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公益社団法人認定に適合するとの答申が提出されました
申請中の公益社団法人への移行認定について、2

案の承認を受け、平成23年８月２日に内閣府に対し

局への登記・施行の予定で、事務局では会員店舗の

月3日に公益認定等委員会が野田内閣総理大臣に対

公益社団法人への移行に伴う電子申請を行ないまし

会員証やステッカー等の掲示物の変更等、法人名称

し、
「本法人は認定の基準に適合すると認めるのが

た。9月には公益認定等事務局によるヒアリングと修

変更への本格的準備に入りました。

相当である」との答申を提出し、詳細が内閣府の

正申請、11月および1月には再度の修正依頼があり修

なお、協会の評議員につきましては、新制度の公益

ホームページに公表されましたことを報告いたしま

正申請いたしました。本年平成24年１月26日に公益

社団法人では名称使用ができなくなるため、理事会の

す。
（協会ＨＰ参照）

認定等委員会への諮問があり、上記の答申が出され

諮問委員として引き続きお願いさせていただきます。

平成22年度より申請に向けての準備に入り、理事
会等において公益社団法人への移行方針を確認し、
理事会並びに社員総会において新定款案、諸規程

第2回理事会開催

ました。

公益認定のプロセスで、ご指導いただいた同委員

今後の予定としては、3月下旬に認定書の交付が

会事務局の担当官をはじめ、ご助力いただきました

あり、新しい事業年度の開始とともに4月1日に法務

皆様に心より感謝申し上げます。

出48,400円、予備費2,038,000円の合計45,160,000円

の掲示に協力することで了承された。

(社)日本サウナ・スパ協会は1月24日、東京都新宿

の収支予算案の説明がされ審議の結果原案どおり承

コラボポスターについて

区において平成23年度第2回理事会を開催した。事

認され、3月22日の社員総会に於いて諮ることとした。

マンガ家タナカカツキ氏の「サ道」出版によリ、若

務局長による理事会成立の後、中野会長が議長とな

第4号議案

り、議事録作成者を米田行孝専務理事、議事録署

（上記に最新内容を掲載）

力を得、マンガを取り入れた「サウナと冷水浴」のポ

名人に金 憲碩

第5号議案

スターを制作し配賦することで了承された。

理事、吉田秀雄

愛知県協会会長である森信仁常務理事より、6月5

理事を指名し、

日岐阜県の十八楼旅館を会場に準備を進めている

映画祭には北欧5カ国大使館の協賛もされており、

以 下の 議 事 に

旨報告がされ出席理事全員了承。啓発研修はマン

当協会も昨年この企画に賛同し参加設営している。

入った。

ガ家タナカカツキ氏の「サ道=サウナ道」出版記念講

今年は2月25日(士)長野県斑尾高原ホテルスキー場

演会等の意見が出され今後検討することとした。

で開催予定であるが、正式に要請があれば現地にテ

第1号議案

｢任期満了に伴う役員改選案」の件

新公益法人移行申請のとおり現理事・監事をその

第6号議案

｢新公益法人行移行」の件
｢平成24年度社員総会開催」の件

｢その他」

まま再任でお願いしたい旨の説明があり承認され、3月

東日本大震災義援金の報告として

22日の社員総会において諮ることとした。

1月10日現在会員36社より4,329,446円の募金が集ま

い層へのサウナ普及啓発につながるとして同氏の協

みゆき野映画祭テントサウナ設営について

ントサウナを設営し、普及啓発活動をすることで了承
された。
YAHOO!ロコについて

り、昨年5月6日に日本赤十字社へ2,516,202円を振り込

ヤフーの地図ページコンテンツ収集の一環として、

新公益法人移行申請のとおり、啓発普及事業（ア.

