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厚生労働省後援の養成研修講座に！
公益社団法人日本サウナ・スパ協会の公式資格「サ
ウナ・スパ健康アドバイザー」の養成研修に対し平成
28 年度事業として厚生労働省後援の許可がおりた。こ

施設内での事故に対応した応急手当てなど、温浴を安全
で効果的に活用するための知識が盛りだくさんだ。
近年サウナ・スパ好きの著名人の話を耳にするように

れは「サウナ・スパ管理士」、「サウナ・スパ健康士」 なったが、芸人としてお茶の間でお馴染みの、インパル
に続くものだ。

スの堤下敦さんは温浴好きが高じて個人的に「サウナ・ を企画。当日は大盛況となった。

受講開始から２年が過ぎ、
これまでに970 名が受講した。 スパ健康アドバイザー」を取得。自身の SNS で報告し、
受講者は、温浴施設スタッフとサウナやスパの一般ユー
ザーで、その比率はおおよそ６：４。学ぶ内容は、諸症状

インパルス
堤下敦さんも
アドバイザーを取得！

温浴に関する情報を多数発信している。

堤下さんはアドバイザーの認定書を片手に会場の笑
いを誘いながら、温浴の素晴らしさをお客様にアピール

（4 面に関連記事）
堤下さんの地元の相模健康センター（㈱三蔵商事、 した。

に効果的なお風呂やサウナの入浴法や効果、禁忌などに

岡村篤秀社長）では、厚労省後援決定を機に、自社

加え、温浴後の体を温めてのボディケアの効果と実験など

の幹部社員 30 名の受講を制度化。それに加えて、6

も含まれる。温まった体に効果的なツボ指圧 20 選や温浴

月 2 日、本紙取材のイベントとして堤下さんのトークショー

東日本大震災から5年

■受講料は5,000円（テキスト代、試験料、Diploma
〔登録証〕、特製ピンバッチ）。申し込みは協会ホーム
ページから。http://www.sauna.or.jp/

平成28年度 全国総会を仙台で開催

日本サウナ・スパ協会は、6 月 2 日、仙台市秋保温

いたサウナが、被

泉「佐勘」において全国総会を開催した。「佐勘」

災地の皆様の心と

は古き日本文化を色濃く残す千年の歴史がある宿で、

体を癒す様子を見

5 月 20 日の「G7 仙台財務大臣・中央銀行総裁会議」

て、自らの仕事へ

が開催された東北きっての大型老舗旅館。総会はそ

の認識を新たにす

東北の温かさ、 おもてなしの心
に触れた旅

の折、
記者会見に使われた絨毯も真新しい大広間「辻

ることが できまし

体験入浴の後、席を改めた懇親会では、仙台の郷土

が花」が会場となった。

戦練磨代表取締役社長の上山康博氏による記念講演
（3 面に関連記事）と続いた。

た。あれから 5 年、
この地で総会を開催することができ、

芸能「すずめ踊り」が披露された。若者たちが継承し、

今の状況をご覧いただける機会をいただけましたことを

年々人気を博しているというこの踊りで懇親会は一気に盛

り、東日本大震災の情報を発信し続けているジャーナリ

感謝いたします。遠路はるばるありがとうございました」

り上がった。その後、来年の総会開催のホスト協会であ

ストの葛城奈海さんによる司会で総会は始まった。

と挨拶すると、参集した会員から大きな拍手が湧きお

る愛知県協会の面々が壇上に上がり、森信仁会長が来

こった。

年の中部地区での再会を約束し、懇親会を閉会した。

午後 2 時半、仙台を中心に活躍するキャスターであ

ホスト協会を代表して東北協会会長の松村譲裕氏
がまず壇上に上がった。「東日本大震災の折には、テ

中野会長の開会の挨拶、来賓祝辞。その後、日本

ントサウナ、マッサージ、物資など様々なご支援、迅速

赤十字社東北ブロック血液センターの豊田尚志氏に中

し切りバスで宮 城 県の女 川 町、

なご対応、ありがとうございました。ビジネスだと思って

野会長から献血運搬車輌の鍵が贈呈され、日本赤十

石 巻 市 雄 勝 町の被 災 地を巡っ

字社から協会への感謝状が授与された。各加盟店の

た。女川では商店街で居酒屋を

募金を購入費用に充てた本車輌は秋田県のアトリオン

営む伊東陽子さんに、雄勝町では葉山神社の宮司、千

血液センターで活躍する。

葉秀司さんにより震災当時の状況、そして今に至るまで

総会はつつがなく終了し

翌日は葛城さんの案内により貸

の経緯をうかがった。

（2 面に関連記事）
、恒例

初夏の三陸の海は美しく、地元で活躍

の賛助会員の商品展示

しておられる素晴らしい方々のもてなしを

（3 面に関連記事）
、㈱百

受け、心に残る一日を過ごした。
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全国総会
定款により代表理事である中野会長を議長に選出。 総

