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第21回全国サウナ・スパ会議 浅草ビューホテルで開催
公益社団法人日本サウナ・スパ協会は平成 24 年 11

こと博報堂の越山剛氏と、「サウナジャンキー」こと電

月 27 日、浅草ビューホテル（東京都台東区）28 階ベ

通の原山壮太氏による講演「広告会社のマーケティン

ルヴェデールにおいて、第 21 回全国サウナ・スパ会議

グ視点に見る『サウナファン掘りおこし戦略』」が行わ

を開催した。

れた。広告界両巨頭が英知を結集してサウナ業界振

13 時 30 分、中野憲一会長の挨拶で会議は始まり、

興策を練るという前代未聞の講演に、参加者は息を飲

まず、サウナの普及啓発活動報告として吉田秀雄副

み聞き入った（2 面に関連記事）
。その後、協会理事

会長から 8 月に行った逗子海岸でのテントサウナイベン

でもある和温療法研究所所長の鄭忠和先生により公

トの報告がなされた。その後、昨年サウナ・スパ会議

益社団法人移行記念講演「サウナ及び温浴の効能と、

の講演が好評であったニュージャパン観光㈱元営業本

公益社団法人としての日本サウナ・スパ協会の役割」

部長、土肥英雄さんの現場に直結した講演、「道頓堀

がなされた。

メッセージが参加者の胸に響いた（3 面に関連記事）。
17 時 30 分からの懇親会は織茂明彦副会長の挨拶

ニュージャパン在籍 30 年のマネジメントを語る…店繁

鄭先生の「元気な方向けの高温サウナと水風呂の温

の後、鄭先生が乾杯の音頭を取った。会場片側のカー

盛への重点実施事項内容とその参考例（良効果、失

冷交代浴、高齢者や疾病者を癒す低温サウナの和む

テンが開くと、スカイツリーの全景が夜空に見事に浮か

敗から改善へ）…」（来年 2 月号より本紙コラム連載

温もり、この二つを両輪として国民の健やかな暮らしを

び上がり、会は賑々しくスタートした。各テーブルを廻

予定）があった。休憩をはさんだ後、サウナに惚れ込

支えることこそ公益社団法人の務め。温浴業界の未来

り名刺交換や旧交を温めながらサウナ談義に盛り上が

み自らプロサウナーを名乗る、
ハンドルネーム「コッシ―」

は明るい。それを信じて共に頑張りましょう」という熱い

り、平井要子常務理事の閉会の挨拶で幕を閉じた。

国際サウナ協会35周年、
フィンランドサウナ協会75周年記念式典参加報告
日本サウナ・スパ協会会長

中野憲一

国際交流事業として 11 月 13 日から一週間、私
を含め 15 名で、フィンランドの首都ヘルシンキで開
催された国際サウナ協会 35 周年、フィンランドサウ
ナ協会 75 周年の記念式典に参加してまいりました。
両協会の記念式典は 16 日、ヘルシンキ市内の
湖畔に建てられたフィンランドサウナ協会のサウ
ナ施設「Sauna Seura」で開催され、同夜市内レ
ストランでレセプションが開かれました。
「Sauna

リュやヴィヒタ、それにバルト海とつながる湖での

本 場の規 模に驚かされました。
「Sauna Seura」

Seura」はサウナの原点ともいえる煙突の無いス

冷水浴を楽しみながら、各国代表とサウナを通じ

は個人会員制で、利用者数は平日 150 人、週末

モークサウナが 3 つ、煙突のある薪サウナが 2 つ、 た裸の交流をするといった、フィンランドならでは

には 200 人以上。現在個人会員は大統領から一

電気サウナが 1 つあり、古き良き伝統を守ろうと

のサウナパーティーを体験しました。一つのスモー

般市民まで約 4 千名。サウナでは全員同等の人間

いう使命感に燃えた協会の人たちが運営していま

クサウナには約 2500 キロもの石を積んでおり、 になるという、サウナの原点を体験し、参加者は

す。6 つのサウナとカフェテリアが解放され、ロウ

燃やす薪の量は 1 週間で約 1000 キロとのことで、 非常に満足していました（４面に関連記事）
。
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東 京 都 協 会