み、その後は新たにテントサウナ4機の購入や避難所へ

無料で加盟店の情報を掲載し、そこから同店公式サ

調査研究事業、イ.機関紙頒布事業、ウ.インターネット

の運搬・設営費等で1,360,633円。合計3,876,835円を

イトヘのリンクするサービスの提案があった。協議の

による情報提供事業、工.メディア対応事業、オ.その

支援活動に使用した旨報告がされた。専用口座には現

うえ了承され、今後各店のデータは事務局で一括し

他）と、基準策定研修事業（ア.基準策定事業、イ.優

在452,611円が残っており、当分の間募金活動を継

提供することとした。
（3面に詳細記事）

良店認定事業、ウ.養成研修・資格登録事業、エ.研

続し今後も被災地支援活動を目的に使用する。

修事業、オ.顕彰事業、カ.相談事業）を実施する旨の

更衣ロッカー用ステッカーの制作について

説明があり、審議の結果、原案どおり可決し、3月22

会員からの希望数を調査し販売することとし、4月

第2号議案

｢ 平成24年度事業計画案」の件

日の社員総会に於いて諮ることとした。
第3号議案

｢平成24年度収支予算案」の件

をめどに制作することで承認された。
ポスタータイアップについて

事業活動収入の合計45,160,000円、事業費支出

温浴ブーム普及につなげるため映画「テルマエ・ロ

36,375,160円、管理費支出6,698,440円、投資活動支

マエ」の企画に賛同し、ポスターの配賦と加盟店で

「社員総会｣のご案内

平成24年度の「事業計画並びに予算案」を
審議する社員総会を3月22日（木）午後1時30
分から大阪のニュージャパン観光㈱7階会議
室で開催します。議題 ①任期満了に伴う役員
改選の件、②平成24年度事業計画案の件、 ③
平成24年度収支予算案の件
※出欠ハガキの返信は3月10日(土)必着。
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観光ビル大東洋にて京都、岡山からの参加者も加わ

｢3月7日サウナ健康の日」
サウナ初めての方に向けて「サウナと冷水、温浴は健康に良いんです」をPR。
加盟店全店で「サウナ初めての方無料ご招待」実施期間3月7日〜5月31日

り、今年度第一回理事会、例会を開催し以下の内容

■例会

関 西 協 会 理事会・例会・新年会
関西サウナ・スパ協会(米田篤史会長)は1月19日、

を決定しました。体験入浴の後、準会員も参加し中
華料理大東洋にて合同新年互礼会を開催しました。
■理事会
今年度の「サウ
ナ 健 康 の日 」
の 行事 の方 向
性について 協
議 を 行 な った
結 果 、例 会 で
提 案し 、出 席
者のアイデアを
まとめ る 事 に
決定。