呼びかけました。また、加盟店フロントでは年間を通じ

会成立報告のあと議事録作成者に若林幹夫理事を指名し
て以下の内 容の議事に入り、拍手をもって承認された。
（以

議事抜粋

て日赤募金箱を設置し募金活動を実施。
３（公 2）基準策定研修事業

下、議事抜粋）

ア 基準策定事業

第一号議案
平成 27 年度事業報告書及決算関係書類承認の件

①自主管理基準である「サウナ ･スパ営業施設にお

１ はじめに

ナ設備設置基準」の周知徹底し、
「循環式浴槽にお

２（公 1）啓発普及事業

けるレジオネラ症防止対策マニュアル」を配布するな

ける衛生確保に関する自主管理基準」並びに「サウ

ア 調査研究事業 ・セラミック製サウナストーンの耐熱、耐

ど、環境衛生の向上に努めた。
（２）レジオネラ属菌

水性能の調査。サウナ・スパ施設の 26 年 9 月〜 27

及びノロウィルスなど感染症発生事例と対策につい

年 10 月までの入館数、総売上等の前年対比データを

て機関紙を通じ周知。
（３）サウナ営業施設の衛生

収集分析。健全なサウナ・スパ事業の動向を調査。

水準の向上を目的とした㈱日本政策金融公庫融資制

イ 機関紙頒布事業

度「サウナ営業設備資金貸付」の周知。

機関紙 ｢ＳＡＵＮＡ ･ ＳＰＡ｣ の定期発 刊（奇数月）

イ 優良店認定事業

により、サウナ・スパの正しい知識、安全で正しい

ウ 養成研修・資格登録事業

について紹介。

登録更新のための研修会を開催しました。②第 23
回サウナ ･スパ健康士養成研修講座を開講すると共

動、サウナやスパの身体への効果、正しい知識の普
及および加盟店や賛助企業の紹介等の情報を提供。

５ その他
会計については健全財政の確立と公益法人会計業務

①第 21 回サウナ ･スパ管理士養成研修講座 また、

公式ホームページ並びにフェイスブックを通じ事業活

組織の根幹である会員加盟の促進を、協力団体の地
区協会と協力し、取り組み基盤の整備。

の適正化に努めた。

利用法等を掲載。温浴業界の最新情報や協会活動
ウ インターネットによる情報提供事業

４ 会員拡充

平成２７年度決算報告
平成 27 年事業年度（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28
年 3 月 31 日まで）の決算を下記のとおり報告します。

