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平成24年度 全国総会 詳細決定
6月5日(火）岐阜市にて開催
公益社団法人 
日本サウナ・スパ協会会長  中野憲一
会員の皆様にはますますご清栄

のこととお慶び申し上げます。日
頃から協会運営につきましてはご
協力を賜り厚くお礼申し上げます。当協会は、内
閣府より公益社団法人に認定され 4月 1 日付で登
記を済ませました。今後とも引き続き宜しくお願
い申し上げます。
さて、平成 24 年度の全国総会につきましては、

すでにホスト幹事である愛知県サウナ・スパ協会
によって岐阜市での開催準備を進めていただいて
おり、６月５日（火）に老舗旅館「十八楼」にお
いて開催する運びとしております。150 年の歴史
ある同館は長良川沿いに位置し鵜飼い船も目の前
から乗船でき、船上での懇親と観光を楽しむこと
が出来ます。
なお、当日はフィンランドの映画『スティーム 

オブ ライフ』（詳細は 4面）の上映並びにサウナ
と水風呂のタイアップポスターにご協力いただき
ましたマンガ家・タナカカツキ氏による「マンガ
家タナカカツキの『サ道』」についてご講演をお願
いしております。例年好評を得ております温浴商
品展示会も開催の予定でございます。
つきましては、お忙しいこととは存じますが、

何卒皆様お誘いあわせのうえ、ご参加いただきま
すようご案内申し上げます。
※スケジュール等総会の情報は4面に掲載

公益社団法人日本サウナ・スパ協会は 3月22日
（木）、平成 23 年度通常総会を13 時 30 分から大阪
のニュージャパン観光㈱７階会議室において開催し
た。本総会が定款第 24 条の規定を満たし成立して
いる旨を若林幹夫事務局長が宣言、次いで議長に中
野憲一氏を選出。議事録作成者に若林幹夫氏、議
事録署名人に織茂明彦氏及び米田行孝氏を指名して
以下の議案審議に入った。
【第1号議案　定款変更の件】
公益社団法人への名称変更に伴い定款の変更を要
する旨を議長から説明。改正後の定款につき満場異
議なくこれを承認可決した。
【第2号議案　理事及び監事選任並びに代表理事選定の件】
理事及び監事全員が 3月31日をもって任期満了と

なることから先の理事会選出の理事及び監事につい
て諮り、以下の選任が満場一致で承認された。
理　　事 中野憲一、織茂明彦、米田行孝、
 平井要子、金憲碩、岡﨑治樹、米田利勝、

阿戸健次、洪里勝信、森信仁、荻原隆二、
鄭忠和、星虎男、前田眞治、椎野登貴子、

 伊ヶ﨑征一、吉田秀雄、若林幹夫
監　　事 山野克己、韮澤亮司
代表理事 中野憲一

※4月1日登記済
【第3号議案　平成24年度事業計画案の件】
米田行孝専務理事より以下の事業計画案について
説明があり、満場一致をもって原案通り承認された。
〈事業計画案〉
国民の健康維持増進を目的に、わが国におけるサ
ウナ及びスパ営業者の資質の向上、サウナ及びスパ
に関する正しい知識の普及、営業施設の衛生水準の
向上を図る等、健全なサウナ及びスパ事業の育成に
努め、もって環境衛生の向上に寄与することを目的
に、都道府県サウナ・スパ協会と連携協力し以下の
公益目的事業を実施する。

平成23年度  通常総会開催

平成24年度収支予算書
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

科　目 予算額

収入

特定資産運用益 60,000
登録料収入 2,000,000
会費収入 18,600,000
事業収入 22,880,000
その他 1,620,000
事業活動収入合計 45,160,000

支出

事業費支出 36,375,160
管理費支出 6,698,440
投資活動支出 48,400
予備費 2,038,000
事業活動支出合計 45,160,000

啓発普及事業として、調査研究事業、機関紙頒布
事業、インターネットによる情報提供事業等を行いメ
ディアに対応するとともに、３月７日の「サウナ健康
の日」にはサウナの正しい入り方の啓発と日本赤十
字社との協力のもと全国献血推進キャンペーンを実
施する。基準策定事業、　優良店認定事業、養成研
修・資格登録事業、研修事業、顕彰事業、相談事
業などを行うとともに、会員を拡充することで基盤の
整備拡充を図る。
【第4号議案　平成24年度収支予算案の件】
織茂明彦氏から収支予算案についての説明があ