｢3月7日サウナ健康の日」の行事内容決定
今年は、
「サウナが初めての方に、サウナと冷水、
温浴は、健康に良いんですよ」とPRしたい。現在ご

改善した項目、今年から導入した項目の発表

ご招待します」というサービスを行うことに決定。

にお客様がサウナ初めてのお友達を同伴してご来店
3月7日にご来店のお客様には、サウナ初めてのお友

した宿泊施「YOTEL｣、他スパ施設など）

業績情報交換

スケジュールが決まり次第、他府県協会

神 奈 川 県 協 会 新年会

に、正会員・賛助会員46名が参加しました。

山を眺めつつ透き通った空気を胸いっぱいに吸い込み

を回って挨拶し、和やかに懇親を深めました。
盛会のうちに時間となり、岸野肇副会長の中締め
で終了しました。

ニューヨーク視察旅行

用可）をプレゼント。

琢磨してがんばりましょう」と織茂会長から挨拶。富士

の紹介がありました。その後の懇親会は、互いに席

6月1日

社員総会

視察先（日本のカプセルホテルをモデルに

部協会の中野憲一会長、米田行孝専務理事ならび

り、途中で八巻英夫副会長から参加された賛助会員

日本サウナ・スパ協会

達を無料招待できる同伴チケットを（5月31日まで利

催した。１年の始まりにあたり、
「皆さん今年も切磋

平井要子副会長の乾杯の音頭で新年会が始ま

3月22日 サウナ健康士集中講義

下さったら、その方を無料招待。

区)にて開催。来賓の太田雅久台東区議会議員、本

がありました。

テーマ：今年の企画を模索する

事前にポスター（左記）やチラシで告知し、3月7日

とゴルフコンペをレイクウッドＧＣと箱根小涌園で開

きながら、協会活動に全力で邁進します」との挨拶

今後のスケジュール
2月23日 第一線幹部研修会

サービス内容

成24年度新年会」を東京ドームホテル(東京都文京

ただいた後、吉田秀雄会長から「皆様のご協力を戴

売上16店舗 25％ 4店舗 50％ 8店舗 25％ 4店舗

ウナが初めてのお友達をご同伴ください。その方を

神奈川県協会（織茂明彦会長）は1月26日、新年会

願い、皆さんで頑張っていきましょう」との挨拶をい

客数16店舗 38％ 6店舗 44％ 7店舗 18％ 3店舗

消費単価（実数）

東京都協会（吉田秀雄会長）は1月23日（月）
「平

中野憲一会長からは「昨年の震災からの復興を

88％台

90％台

来店の会員またはポイントカード会員に対して、
「サ

客数・売上前年対比（23年度12月1日〜1月10日まで）

東 京 都 協 会 新年会

100％↑

ながらラウンド。コンペの優勝は金憲碩氏だった。
神奈川県協会主催

観桜コンペのお誘い

他府県協会の方も歓迎の春季恒例コンペです。東
名厚木健康センターで入浴後、表彰式、懇親会を
開催します。
日

時：4月11日（水）午前8時〜受付
☎046-241-3141

場

所：大厚木CC「桜コース」

会

費：懇親会費および景品代は協会が負担します。
ゴルフのプレーフィーと昼食代は各自で。
問い合わせ：☎03-5275-1541

の方にもご案内します。

賀詞交換懇親会

全国総会は6月5日、
岐阜・長良川温泉で開催

社)日本サウナ・スパ協会は1月24日、東京都新宿
区の加賀において、賛助会員の皆様との賀詞交換懇
親会を開催しました。初参加の役員と賛助会員の方
の紹介の後、中野会長からの新年の挨拶により会は
和やかに開催されました。
宴もたけなわのころ、今年の全国総会のホスト協
会である愛知県協会の森信仁会長より、
「今年の総
会は6月5日、岐阜・長良川温泉で150年の暖簾を守
る老舗旅館十八楼で開催いたします。この機会に鵜
飼をご覧いただくなど現在企画を検討中です。実り
多い総会といたしますので皆様ご参加ください」と、
意気込みを感じる挨拶がありました。
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｢3月7日 サウナ健康の日」 ｢Yahoo!ロコ」に加盟店情報掲載
献血事業を応援しよう！
協会では毎年「3月7日 サウナ健康の日」の前後に
献血推進活動を行っている。今年も宮崎県協会と愛
知県協会が以下の予定で献 血推進活動を行う予
定。両協会の皆さん、寒い中のボランティア活動ご
苦労様です。風邪など引かないよう頑張ってくださ
い。
（当日の様子は次号にて紹介）
献血推進活動予定
◉宮崎県協会
3月6日（火）ホテルウイングインターナショナル
都城 駐車場にて
3月7日（水）宮崎レマンホテル 駐車場にて
◉愛知県協会
3月3日（土）名古屋市中区大須の献血ルーム前
3月3日（土）岐阜市正木のイオン・マーサ21前

協会はヤフー株式会社が運営するポータルサイト
「Yahoo! JAPAN」で提供される地域情報サービス
「Yahoo! ロコ」に協会加盟店の店舗情報の掲載を 4
月 1 日に開始いたします。
｢Yahoo! ロコ」は、地図やグルメ、電話帳など
「Yahoo! JAPAN」で提供されていた地域生活圏情
報に関するサービスを統合した日本最大級のジオ
サービスです。このことにより、Yahoo! JAPAN の
様々なコンテンツ上や Yahoo! JAPAN が提携する企

24年度日本政策金融公庫(生活衛生資金貸付)予算案概要

業のコンテンツ上で店舗情報が表示されたりと、ユー

省エネルギー設 備のうち 特 別 利 率Ｂ（1 . 5 0 〜

日本政策金融公庫は2月8日、平成24年度生活衛
生資金貸付の予算案等説明会を開催した。

3.45％）を適用する対象品目に「空調・給湯等の設備

予算案の概要は以下のとおり。

におけるヒートポンプ方式熱源装置」を追加した。

貸付規模1,150億円(平成23年度貸付規模:1200億円)

※利率は平成24年2月10日現在のもの

貸付制度の改正点（当協会に関係する内容を抜粋）

本貸付制度のお問い合わせは
日本政策金融公庫生活衛生融資部

■一般貸付（貸付限度額2億円以内）の改善

☎03-3270-1651

省エネルギー設備にかかる対象品目の追加

ザーへの露出が増えます。また、現在普及が進んで
いるスマートフォンにも対応しているため、外出時に
GPS を使って現在地に近い店舗を調べたりすること
も可能です。