に、登録更 新のための研修会の実施。③サウナ・

決算報告目録

スパ健康アドバイザー資格講座の実施。

前期末正味財産
当期正味財産増加額

エ 研修事業

70,990,184
▲ 1,462,631

①沖縄県での第 10 回東アジアスパ会議を開催。日

当期末正味財産

マスコミへの情報開示、飲酒をしてのサウナ浴の禁

本、中国、韓国、モンゴルから 130 名が参加。記

会計担当の織茂明彦副会長からの収支内訳の概要の説

止など事故防止への告知、並びに広報活動の実施。

念講演は前田眞治氏の「各国の温浴文化と歴史」
。

明がなされ、最後に、
「必要な事業や視察・研修は積極的

②第 24 回全国サウナ・スパ会議をスクワール麹町

に行うよう心がけていただき、支出していきたいと思ってお

①普及啓発 ・ 3 月 7 日サウナの日のイベント「満 37

（東京都千代田区）において開催。記念講演は天野

ります。厳しい部分もありますが、良い協会活動を続けら

歳＋お連れ様ご招待キャンペーン」を実施、ポスター

惠子氏「サウナを利用した和温療法の難病治療への

れるよう努力することが、会計の務めだと思っております」

等で告知。サウナの日記念タオルの制作、配布。
・

活用」他。③地域における勉強会 ･ セミナーに広く

と結んだ。

国内でのサウナ・スパ関連展示会を後援周知。なお

参加を呼びかけ、その活動の奨励及び支援の実施。

展示会によりサウナ関連の書籍等の展示並びに教育

④会員相互の連帯感と従業員の資質向上を目的とし

書が読み上げられ満場一致で承認された。

た視察研修のための社員研修用共通入浴券を配布。

第二号議案
任期満了に伴う役員選任の件

エ メディア対応事業

オ その他

研修制度公式資格の紹介及び募集の実施。・フィン
ランドヴィレッジ（長野県小海町）にて開催された、

オ 顕彰事業

その後、山野克己監事、韮澤亮司監事による監査報告

役員改選に基づき、理

小海フィンランド協会 夏至祭並びにフィンランドサウ

沖縄県での創立 25 周年総会に於いて、厚生労働大

ナクラブ 第 1 回日本サウナ祭りの後援。サウナ祭り

臣感謝状（3 名）、厚生労働省健康局長表彰（3 名）

事、監事、諮問委員の名

が授与された。

前が読み上げられ、満場

ではリトアニアのウィスキングや移動式サウナを公開、
メディア関係者らによりソーシャルメディア等で発信され

一致で承認された。その

カ 相談事業

た。②社会貢献 日本赤十字社の協力を得て 3 月 7 日

営業に必要な法的許可、衛生管理基準、消防基準

後、新理事の岡村篤秀氏

サウナの日に全国献血推進キャンペーンを実施。愛知、

等について相談を受付、会員のみならず各地の消防

（三蔵商事 ㈱）から自己

岐阜、宮崎、長崎の各地区では積極的に街頭献血を

局、設計施工関係者等からの相談に対応。

協力団体

総会開催

全国総会と相前後して各地区でも協力団体の
総会が開催された。（日程順）

九州沖縄協会（枝元倫理介会長）

時総会を開催し各議案を承認。懇親会の
始めには、熊本地震の被災者へ黙祷を

神 奈 川 県 協 会 勉強会
7 月 13 日、スカイスパに於いて神奈川県サウナ・スパ協会 ( 織茂明彦会長）は

宮城県仙

らありました。また、オストメイトに関する事例についての説明では、厚生労働省か

台市の「竜

ら出されている協力依頼や『入浴用パウチ保護フィルム』があることなど、また、

泉寺の湯

最近流行り始めた臭いの強い電子タバコ ( アイコス ) について、「お客様間のトラ

仙台泉店」

ブルが懸念される」などの声があるため、
その対応について意見を出し合いました。

6 月 2 日、

通り満場一致で承認された。

東京都協会（岸野肇会長）

6 月 13 日、
ネット
・カンファレンス会議室（東

京都千代田区）において総会を開催し、

関西協会（米田篤史会長）

各議案は原案通り満場一致で承認された。

定時総会を開催、各議案は原案通り満場

挨拶する岡村理事

勉強会を開催しました。昨年 10 月から今年 5 月までの前年対比の資料や、人手

捧げました。
6 月 15 日、有馬グランドホテルにおいて

紹介と挨拶があった。

愛知県協会（森信仁会長）

において総会を開催し、各議案は原案
5 月 15 日、グランドハイアット福岡にて定

69,527,553

神奈川県総会（織茂明彦会長）

不足の解消方策、省エネを含めたリニューアルや価格の改定などの報告が各店か

東 京 都 協 会 勉強会
東京都協会（岸野肇会長）は 7 月 12 日（火）
、
「第 76 回体験入浴会・勉強会」
を埼玉県所沢市の「ザ・ベッド＆スパ 所沢」にて開催し、35 名が参加しました。
最初にカプセルの見学。続いてリニューアルにいたったいきさつや、リニューアル
後のお客様の動向や今後の課題などについて説明をいただきました。
恒例の「知りたい情報 ( 過去 3ヶ月の対前年同月比 )」について、参加店舗ご