り、満場一致をもって原案通り承認された。
以上をもってすべての審議が終了し、平成 23 年

度通常総会は 14 時 30 分に終了した。

長良川に面して建つ老舗旅館「十八楼」
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●新加盟店看板について
公益社団法人化に伴い、会員・賛助会員の加盟店
看板が新しくなります。現在制作中で出来上がり次
第お送りします。

ecoタオル乾燥時間比較データ
実　施　日: 2011年10月6日　　　

比 較 方 法：乾燥スタート後の乾燥機内温度の
上昇スピートにて比較

連続洗濯機：機種名  三菱　CP19－16Ⅲ

洗　　　濯：2分×16槽　計32分　水温70度

乾　燥　機：機種名  東京洗染機械製作所
　　　　　　OT-100湿度センサー付

乾 燥 速 度：入口温度160℃
　　　　　　出口温度が90～95℃に達した時、
　　　　　　製品が乾燥したと判断し排出。

耐　久　性：使用期間の延長により、コストダ
ウン効果が得られます。

特許出願済　特願2008-210097

乾きの早いタオル
｢ 」を開発
協会推奨商品「リポスマット」でお馴染みの賛助

会員、リポス株式会社（代表取締役 大賀康弘氏）が、
タオルの乾燥時間を約 23％短縮（下グラフ参照）し
た新発想の省エネタオル「ドライメリット」を開発した。
約 2 年前、燃料費高騰に頭を痛めているお客様

の「もっと早く乾くタオルがあればねぇ…」という何
気ない一言を耳にして、大賀社長は開発を決心した
という。タオルは水分を吸い取るパイル部分とその
内側の経糸・緯糸で構成されている。肌に触る部分
には今まで同様に綿を使い風合いを変えず、経糸
に乾きの早い合成繊維をブレンドしてはどうだろう。
乾燥時間のテストをリネンサプライ工場に依頼し試
作を繰り返す内に、昨年とうとう納得できる製品が
完成、特許を出願した。開発までには試行錯誤と
度重なる失敗もあったというが、「お客様が喜んで

品　名 仕　様 重　量

ドライメリット
バスタオル

＃ 1500
サイズ 70× 140cm 51.7kg

通常綿 100％
バスタオル

＃ 1500
サイズ 65× 145cm 51.9kg

　1月 11 日から 4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(4月10日現在)
㈱東京ドーム‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16,000
㈱東新アクア‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥34,989
サウナ＆カプセルイン岡山‥‥‥‥‥ 4,918
横須賀建物㈱‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18,522
北大阪振興㈱‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16,443
ニュージャパン観光㈱‥‥‥‥‥‥‥18,395
 （単位円）

東日本大震災義援金入金状況

神 奈 川 県 協 会

神奈川県協会
( 織茂明彦会長 )
は 4 月 11 日、 毎
年恒例の観桜ゴ
ルフコンペを大厚
木ＣＣ《桜コース》
で開催しました。その後東名厚木健康センターで入
浴と懇親会で親睦を深めました。今回は東京都協
会吉田秀雄会長にも来賓でご参加いただききました。
桜花爛漫を満喫し優勝したのは織茂明彦氏、準優勝
は小出徹氏でした。

観桜ゴルフコンペ

3月 21日から23日にわたり、全国 3カ所でサ
ウナ・スパ健康士の集中講義が開催された。愛知
会場は三共リバース院長の萱垣忠久先生に、大阪
会場、福岡会場はつくば国際大学教授の星虎男先
生にお願いした。受講者たちは熱心にノートをとり
ながら聴講・実習して充実した時間を過ごした。本
紙ではその報告として、愛知会場の萱垣先生の講
義を抜粋して紹介する。