ロッカー用ステッカー刷新
注文を受け付けます

中山眞喜男氏がテレビ出演

サウナ・スパ健康士養成研修講座
今年も3月21日からサウナ・スパ健康士養成研修

協会技術顧問の中山眞喜男氏がクイズ形式の番組

講座の集中講義（スクーリング）が始まる。愛知、大

に出演。ご覧ください。

阪、福岡の3会場で新規生と更新生合計107名が講習

放送局：テレビ東京系列が流れる地域(※地域によ

を受ける。講師は星虎男先生と萱垣忠久先生にお願

り放送日や時間が異なる場合があります）

いした。なお、サウナ・スパ管理士は新規生、更新生

番組タイトル：仰天クイズ！マル珍ルールＳＨＯＷ

ともに全国サウナ・スパ会議、各ブロック・支部の勉

放送日時：2月28日（火）１９：５４〜２０：５４

強会を集中講義としている。

番組ＭＣ：タカアンドトシ

■サウナ･スパ健康士集中講義日程（案）
会場

受講数

地区担当

3/21 1０:00〜
(水) 1２:00迄

愛知

26名

和田秀暢
052-261-5003

名古屋市中区栄3-13-31
プリンセスガーデンホテル
052-262-4111

3/22 1３:00〜
(木) 1５:０0迄

大阪

31名

土肥英雄
06-6211-0463

大阪市中央区道頓堀2-3-28
ニュージャパン観光㈱7階会議室
06-6211-0463

3/23 1０:０0〜
(金) 1２:00迄

福岡

26名

志賀正浩
092-271-3354

福岡市博多区博多駅前2-8-15
コムズホテル福岡会議室
092-451-5111

その他

24名

合計 107名

月日

時間

東日本大震災義援金入金状況
1月11日から2月10日までの義援金振込金額は
以下の通りです。本義援金は東日本大震災の小
規模避難所等の直接支援に充てられます。支援
活動の状況は本紙にて掲載し報告いたします。今
後とも義援金のご協力よろしくお願い致します。
■東日本大震災義援金入金状況
（2月１０日現在）

東洋健康ランド㈱ ‥‥‥‥‥‥‥ １２９,８６６
㈱フューマックス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２,０２０
梅田勝どき湯 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １１,５２４
㈱千歳観光 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ５３,０００