5 月 18 日、横浜聘珍樓にて総会を開催

との説明があり、特にゴールデンウィークのお客様の動向やカプセル客の傾向等に

一致で承認された。

し、日本協会若林事務局長より熊本地震

岡山県総会（松田次雄会長）

ついて、活発な意見交換が行われました。プレゼンテーションとして、ＡＡＡメンテ

被災地ボランティア活動報告がされた。各

ナンス㈱、㈲ツシマ、東洋バルブ㈱、オカ㈱、㈲小野里保険事務所の各社から

議案は原案通り満場一致で承認され、役

商品やシステムの説明をしていただきました。

員改選では、加川淳氏（㈱加川商事）
が新理事に就任した。

今回は賛助会員の皆さんにもご参加を頂き、各店舗の支配人から商品や技術
に関する質問や意見交換を行いました。

厚生労働省人事
7 月 13 日、ホテルメルパルク岡山におい
て通常総会を開催。日本協会の中野会長
が来賓挨拶。各議案は原案通り満場一
致で承認された。

生活衛生・食品安全部 生活衛生課長

榊原毅氏に

厚生労働省の人事異動があり、公衆浴場を所管する課長の長田浩志
氏が退任し、6 月 21 日付で新たに榊原毅氏が就任した。正式役職名は
厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部 生活衛生課長。
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全国総会恒例
商品展示会

恒例の商品展示に先立ち、各社の担当者がマイクを握り、展示商品に関する概要の説明があった。また今年は総
会会場が広かったことから、会場の後方に展示コーナーを設営。そのためもあり、参加者はギリギリまで展示内容
を見て担当者から話を聞くことができた。

AAA メンテナンス㈱

㈱ WEBB INN

トコジラミは
害虫駆除のプロにお任せ

リポス㈱

Yahoo! の検索広告トップに
御社の名前を

協会推奨商品「リポスマット」と「３D メッシュ枕」、
「フィットシーツ」

弊社は害虫駆除の専門
弊社は宿泊産業に特化し
「リポスマット」は、60
会社で、今日は最近問
た広告代理店でして、本
㎝×110 ㎝ が 定 番で
題化されているトコジラミ
日はサジェスト対策をご紹
すが、80㎝×200㎝と
（ 南 京虫） 対 策を提 案
介いたします。Yahoo! で
いう大き目サイズをパ
させていただきます。トコ
特定のキーワードを検索
ウダールームの足 元
ジラミは虫自体が 5 〜 8
した時、例えば「新宿
等に提案させていただ
㎜と、見える大きさなの
カプセル」と入力した時、
きます。またカプセル
で、休憩室のリクライニングシートなどに住み着くとすぐ
御社の社名を検索広告の
ホテルや仮眠室等で
お客様からクレームがきます。駆除だけでなく、応急処 トップに出すようにできるシステムです。実際、
弊社が「埼 お使いいただく「３D メッシュ枕」。ベットメークを簡素化
置の殺虫剤や捕獲トラップ、そして虫の標本も展示しま 玉 求人」で登録したところ、HP のアクセス数が約 させる「フィットシーツ」も展示いたします。両方非常に
すのでご覧ください。
40 倍に伸びました。ぜひこの機会にご覧ください。
評判の良い商品ですので、ご覧ください。
担当：内田翔

電話 03-5752-1380

担当：安達桂

キリンビールマーケティング㈱

ビール離れ対策に 美味しさ際立つ「ひんやりあんず」
今回は新発売の「キリン杏露酒 ひん
やりあんず」を紹介させていただきます。
あんずの果実を冷凍することで、スッキ
リ感と鮮度を高め、あんず本来のみず
みずしい味わいが感じられます。ビー
ル離れによりアルコールの消費が減少
する中、甘さ控えめで美味しく、しかも
おしゃれなカクテルは、単価アップにお役に立ちます。ぜひお試しください。
担当：村井尊

全国総会記念講演

電話：049-265-8801

担当：大賀達夫

電話 06-6329-5181

アサヒビール㈱

究極のコクキレ！本格生ビール「アサヒ ザ・ドリーム」
「アサヒ ザ・ドリーム」は糖質
50％オフでありながら爽快なうまさ
を特徴とした本格生ビールです。
麦芽比率を 1.2 倍に高め、高度
な発酵管理技術によりコクキレを
極度まで高めました。もう一品は、
アルコール度数９％のフレッシュチューハイ「アサヒもぎたて」です。収穫後 24 時間以
内に搾汁した果汁を使用し、果実感があふれる飲みごたえあるチューハイです。