内閣府大臣官房公益法人行政担当室長より
節電対策の取り組みについて

第 2 回懇親ボウリング大会を開催

今冬、いずれの電力管内でも瞬間的な需要変動に対応するために必要とされる予備率３％以上を確保でき
る見通しです。他方、大規模な発電所のトラブルが発生した場合、安定供給が出来ない可能性が懸念されます。
12 月 3 日から 3 月 29 日までの平日、
9 時から 21 時
（九州電力管内については 8 時から 21 時）までの間、
数値目標を伴わない一般的な節電にご協力をお願いします。
※経済活動に支障を生じない範囲（照明・空調等の節電等）での節電をお願いいたします。
※数値目標なしの節電については、一つの目安として定着節電として見込まれている定着節電値を参考としてください。
※詳細、北海道電力に関しては協会ＨＰをご覧ください。

（参考）
今冬の定着節電見込み
（平成２２年度比）
今冬の定着
節電見込み
（22年度比）

東北

東京

中部

関西

北陸

中国

四国

九州

▲2.2%

▲5.0%

▲2.8%

▲5.6%

▲3.4%

▲1.5%

▲5.2%

▲4.5%

東京都協会は、11 月 21 日「第 2 回懇親ボウリング
大会」を東京ドームボウリングセンター（東京都文京区）
にて開催しました。今回は店単位ばかりでなく、個人で
も参加ができるようにポスターも作成して広くスタッフに呼
びかけ、会員店舗から特に現場の若いスタッフを中心
に 29 名が参加。和気藹々とボウリングで汗を流し、終
了後は隣接する後楽園飯店において表彰式と懇親会を
行いました。優勝は吉田秀雄会長、準優勝は楽天地オ
アシスの伊野波盛武常務、第三位に㈱白興の吉田賢
治さんが入賞し、参加者の絶賛を浴びていました。
懇親会では日ごろの現場での苦労話や今後の行事

広告会社のマーケティング視点に見る
『サウナファンの掘りおこし戦略』 講演抜粋

予定など歓談し、英気を養い解散しました。今回は
㈱東京ドームさんに商品他の便宜をはかっていただき、
㈱秀斗、㈱明治、㈱旅館ランドリー、㈱白興の各社に
ご協賛いただきました。

てサウナの素晴らしさをお客様に伝えられるメッセージ

土肥氏の講演は
2 月以降のコラムで紹介

を持っているでしょうか。魅力をはっきり伝えられないか
ら、連想される幸せがイメージできない。だからこんな
素晴らしいものを知らない人が多いままなのです。
もっと知ってもらうにはどうしたらいいか。昔は情報発
信というとテレビ局や新聞社などでしたが今はツイッター
やフェイスブックなどのソーシャルメディアの発信者がた
㈱博報堂 ビジネス開発推進局 ディレクター 越山剛

くさんいます。口コミは一対一ですが、私の一回の発

㈱電通 第15営業局 営業部部長 原山壮太

信情報は２千人が見ます。大切なことは、一般のサウ

景気が悪いといわれる中、趣味的消費である娯楽レ

ナ好きたちに「あそこの水風呂素晴らしいよ」「○○

ジャー費だけは市場が拡大しています。私たちはツイッ

の企画が面白かったよ」などといった発信をいかに生

ターやフェイスブックではプロサウナーを名乗っているサ

み出すかということです。

ウナ中毒者ですが、
ヘビーユーザーをいかに増やすか、
これは業界の一つのテーマだと思います。

良く感じる 15 度です。ぜひ入りにきてください」。と告

呂です。サウナ室内はひな段の場所によって温度が違

知したら、
おそらくヤフーのニュースに出ます。
「なんじゃ

うので、意外に利用者側で温度コントロールが効きま

そりゃ、サウナ協会って何やってんの。15 度ってそもそ

すが、水風呂だけは自由が利かず施設が決めた温度

も何」と、話題になるでしょう。また出版社とタイアップ

の水風呂に入るしかありません。だから、水風呂が良

して雑誌を一冊作ってみる、というのも効果的でしょう。

いサウナを選びたい、これがプロサウナーたちが出し

施設はサウナの本質的価値を徹底的に追求する職

た結論であるわけです。水風呂の温度、サイズ、水

人的経営姿勢を持ってください。ファンは必ず次のファ

質がバッチリだともう最高です。

ンを呼んで来る、そこを信じてプロの本気を見せつけ

うです。釈迦に説法ではありますが、水風呂に入って
こそサウナの最高の気分が味わえるのです。
サウナという言葉を知らない人はいません、しかしサ

ていただいた内
容は、 昨 年 分も
織り交ぜながら何
回かに分けてコラ
ムで紹 介させて
いだきます。お楽
しみに。

例えば「３月７日サウナの日」に水風呂を 15 度にし
てお客様に、「サウナの日だけは私たちが一番気持ち

私たちがサウナを選ぶときのポイントは、ズバリ水風

しかし意外と水風呂の重要さを知らない方が多いよ

土肥英雄氏の「全国サウナ・スパ会議」で講演し

てください。
博報堂、電通の両社が一つのことを提案するという
のは広告業界初めてのこと。裸の付き合いというのは
ありえない事を起こすと、改めてサウナの素晴らしさを