お客様の期待に応えられるように、
正しい知識を身につけましょう
三共リバース院長　萱垣忠久
皆さん元気で頑張っていますか。皆さん方は、日

新商品賛助会員

頃第一線でお客様に接しているわけですから信頼
を得るために勉強して下さい。技術的に安定してく
ると“慣れ”が生まれてきますが、それが一番怖い
ことです。“ 慣れ”を戒め、技術と並行して勉強を
怠らないようにしてください。勉強をするには環境
は関係ありません。テレビやラジオを見るだけでも
勉強になる番組はたくさんあります。
さて最近は、解毒についての情報が求められて

います。体に触れる仕事をしていると、体の不調は
必ず別の場所に信号が出ていることに気が付くと思
います。重金属は髪の毛に出ます。毒殺は髪の毛を
見ると確認できます。毒素は掌と足の裏からも出ま
す。ですから市販の毒を吸うシートも理にかなって
いると思います。人間と外界との境目に皮膚があり
ますが、皮膚で一番薄いのは瞼です。ここにはミュ
ラー筋という筋肉があり、実はここに肩こりの原因
があったりしますが、眼球に近いので触らない方が
安全です。また、ご婦人に膝の内側が痛いという
方がよくいらっしゃいます。これは軟骨のコンドロイ
チンが入っている部分がすり減ってぶつかるから痛
いわけです。健康食品の広告にコンドロイチンやグ

ルコサミンを用いた
商品をよく見ますが、
口から入れても膝に
はいきません。流行っ
ているからと言って、
惑わされてはいけませんよ。
一番身近で大切な解毒は、便と尿です。最近は
便秘の方が大勢おられます。日常の便意には逆らっ
てはいけませんよ、決まった時間にトイレに行く習
慣をつけてください。飲食は前向きに楽しむのに、
ほとんどの方は出すことに無関心です。最も容易で
しかも非常に大事な解毒法をもっと大切にしたいも
のです。食物繊維をたくさん摂って便が水に浮いた
方がいいんですよ。色もよく見て下さい。黒い便は
要注意です。尿も健康な状態と、そうでない状態を
知ってください。香りがいいのは糖尿の可能性有り
ですよ。
毎日人の体を触っている私たちのことを、お客様
は体の専門家だと思い、いろんなことをたずねてき
ます。お客様の信頼に応えられるよう、正しい知識
を身につけましょう。

健康士集中講義開催

くださる製品がきっと生まれる」という確固たる思い
があった。
ドライメリットの特長　①乾燥時間約 23％短縮　
自店でランドリー部門がある場合、日に 5 時間乾燥
機を回したとして「ドライメリット」ならその１時間が
短縮できる。②タオルの耐久性向上　乾燥時の摩
擦が少なくなるため、製品が長もちする。③燃料費、
人件費の節約にも結びつく。　
発売後の評判はすこぶる良く、あるホテルから
はバスローブの襟が乾きにくいので、「ドライメ
リット」でバスローブを作って欲しいという注文
まで入ったという。
｢お客様のために」を常々口にする大賀社長が、「今
こそお役に立ちたい」という熱い思いで生み出した「ド
ライメリット」。電力や重油の値上がり、景気の低迷と、
多方面から経営を脅かされる温浴業界にとって、うれ
しいニュースである。
お問合わせは
☎06-6329-5181　担当 大賀達夫まで

乾燥時間比較グラフ
30分

20分

22分09秒

27分19秒

ドライメリットバスタオル 通常綿100％バスタオル

15分

23.08％短縮
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■ニューヨークスケジュール
Date Cities Flight Time Schedule Meal

1 6/14（木）

関西空港 CI-020 12:50 空路：ニューヨークへ
ニューヨーク 13:00 着後：入国審査

専用ミニバス
（ガイド）

14:30 空港を出発して市内ホテルへ移動
【体験宿泊】ニューヨークのカプセ
ルホテル「YOTEL」で体験宿泊

夕：ホテル

宿泊：ニューヨークカプセルホテル

2 6/15（金） ニューヨーク
専用ミニバス
（ガイド）

出発までYOTELを見学 朝：ホテル
10:00 ホテルを出発して終日視察へ
午前 【施設視察】

注目のデザイナーズホテル「ACE 
HOTEL New York」

昼：レストラン

午後 【施設視察】
有名店　「Great Jones Spa」

16:00 ホテル到着後チェックイン 夕：レストラン
宿泊：ニューヨーク

3 6/16（土） ニューヨーク
専用ミニバス
（ガイド）

9:00 ホテルを出発して終日視察へ 朝：ホテル
※異業種　最新トピックス視察
【見学】大手デパートのチャリティ
スト ア「Treasure & Bond by 
Nordstrom」
【見学】オーダーメイドのデニムジー
ンズ「3 x 1（スリー・バイ・ワン）」