電話 06-7730-9183

担当：中島幸彦

電話 03-5608-5158

観光立国ニッポンの波に乗れ！

インバウンド・合法民泊をどうビジネスチャンスに繋げるか
上山康博

今後、合法民泊を営業するには、試験的に

今年の記念講演は、楽天トラベル株式会社新規

国家戦略特区を限定して旅館業法適用を除外

㈱百戦錬磨

代表取締役社長

事業部執行役員を経て、2012年仙台市で㈱百戦
錬磨を設立した上山康博氏による「民泊」に関する
話。民泊が温浴ビジネスにどのように関係するか、
興味深々で耳を傾けはじめた参加者は、30分後に
は身を乗り出して聞き入っていた。
さまざまな評価
があるアベノミクス
の中で 絶 対 的な
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し、要件を決めて受け入れる方法、旅館業法
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を緩和して管理する方法、来年から施行される
であろう民泊新法に則り管理する方法、の３つ
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です。しかし前者 2 つの方法は規制が多く、
需要に追いつきませんから、闇民泊をなくすに
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は民泊新法を施行するしかないのが現状です。

民泊によるビジネスチャンス
を見逃すな
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成功を収めている

では温浴事業をやっている皆さんにとって、民泊は

民泊ブームを新たなるビジネスチャンスととらえて、新

の が 訪日外 国 人

何のメリットがあるのでしょうか。ビジネスはルールが変

法の内容に注意を払っていただき、ビジネスに役立てて

の増加です。アジ

わる時、新たな技術が出来た時、その時がチャンスで

ください。不明な点がありましたらご連絡ください。

ア圏の方々は短期

す。民泊をライバルだと思わずビジネスチャンスを探し

間の旅をしますが、ロングバケーションの習慣がある欧

てください。

㈱百戦練磨
TEL03-6206-9176 FAX03-6893-0293

米の方々は手ごろな価格の宿泊施設を探しています。

例えば、カプセルホテルの満室が続く時、需要があ

民泊の増加は世界的な流れで、民泊施設は全世界

るから一つホテルを建てよう、というのは普通の発想で

で 200 万物件あるといわれています。ご存知のように

す。しかしどんな場合も過剰な投資は控えるべきで、

日本の民泊は急増しており、昨年の 5 月で 7,800 件、

そういう時、温浴施設のフロント機能を活用して、近隣

11 月で 21,000 件、今年の 3 月で 30,000 件を超してい

のマンションとか、一軒家、もしくはテナントの入らない

ます。これほどの数がありながら、実はそのほとんどが

オフィスビルを借り上げて管理するのはどうでしょう。ホ

闇民泊。つまり違法で、ネットで仲介している会社は日

テルを建てることに比べたら非常に少ない投資で、部

本の会社ではありません。日本の宿泊施設は旅館業法

屋を確保することができ、景気が悪くなったら、半年前

に基づいて営業しており、民泊もそうあるべきです。た

に部屋を解約すればリスクは少なくてすみます。

だ、訪日外国人が予想以上に急増し、今後も増えるで

もっと簡単に考えれば、民泊新法によって合法民泊

しょう。一方日本人の人口は急激ではないものの減って

が増えていくでしょうから、弊社のような会社からフロン

います。その中で、訪日外国人の宿泊所の需要をどの

ト機能だけを請け負う、というのもアリでしょう。合法的

ように経済に取り込んでいくかは非常に大事な問題で、

な民泊の場合身分証明書の提示等が必要ですから、

公平でしかも順守可能なルール作りが求められており、

チェックインとチェックアウト時にリアルな業務が必要とな

閣議で民泊新法を検討するまでになっています。

り、フロントシステムの需要は増えます。

熊本地震義援金

募金箱

5月11日から7月10日まで各店舗に設
置した、
熊本地震義援金募金箱への募
金金額は以下の通りです。今後ともご協
力のほど、
よろしくお願い致します。
■寄付金入金状況
（7月10日現在）
湯〜とぴあ宝 ……………………………￥３９,０３６
（株）
ウェルビー …………………………￥３７,４５９
（株）
アロマ ………………………………￥２２,７１２
国際企業
（株）……………………………￥２５,７６３
沖縄健康サウナ …………………………￥２３,１２６
（株）
グランドサウナ ………………………￥１３,３５０
（株）
希風 …………………………………￥３９,５２１
東洋健康ランド …………………………￥２２,２０６
オアシスサウナアスティル ………………￥４１,００４
サウナ＆カプセルイン岡山 ……………… ￥６,３６３
サウナ・サン ……………………………… ￥９,８４０
小海フィンランド夏至祭募金活動 ………￥２３,１００
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暑中お見舞い
公益社団法人日本サウナ･スパ協会