ウナの素晴らしさを知っている人はそう多くはありませ

感じています。いつもお世話になっているサウナのこと。

ん。ということは、サウナの良さが一般人にきちっと伝

私たちの出来ることはお手伝いさせていただきますので

わってないのではないでしょうか。業界として、果たし

業界を盛り上げていきましょう。

正会員（12月1日付）※東北協会所属
[会社名］有限会社 富士舘
[店舗名］駅前サウナ24（旧サウナグリーン24）
[住 所］〒963-8002
福島県郡山市駅前2-6-4
[電 話］024-932-0302
[代表者］石田弘

東日本大震災義援金入金状況
11 月 11 日から 12 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
直接支援に充てられます。
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(12月10日現在)
㈱グランドサウナ…………………………… １０,５１８
スパリゾート雄琴あがりゃんせ……………… ３３,３７４
サウナセンター大泉…………………………… ５,８６４

（単位円）
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公益社団法人移行記念講演

サウナ 及び 温浴の効能 と、公益社団法人としての
日本サウナ・スパ協会の役割

和温療法研究所

所長

実に多彩な効果をもたらします。心不全に対する

治療と呼ぶためには誰がしても同じ結果を得ら

鄭忠和

急性効果、慢性効果、血管に及ぼす効果、不整

れなければならず、そのために、室内のどの部分

今年 4 月 1 日に公益社団法

脈に関する効果、機序に関する研修、心不全の予

も 60 度に維持される大型のサウナ治療室と、コン

人として新たなスタートを切ら

後に及ぼす効果、酸化ストレスを改善する効果、

パクトな小型サウナ治療室（キャスタ―付き、点滴

れた日本サウナ・スパ協会に

自律神経の改善効果、遺伝子の改善効果などに

ライン可）を開発しました。この中に 15 分入るこ

対しまして、改めて心からお祝

ついて科学的な根拠を解明し論文で発表してき

とで体温を 1 度上げ、さらに効果を引き出すため

いを申し上げます。サウナをライフワークとする私

ました。

に安静保温 30 分、最後に汗をかいた分の水分を

としては、本日記念講演の機会をいただきましたこ
とを、大変光栄に思っております。

乾式低温サウナの「和温療法」が
高度先進医療として承認
私が治療に温浴を用いたきっけは、1989 年に鹿
児島大学の霧島リハビリテーションセンターに赴任

この療法が今年の 5 月 21 日に心不全に対する

補給するまでを 1 クールとして一日に 1 回、週に３

高度医療として採択され、9 月 27 日の先進医療専

～ 5 回行うというのが「和温療法」です。高度先

門家会議で高度先進医療として正式に承認された

進医療として承認された「和温療法」はこれを厳

わけです。一般的な高度先進医療は先進的な高価

密に行うことで初めて使える名称なのです。

な機械を用いた治療を言いますが、サウナのような
馴染みのあるものを用いた治療法が高度先進治療
となるのは初めてのことです。

「日本サウナ・スパ協会」の
役割とこれから

患者さんの夢を叶えたいという思いをきっかけ

「健康寿命」という言葉をご存じでしょうか。厚

重症心不全の患者さんに出会ったことにあります。

に、1990 年に霧島リハビリテーションセンターの駐

生労働省が推進する国民運動「健康日本 21」の第

私はその患者さんの夢を叶えてあげたいと、一度ど

車場に研究用のサウナを作りました。その時、当

2 次が発表されましたが、その主たる目的が「健康

ころか毎日、自動昇降式のストレッチャーに乗せて

時協会の九州ブロック会長をなさっていた山田淳

寿命の延長」です。体が思うようにならず、
「早く

温泉に入れてあげたところ、患者さんは元気になり

雄さんから寄付を頂戴し、吹きっさらしの施設に

死にたい」という気持ちで長生きするのは、幸せ

一ヶ月半後には退院するという奇跡のようなことが

シャッターを付けさせていただきました。霧島の冬

ではありません。

おきたのです。

はとても寒いので、感謝しながら木枯らしを避け

した時、
「一度でいいから温泉に入りたい」と言う

この手応えから、本格的研究を開始したわけで
すが、入浴による水圧はやはり心臓に負担をかけ
るので、乾式低温サウナという発想に行きつきまし
た。ちょうどその時です、日本サウナ協会が 1991
年に「国際サウナ会議」を京都で開催するというこ