昼：レストラン

【視察】必見のロシアンスパ　
「Wall Street Bath & Spa」
他、SOHOやミートパッキングディ
ストリクト等を見学

17:00 ホテル着 夕：レストラン
宿泊：ニューヨーク

4 6/17（日） ニューヨーク 地下鉄（ガイド）

9:00 ホテルを出発して終日視察 朝：ホテル
【施設視察】Chakra on Fifth

午後 午後は自由研修
夕食は市内レストランでさよなら
パーティ

夕：レストラン
（中華個室）

宿泊：ニューヨーク

5 6/18（月） ニューヨーク

専用ミニバス
（ガイド）

10:45 ホテルチェックアウト後空港へ 朝：ホテル
11:30 空港到着

CI-019 14:30 空路：帰国の途へ
機内泊

6 6/19（火） 関西空港 18:10

YOTEL
ヨーロッパ版カプセルホテル、ニューヨーク進出
ロンドン、アムステルダムなどの空港でヨーロッパ版カプセル
ホテルを展開し、昨年は「ビジネス・トラベル・アワード」で「年
間最優秀ビジネス宿泊施設」賞を受賞した「YOTEL」が、都
会の街中に建つ高級ホテルとして、昨年ニューヨークのタイム
ズスクエア近くのビルに出店した。

3 x 1（スリー・バイ・ワン）
参加型モノ造りの提案　フルオーダーのジーンズ
デニムブランドで一世を風靡したデザイナーのジーンズブラン
ド。ボタンや生地を選ぶカスタマイズ商品から、自らの設計で
専門家とともに素材を選ぶフルオーダー（$1200）まである。
モノ造りの文脈や工程が重要視される時代とあって、参加型を
提案した注目店だ。

ACE HOTEL New York
地元で注目！住んでみたい、と思わせるホテル
音楽やインテリア、レストラン、理美容など、様々なジャンル
での夢を抱いて活動し、自らを"CULTURAL ENGINEER(カ
ルチュラル・エンジニア )"と名乗る注目のアーティスト集団
『neverstop』が手掛けた、今までのホテルの概念とは全く違う
デザイナーズホテル。ホテルマンの制服がまたカッコいい。

Treasure & Bond by Nordstrom
利益すべてをチャリティに使う、コンセプトストア
アメリカの老舗高級百貨店「ノードストローム」がＮＹに初出
店した「チャリティストア」。2フロアからなる店内にはアメリカ
では販売されていない世界中からセレクトしたギフト商品、ホー
ムアクセサリー、家具、衣類、アートなど、地元のデザイナー
を含む150 以上のブランドから幅広い商品をそろえる。

Great Jones Spa
ヒーリング法「エネルギートリートメント」を体験して
ニューヨーカーには広く知られた有名店。内装のセンスも良
く、ファッション関係者らおしゃれな人が通う店という感じ。マッ
サージの種類も豊富。オーガニックトリートメントメニューも見
逃せない。せっかくなので、地元客に人気のヒーリング、「エネ
ルギートリートメント」を体験してみて。

Spa Chakra on Fifth
セラピー的要素の高いトリートメント　チャクラ・オン・フィフス
最高級スパとして知れるコーネリア・リゾート・スパがリニュー
アルを経て新生スパ・チャクラとして登場。全てのトリートメン
トは個人診断に基づいてカスタマイズされるという、パーソナル
なサービスが自慢。ただ気持ちいいだけではない、セラピー的
要素の高いトリートメントで心も体もリフレッシュできますよ。

Wall Street Bath & Spa
サウナで全身をパッティング 必見の「プラツァ」
温水プールにサウナ、大型ジャグジーなどが一日中楽しめて
32.5ドルのお手ごろ本格ロシア式スパハウス。必見は高温ド
ライ・サウナの中で樺の枝葉を束ねたもので全身をパッティン
グマッサージする「プラツァ」。葉の香りに包まれリフレッシュす
るだけでなく、肌が潤うのを実感できる。

