鄭　忠和 教授

これからのサウナ

これからのサウナが
果たす役割

私たちが健康でいるためには、全身

の循環機能をよい状態に保つことが重

要です。柔軟性を失った硬い血管では、

体の循環機能が落ち、心臓にも負担が

かかり、さまざまな疾患につながりか

ねません。サウナ療法を受けると、硬

くなった血管が軟らかくなることで血

管機能が向上し、血液の流れがよくな

り、全身の循環機能を回復させます。

これからのサウナは、より多くの方

に健康維持や治療のためにも利用して

ほしいと思います。

日本サウナ協会の役割として、そう

いった面からの貢献もあるのではない

でしょうか。一人でも多くの方がサウ

ナの恩恵を受けられるためには、皆様

の努力が必要です。

サウナ療法は繰り返し継続することが大事なので、

どんな方でも気軽にサウナに来られるような環境づ

くりを考えていただきたい。皆様のサウナの場から

どんなにすばらしい結果が生まれるか想像してくだ

さい。

私の本日の講演が、皆様方のご発展に寄与するこ

とにつながれば本望です。

質疑応答

通常の高温サウナでは好影響はないのですか。

もちろん高温サウナであっても好影響がありま

すが、病気の方、特に心臓に疾患をもつ方には血圧が

上がる高温サウナはよくないでしょう。しかし高温サ

ウナでも血圧が上がるのは一時的なもので、浴後は

入浴前よりも低い状態になるので、心臓に問題のない

方にはよいでしょう。また通常のサウナは室内の高

さによって温度差がありますので、自分の好みや体

調によって調節しながら入ればより効果的でしょう。

カゼをひいているとき、サウナ療法はどうでし

ょうか。

高熱のときはいけません。しかし、鼻水や微熱
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サウナ療法（温熱療法）

サウナ発祥の地、フィンランドでは毎

年「サウナ我慢比べ世界大会」が開かれていま

す。今年もヘルシンキの北方約130キロにある

ヘイノラで8月に行われ、世界12ヵ国から90人

が参加しました。優勝したのは地元フィンランド

の56歳の男性と、昨年に引き続きベラルーシの36

歳の女性です。ベラルーシは昨年成し遂げた快挙に、

今年は国が助成金を出すほどの盛り上がりぶり。一

方、フィンランドでは昨年女子王座を奪われ2位に

終わった選手に対し、国民あげての大声援。まる

でオリンピック並みの出来事です。

この「我慢比べ」はリョーリューを使っ

たサウナで、優勝した男性は110度の

サウナに12分、女性は100度に8

分強という記録。サウナが

100度以上の高温にな

ってもやけど

しないでいられるのは、湿度が低いた

めです。しかしサウナの温度が高すぎる

と刺激が強すぎて、人によっては脈拍数も

血圧にも影響が出てきます。

ですから「我慢比べ」は、あくまでもイベント、

くれぐれもマネをしないようにしなければいけ

ません。せっかくのサウナの効果も適温でない

と、健康増進どころではなくなってしまいます。

ちなみに今年の我慢大会には、日本から落語

家の笑福亭鶴瓶さんがテレビ番組の取材で参

加しました。もちろん、優勝は逃したものの、

日本でもサウナに通って訓練したと

いうだけあって、本場の人にも劣

らぬ4分4秒という健闘ぶりに

観戦者は大喝采だったそう

です。