会

中 野 憲一

長

〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-8-30
アルス市ヶ谷 907
TEL 03-5275-1541
（代） FAX 03-5275-1543

横須賀建物株式会社
サウナトーホー

平成二十六年 吉日
株式会社東新アクア

織 茂 明彦

代表取締役

〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通 1-2
TEL 0468-26-1848 FAX 0468-26-1849

洪 里 卓 志

〒530-0015 大阪市北区中崎西 2-1-9
TEL 06-6312-7521

九州沖縄サウナ・スパ協会
会

長

事務局長

枝 元 倫 介
志 賀 正 浩

〒182-0038 福岡市博多区祇園町 8-13
プリンスビル３F ㈱ウェルビー内
TEL 092-271-3354
shiga@wellbe.co.jp

中野憲 一
中野克 啓

代表取締役会長
代表取締役社長

〒542-0071 大阪市中央区道頓堀 2 丁目 3-28
TEL 06-6211-0832（代）

〒130-0014 東京都墨田区亀沢 1-5-12 東新ビル 2F
TEL 03-3621-2617 FAX 03-3621-2618
www.edoyu.com

会 長

松田次雄

〒700-0904 岡山市北区柳町 1-13-21
TEL 086-233-7351 FAX 086-233-7352

株式会社 メビウス

代表取締役社長

オアシスサウナ アスティル
〒105-0004 東京都港区新橋 3-12-3
TEL 03-5401-0356
http://www.oasissauna.jp/

松村 讓 裕

株式会社 ユーランドホテル八橋
〒010-0961 秋田県秋田市八橋イサノ 2-16-29
TEL018-863-7811 FAX018-863-7210
株式会社 村幸（カプセル＆サウナ ロスコ）
〒114-0015 東京都北区中里 2-4-8
TEL03-3940-3331 FAX03-3915-0737

心のこもったおもてなしをご提供します。

キリンビール株式会社
その感動を、わかちあう。

代表取締役社長

平 井 要 子

（公社）日本サウナ・スパ協会諮問委員
岡山県協会

サウナ＆カプセル 大東洋
サウナ＆カプセル アムザ
代表取締役

代表取締役

両国湯屋江戸遊
神田アクアハウス江戸遊
市原天然温泉江戸遊

布 施 孝 之

〒164-0001 東京都中野区中野 4-10-2
中野セントラルパーク
TEL 03-6734-9738
（代）

アサヒビール株式会社

小 野
平
路 伸
明 一
善

代表取締役社長

しん

いち

〒130-8602 東京都墨田区吾妻橋 1-23-1
TEL 03-5608-5226 FAX
TEL 03-5608-7112
03-5608-5111

代表取締役会長

鈴木 皓雄
株式会社 エーワン・ホールディングス
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-7-1
新宿171ビル5階
TEL 03-6457-8611 FAX 03-5361-7062
e-mail : suzuki-t@a1-hd.com
http://al-hd.com

実績と経験に育まれたノウハウこそ、
私たちの経営資産です。

株式会社リフレッシュセンター

鬼 塚

代表取締役

健

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 4-2-26
天神第一ビル 6F
TEL 06-6101-8511

水 をテーマにリラクセーション空間を創造する

代表取締役

重

株式会社

隆 文

アクアエンタープライズ

〒105-0004 東京都港区新橋 5-10-7 山下ビル
TEL03-3433-4177 FAX03-3433-4188

URL http://www.aquaenterprise.co.jp

シック・ジャパン株式会社
代表取締役

吉 田 智彦

〒141-8671 東京都品川区上大崎2-24-9
アイケイビル
TEL 03-5487-6801

株式会社 旅館ランドリー
代表取締役

関 口 晴 雄

〒212-0057 川崎市幸区北加瀬3-21-10
TEL 044-588-048 FAX 044-599-2648
事務所 川崎・横須賀・町田・千葉
http://www.r-laundry.com
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申し 上 げ ま す