関西協会（米田篤史会長）は以下のスケジュールで 6月14日（木）から
19（火）まで、ニューヨーク視察旅行を実施します。ハードスケジュールで
すが注目の「YOTEL」をはじめ先端スパ、繁盛店、新コンセプトショッ
プを視察します。中身の濃い旅にするため、全行程に日本人コーディネー
ターが同行し解説しますので、かゆいところに手が届く勉強になるはずで
す。定員は多すぎず少なすぎずの10人ほど。人数が確定するまで価格も
未定ですが現時点では、322,000 円～ 418,000 円（空港利用税、燃料チャー
ジ別途、名鉄観光）の予定です。
大変な時期だからこそ、次のことを考えぬくのが幹部の仕事。世の先端

に触れる事でアンテナもビーンと立ちます。頑張って一緒に行きましょう。
・関空出発のため、他地区協会員の方も関空にご集合ください。
・国内費用は別途となります。
・ご参加申し込みは4月30日までに貴社ファクス用紙にて関西協会事務局ま
でお送りください。（〒、住所、氏名、社名、電話番号を明記してください）
・お問合せは関西協会・土肥までお気軽に

関西協会 ☎06‐6211‐0463、FXA 06‐6211‐4335

ニューヨーク視察旅行のお誘いニューヨーク視察旅行のお誘いニューヨーク視察旅行のお誘い
関西サウナ・スパ協会 ニューヨークで入浴!? そんな遊びごとやない

本気で視察に行きますよ。ご一緒しませんか？
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全国総会スケジュール
総会当日、13 時より（12 時半受付）「十八楼」

の葵の間において、震災チャリティ上映会として
フィンランド映画、「スティーム オブ ライフ」を上
映する。
「スティーム オブ ライフ」 は、サウナの中の様子
や会話を綴ったドキュメンタリータッチの作品で、
登場するのはさまざまなサウナに入る男性たち。
サウナの中の出来事だけを穏やかに追っている
作品で、こういう発想は ”サウナの数だけ人生がある”、
と言われるフィンランドの監督ならではのものだ。2010
年にフィンランドで発表され、その後世界各地で多数
の映画賞を受賞しており、　第 83 回アカデミー賞の外
国語部門の第一選定作品にエントリーされた。最終
候補作品リストへのエントリーは逃がしたものの、これ
はフィンランドドキュメンタリー映画史上初の快挙とのこ
と。
フィンランドの男性は無口と聞くが、サウナの中で柔

らかい水蒸気に抱かれると、身心ともに潤い、普段は
口にしないようなことを、語り始める。親友のみならず、
偶然サウナに居合わせた人に自分の心の奥にある苦し

みを明かすこともある。登場する人の年齢はさまざまで、
表情だけでなく、その人の人生は体躯にもにじみ出て
いる。観る者は知らぬ間に人間であることの意味の深
さに引き込まれていくが、時おり見られるフィンランドの
素晴らしい景色が気分をほっとさせてくれる。
温浴関係者にとっては、いろいろなサウナがふんだ

んに出てくるという点で、必見のお宝映像とも言える。

監督：ヨーナス＝ベルグホル、ミカ＝ホタカイネン、尺：84
分、ジャンル：ドキュメンタリー、製作国：フィンランド、
製作年：2010、言語：フィンランド語、字幕：日本

映画上映：スノーコレクティブ
　　　info@snowcollective.com

業界人なら必見！数々の映画賞を受賞したフィンランド映画
｢スティーム オブ ライフ」

震災
チャリティ上映

全国総会の商品展示会
参加受付中

毎年恒例の総会での商品展示会。今年も展示
会見学時間もきっちりと設け、参加者に見ていた
だくことになっています。賛助会員様各位の商品
情報を取得することは、総会参加の意義でもあり
ます。こぞってご参加くださいますようお願いい
たします。当日の展示風景、各社の展示概要は
本紙 6月号に掲載いたします。
[日　時］ 6月5日（火）
[場　所］ 十八楼（総会開催会場内）
[展示時間］ 13:00～17:00
[商品展示料］ 1小間 30,000円（※8小間募集）
[申込締切］ 5月15日（火）
[振込締切］ 5月20日（日）
[振込先］ 総会参加代金と同じ（右段記載）