て研究を開始したことが昨日のことのように思い出

日本が目指すのは長寿であることをお年寄りが
喜べる社会、福寿社会なのです。
サウナやスパなどの温浴は体を温めることにより

されます。

「和温療法」は高齢者に合った
全人的医療

全身に効果を及ぼし、
「健康寿命の延長」に貢献
するだけでなく、
「健康日本 21」の基本方針である
広く国民の健康増進を総合的に推進するための力

とで、
私は「期待される新しい心臓リハビリテーショ

少子高齢 化の時 代と言われますが、2012 年 5

になります。また、脳卒中や関節障害などハンディ

ン―サウナ並びに温水浴による温熱性血管拡張療

月の発表では日本の人口 1 億 2752 万人のうち 65

キャップを抱える段階にいたっても役立つことがで

法」と題する講演をさせていただきました。これ

歳以上が 3000 万人以上。今後その割合は増加

きるのが、体を温めるお風呂、温泉、サウナなのです。

が協会とのご縁の始まりです。

し、2050 年には総人口に占める高齢者の割合が

私の長年の研究成果がそれを物語っています。

1998 年に鹿児島大学の第一内科の教授に赴任

40％を超します。100 歳以上は 1980 年には全国で

サウナというと、高温サウナと冷たい水風呂をイメー

してからは、若い教室員とともに温熱療法に打ち

1000 人もいませんでしたが、今はなんと 5 万 2000

ジする方が多いかもしれませんが、これはあくまで健

込み、2001 年には、和む温もりという意味で「和

人で、今後、毎年万人単位で増えていくというのが

康な方にとってのサウナです。私は医師の立場から、

温療法」と名前を付けました。和温は造語ですが、

日本のいつわらざる現状です。

病気や高齢者の治療としてのサウナの入り方を研究

意味が分かりやすいからか、それまでよりも理解し

人が命を閉じる原因はさまざまですが、80 歳を

してきました。協会はサウナの持つその両面を車の

てくださる方が途端に増えました。
「和温療法」は

超えた方の 3 割は心不全で、お年寄りに多い慢性

車輪として発展させながら、「健康日本 21」の推進

心不全は、心臓だけでなくいろい

力として温浴を国民の健康に役立てていただきたい

ろな臓器障害や血管障害、免疫

と思います。そこに公益社団法人としての協会の果

障害、睡眠障害など全身にわたる

たすべき役割と、温浴業界の発展という明るい未来

機能障害のために、心や精神を

があることを信じています。さあ、共に頑張りましょう。

■人口構造の変化

含めた包括的医療、いわば全人

今年 85 歳の私の恩師が、退官の時にこう言いま

的医療が求められます。そういっ

した。「命は長らえるためのものではなく、燃やすた

た意味で「和温療法」は高齢者に

めのもの」。私はその教えを守り、和温療法を広げ

合った治療法なのです。洋の東西

ていく所存です。いかに燃やすかは人それぞれです

を問わず治療というものは患者さ

が、協会の皆さま方の活動が、長寿を福寿に導く支

んに苦痛を強いるものですが、こ

援活動であっていただきたいと切に願っております。

の療法は全身的な効果があるばか
りか、気持ちが良いのです。
慢性心不全に対する治療指針を
日本循環器学会が定期的に出して
いますが、2010 年の改訂版に、積
極的に取り入れるべき治療として
「健康日本２１
（第２次）
の推進に関する参考資料」
より

「和温療法」が認定されています。

鄭先生がテレビ出演！

１月15日
（火）午後8時（予定）

「たけしの健康エンターテイメン
トみんなの家庭の医学」
（テレビ朝
日）
で「和温療法」を説明します。
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ヘルシンキより約10
湖を体 験 。また、式 典
モークサウナと氷 点 下の
遺産の古都、エストニア
翌日は高速船にて世界
民が利用するサウナを
共和国の首都タリンで庶
ナ&カプセル アムザ」
視察しました。以下「サウ
元気さん
「メンズサウナ」の井上
の森俊之さんと
。
から報告をいただきました