（単位円）

会場（ 住所）

講師
講師／
三共リバース院長
萱垣忠久

講師／
つくば国際大学教授
星虎男

ご要望があったロッカーステッカーを制作します。
公益社団法人の文字を入れ、４月初旬に発送予定で
す。詳しい案内は事務局より送ります。

東日本大震災

義援金入金一覧（〜24年1月10日、使途は1面理事会報告にて）

オアシスサウナアスティル

70,811

楽天地スパ

158,246

日新観光㈱

147,686
208,826

㈱東新アクア

276,046

北大阪振興㈱

292,885

東洋健康ランド

㈱ウェルビー

166,313

アペゼ

115,394

メトスショールーム

㈱阿蘇ファームランド

3,414

アジア総合企業㈱

サウナ・サン

25,022

国際企業㈱

サウナアンドカプセルイン岡山

32,758

㈱アダムアンドイブ

横須賀建物㈱

9,927

6,516
304,899
9,817

長野興産㈱
ハイランドレジャーセンター㈱

12,040
166,349
46,209

ライフタイムズ㈱

99,400

㈱フューマックス

33,210

ニューサウナシャン

28,694

10,542

サウナハワイ

14,530

㈱リーブルコーポレーション

111,080

福日観光㈱

㈱千歳観光

292,077

ニュージャパン観光㈱

朗月㈱

468,130

㈱ミナミ

サウナ東京ドーム

90,000

三蔵商事㈱

㈱ウェルビー福岡

74,624

㈱希風

445,762
20,500
421,954
42,242

㈱グランドサウナ

13,582

㈱トーセン

74,640

スパパウパウ

27,853

サウナ&カプセルイン岡山
合

計

7,468
4,329,446

（4）平成24年
（2012）
2月15日

マンガ家・タナカカツキさんの
サウナ体験を書籍化した

『サ道』

｢よくぞ書いてくださった！」と
サウナ事業関係者が絶賛

昨年11月にPARCO出版から発売された『サ道』

ナ経験を誰かに伝えたかったんです。体に良くて単

が巷で話題になっている。サウナを身近に知らない

純に気持ちいいものなので、もっともっと広がるはず

世代にその良さを伝えるには最高のバイブルと、サウ

なのに、関心がなかったり知らない方がたくさんいる

ナ事業関係者も大絶賛だ。

のは残念です。何か良くないイメージが邪魔している

仕事だけでなく生活の些細な問題から、解決のし

に違いない。なら僕が、と最初はWebで「サ道」の連

ようがなかった案件まで、セッションの中で答えが出

載を開始しました。

てきますから、どなたにとってもサウナは助けになる

著者のタナカさんは若い頃からサウナの扉の向こ
うには何かがある、と思い何度か挑戦してきたが、そ

クリエイティブな仕事をなさる方にとって、
サウナは有効というわけですね。

の魅力を知るには至らなかった。それが近所にでき

書籍化にあたっては「若い人たちがサウナを好き

と思います。僕の場合は、気分が前向きになるだけ

たスポーツジムの会員になったことからサウナが身

になる突破口になってサウナ人口を増やせたらいい

でなくて脳が活性化していることが自分でわかりま

近なものとなり、サウナの扉をおずおずと開くところ

ね」と担当編集者と話しながら始めました。ただ、こ

した。

からタナカカツキワールドが始まる。

の道の初心者なのに自分の思い入れを自分流に解

サ道』のベストセラー入りと著者のさらなる「サウ
ナのめり込み」を願い、タナカカツキさんにインタ
ビューした。
『サ道』とは、面白いタイトルですね。
サウナは大人のたしなみと考えて、
「道」とさせて
いただきました。
サウナの魅力はどんなところにありますか。

釈して公 表することで 先 輩 諸 兄に怒られ ないか

本書を通じて読者にどんなことを伝えたいですか？
身近にないとなかなか手が伸びないサウナです

なぁーなんて、思いはありました。
サウナを仕事に役立てているというのは本当ですか？

が、こういった効用を考えると電車に乗ってでも出か
ける価値があります。サウナは何回か繰り返さないと

はい、サウナに入ることは気持ち良い爽快感だけ

気持ち良さのツボがわからないので、ちょっとした修

でなく、なぜか気持ちが前向きに明るくなります。た

練がいるのですが、
「サ道」という大人のたしなみを

めしに暗いネガティブなことを考えてみましたが、気

身につけようというわけですから、それぐらいのハー

分が暗くならないんです。サウナを知るまでは、アイ

ドルは超えられると思います。仕事にも役立ちますか

デアを練る時は自転車に乗ったり散歩をしたりしな

らね。

とにかく他では得られない気分の良さですね。僕

がらメモしていました。でも信号があったり、見るも

の場合は、サウナの後の水風呂でじっとしている時

のに気が散ったりして集中できませんでした。それに

に、次第に瞑想状態になり精神の真っ平らな境地、

比べてサウナは邪魔になるものがありません。サウナ

サウナは深遠な世界です。サウナ歴２年の僕はま

「スーパー穏やか」に到達しました。この感覚を頼り

と水風呂のセッションによりアタマがスッキリするの

だ入り口に立ったばかり。胸襟を正し、何でも体験し

に、さらにサウナと水風呂を繰り返すことでどんどん

で、仕事のアイデアやネタ出しにはそうとうの効果が

ていきたいと思っています。協会の先輩方、よろしく

気持ち良くなって、聴覚や視覚で入ってくるものすべ

ありました。

お願いします！

今後、サウナに関するご予定があれば教えてください。

てが素晴らしく美しい恍惚とした状態、私が ニル
ヴァーナ（涅 槃） と

タナカカツキ
マンガ家
1966年生まれ
1985年マンガ家としてデビュー
著書に『バカドリル』、
『オッス！トン子ちゃん』など

呼ぶ感覚も経験しまし
た。どちらも必ず得ら
れるというわけではな
いのですが、それまで
予 想だにしなかった
気 持ち良さが そこに
あったんです。

前代未聞のサウナ体験記

どうして書籍化を？

かったというだけの理

サ道』をベストセラー
にしよう！

由で、こんなに気持ち

定価1200円（税別）のところ

いいものに気が付かな

★会員限定価格10冊以上で3割引き。
(連絡先：PARCO出版 坂口さん

身 近にサウナ が な

かったことは本当に驚
きでした。自分のサウ

☎03-3477-5755）
『サ道』本文より