■開催日　平成24年6月5日（火）
■場　所　十八楼（※現地集合・解散）

　岐阜市湊町10番地
　☎058-265-1558（代）　

総会スケジュール
●受付／12:30～14：30　13:00 
●映画／13:00～14：30　※被災地支援上映会
 ｢スティーム オブ ライフ」
　　　　2011年第83回アカデミー賞
 外国語映画部門フィンランド代表作品

●基調講演／14：40～15：40 
 マンガ家　タナカ カツキ氏  
 演題：マンガ家 タナカ カツキの『サ道』について
●展示見学／15：40～16：20
●総会／16：20～17：10
 歓迎挨拶、会長挨拶、来賓祝辞、感謝状贈呈
 議長選出、議事、議長退任
●懇親会（鵜飼い）18：00～20：30 

※何艘かに分かれて乗船し、鵜飼いを観ながら
　食事をすることになります。

■参加費　お一人様／30,000円（宿泊なし22,000円)
『総会、懇親会（鵜飼い）』、1泊（4～5人部屋）朝
食付、税・サ込み。
二次会（柳ヶ瀬にて）10,000円 
■会場までのアクセス　　　   
　JR岐阜駅よりタクシーにて1,500円程。
　※時間帯により旅館の無料送迎バス有り。

6月6日（水）ゴルフコンペ
関カントリークラブ　8時17分スタート（6組予約) 
岐阜県関市山田芳洞1691-1 ☎0575-22-2424
●ゴルフコンぺ参加代金　5,000円
●プレーフィー約17,000円、その他飲食代金は各
　自精算願います。

■申し込みおよび支払い
申込締切日 平成24年5月15日（火）
申　込　先  公益社団法人 日本サウナ･スパ協会
 東京都千代田区九段南4-8-30 
 アルス市ヶ谷907
 電話 03-5275-1541 
 FAX 03-5275-1543
申込 方法 ＦＡＸまたは郵送（郵送の場合は必ず 
 コピーをお取り下さい）
振　込　み 平成24年5月20日までに以下に
 お振込み下さい
 協会指定銀行：みずほ銀行 市ヶ谷支店
 口座番号：普通1515810
 口座名：公益社団法人 日本サウナ･スパ協会

最後を一つの句で結んでいます。

お忙しい毎日をお過ごしの皆様に、そのようなすが
すがしい時をお過ごしいただきたい、そういう思いで精
一杯務めさせていただきます。
皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

十八楼　若女将 伊藤知子

日頃の疲れを川風でお流しください
江戸前期の1688 年に松尾芭蕉が岐

阜に滞在した際、長良川の風情に感動
して遺した名文に「十八楼の記」とい
うものがあります。その一文を今の言
葉にすると「中国の名勝洞庭湖周辺の
八景と西湖十景も、すがすがしいこの景色のなかにあ
るように思われる。この水際にある高い建物に名前を付
けるなら十八楼とでも言いたいものだ」という内容のこと
を記しています。この記は、芭蕉が「十八楼」と名を
引き合いに出して愛でた水楼の主だけでなく、地域の宝
としても伝えられていましたが、時代が下ると水楼は荒
れ果て、逸話も忘れ去られてしまいました。そのことを
悲しんだ私の祖先が、芭蕉が愛したこの地の風情を受
け継ぎ守るべく一念発起して屋号を「十八楼」と改称
したのです。以来、川風文化と温泉の心地よさをお伝
えし続け、十八楼は今年、創業 152 年を迎えます。
公益社団法人日本サウナ・スパ協会様の総会が開

催される6月は、金華山の新緑もまぶしく、川原町歩き
も最高に心地よい季節です。皆様方には長良川の鵜
飼、お料理、お湯、そして初夏の風情をたっぷりと味わっ
ていただきたく存じます。
長良川での逗留を心ゆくまで楽しんだ芭蕉は、記の

｢十八楼」若女将からの挨拶