フィンランド イヴァロ
キーロパーのサウナ「クーラカルティオ」

フィンランド ヘルシンキ
フィンランドサウナ協会のサウナ「Sauna Seura」
バ ルト海 の ほとり、
最 高な景 色のロケー
ションにあるこの会員
制施設は、基本的に
タオル等は使用せず、
全 裸で利用するのが
通例とのことで、私達
もそのやり方でいきまし
た。スモークサウナは
すばらしく、サウナ室の天井は長年のススで真っ黒、うす暗いサウナ室とジ
ワッとくる蒸気がメディテーション（瞑想）の場としても最高でした。白樺のヴィヒタ
も使いました。またサウナ内で髪の毛を熱や傷みから守るためのサウナハットという
ものを初めて見ました。身体を冷ますにはサ

イヴァロ空港から車で約１時間、周り一面雪景色

ウナ室から出て、20 ｍ先にあるバルト海の

のログハウス内でのスモークサウナはとても新鮮でし

畔のある桟橋から海に入ります。心地良い

た。カメラで写真も撮ることができないくらいのスモー

風と海の冷たさは格別でした。ロビーではパ

クと蒸気で、サウナ室の照明は最小限のピンスポット

ン・コーヒー・ビール・スープ等の軽食が用

でその暗さにも驚きました。約 15 人の定員数で 2 段

意されているのですが、特にソーセージを

になっており、サウナの釜がとても大きく、サウナストー

串にさしてワイルドに炎で焼いて食べる姿は

ンも大量なので、ロウリュも迫力がありました。フィン

とても食欲をそそりました。時間を忘れてゆっ

ランドでは蒸気には白樺の薪を通して森の精が宿っていると考えられ

たりと過ごす、フィンランド人の休日を体験し

ていると聞きました。スモークで少し目が痛くなりますが、暗いサウナ

た思いでした。

室と香りで心地よい汗とリラックスができます。限界になったら身体中
から湯気を立てながら、そのまま薄氷が浮かぶ氷点下の川へダイブ。
川は人が入る部分だけが凍らないようにモーターで水を循環させてい
ました。ほんの数秒入っただけで身体中が震える寒さに変わりますが、
その冷めた身体でまたサウナ室に入ると生き返るようなあったかさを感
じさせてくれます。これを何セットかおこなって皆大満足でした。現地
の 50 ～ 70 歳代のグループ

ンキより物価が安く買い物目的の客も大勢乗り込んで
いました。タリンは綺麗な中世の町並みが世界遺産
に登録されており店員が民族衣装を着たお店も多く
見受けられ一日いても飽きないところでした。

客も来ていましたが、サウナ

エストニア タリン
「カルマサウナ」

の前に川に入るなど、強者

北極圏体験

最終 17 日は、朝早く大型客船に乗り込み対岸の
エストニアの世界遺産タリンの市街地を観光、ヘルシ

ばかりで驚きました。

タリン駅から徒歩 5 分ほどの住宅街にある地

イヴァロの夜は森に建てられたテントの中で、現地のビサ

元民用の公衆サウナで、料金は 7 ユーロ、タオ

さん一家（写真右）に北極圏の暮らしを教えてもらいなが

ルレンタルが 1,5 ユーロ、営業は 10 時～ 23 時。

らのワイルドディナーを体験。心温まる一

浴場内はカランとシャワー、水風呂とサウナ 1

夜だった。翌日はサンタクロースのようにト

室のみ。シャンプーなどのアメニティはなし。白

ナカイのそりで白銀の森を駆け抜けるとい

樺やオークのヴィヒタを販売していますが、マイ

う幻想的な体験も。トナカイは－ 70 度まで

ヴィヒタを持参する人もおり、ヴィヒタで体も洗っ

耐えられると聞いてびっくり。
視察団 15 名 上段左から
中野好絵、井上元気、
中野憲一、米田行孝、
加川淳、志賀正浩、
中山眞喜男、伊ヶ﨑征一、
松村讓裕、吉永昌一郎、
下段左から森俊之、武本悟、
阿戸健次、米田篤史、
若林幹夫（敬称略）
。

ていました。水風呂にはヴィヒタが散乱し、入る
気にはなれません。サウナ内はフィンランドと同じく蓋
付きストーブでベンチは 6 段とかなり高く、収容人数
は 25 ～ 30 人ほど。ヴィヒタで叩きまくるので定期的
に清掃が入るため、サウナ室から一度追い出されま
した。現地の方はサウナストーンにガンガン水をかけ
るので、最上段はかなりの体感温度でした。アロマを持ってきている人もいました。
ここではクールダウンに水風呂ではなく、シャワーを浴び談話室でビール、またサウ
ナの繰り返しのようでした。庶民のサウナの使い方を知る視察となりました。

協会の研修企画で体験型ツアーのタイトなスケジュールでしたが、
ご参加の皆さんに協力をいただき無事に終了することができました。お疲れ様でした。