平成二十八年 盛夏

埼玉県サウナ・スパ協会
代表取締役

米田 行 孝

会

副会長

代表取締役

〒252-0004 神奈川県座間市東原 3 丁目 15-7
TEL 046-252-0588
FAX 046-251-7360

大 崎

会

石 垣 繁 一

神 山

敏

事務局長

〒104-0045 東京都中央区築地 6-16-1
築地 616 ビル
TEL 03-3542-0333
（代）

代表取締役

遠 藤 宏治

〒501-3992 岐阜県関市小屋名 1110
TEL 0575-28-3131

環境に優しい

ecoタオル製品

代表取締役

代表取締役社長

淺香

大賀康司

ASAKA

正樹
MASAKI

本 社 TEL（06）
6329-5181
（代） FAX（06）
6329-5185
東 京 TEL（03）
3568-6801
（代） FAX（03）
3568-6805
E-mail: info@repos-osk.com

株式会社 朝日印刷
福岡支店
支店長

〒650-0022 神戸市中央区元町通 2-3-2 ジェムビル 6F
TEL 078-392-1234

リネンサプライ・寝具販売等
いつでもご相談下さい

乾燥時間約23％短縮

実用新案第3199408号

内 門 康 弘

〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目25番25号
TEL 092-482-4351

空気と水のエンジニア

不二熱学工業株式会社

代表取締役

近 藤 康 之

東京支社
支店営業所

米 田 篤史

株式会社 白興

〒460-0008 名古屋市中区栄 3-27-33
ローターリーマンション栄 2F ㈱ウェルビー内
TEL 052-261-5003

代表取締役社長

憲碩

〒220-0011 横浜市西区高島 2-19-12 スカイビル 14F
TEL 045-461-0223

代表取締役社長

森 信仁
和田秀暢

長

金

株式会社ジェム
神戸サウナ＆スパ

〒532-0024 大阪市淀川区十三本町 1-14-3
TEL 06-6309-7558（代）

洋

〒730-0027 広島県広島市中区薬研堀 8 番 8 号
TEL 082-243-0227

代表取締役社長

代表取締役社長

愛知県サウナ・スパ協会

株式会社ニュージャパン
代表取締役

湯遊ランドホテル三光

石垣商事株式会社
ニューサウナ シャン

岡村篤秀

代表取締役

サウナ＆ホテル
パークプラザ大宮

〒330-0845 さいたま市大宮区仲町 1-119-1
パークプラザ大宮ビル 6F
TEL 048-642-3715 FAX 048-641-7491

〒460-0008 名古屋市中区栄 3 丁目 27 番 33 号
TEL 052-261-1401 FAX 052-241-3333

三蔵商事株式会社

阿戸健次
木所勝邦

長

国際企業株式会社

〒143-0023 東京都大田区山王 2-5-9
TEL 03-6429-3600
大阪・浜松・名古屋・奈良・神戸・福岡・鹿児島

（順不同）
背景の風景は俵山峠展望所からの南阿蘇。

堀井 正隆

本社
本
社 東京都荒川区荒川
東京都荒川区荒川 3-33-1
3-33-1 TEL
TEL03-3807-0306
03-3807-0306
リネン開発部 埼玉県三郷市早稲田
2-3-15 島村ビル2-14-5
2F-A
リネン開発部 埼玉県三郷市三郷
048-951-1953
（営業担当 小島） TEL 048-949-5755

最上級のリラクゼーションを
目指しています。
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サウナ・スパ健康アドバイザー

堤下敦の確信！

これからサウナは
もっと流行ります！

「サウナ・スパ健康アドバイザー」 厚生労働省 後援資格決定記念トークショーで、お客様にディプ
ロマを披露したインパルスの堤下敦さん。幼いころから野球に没頭し、名門、無相高校の野球部キャ
プテンを務めたスポーツマン。堤下さんとサウナの出会いとは、そして「サウナ・スパ健康アドバイ
ザー」を取得した理由とはー。
サウナには毎日入っています。地方に行く時にはホ

た。スキューバーダイビング、バイク、自転車、筋トレ、

テルよりスパで泊まりたいくらいです。小学生の時から

すべて学ぶことで一層好きになるんです。今はもっと

銭湯に行くのが好きで、野球をやり始めてからは地元

温浴やサウナについて勉強したいと思っています。

の銭湯にサウナがあったので、しょっちゅう行っていま

最近、サウナ人気はうなぎ登りですよ。以前、格

した。サウナトランスっていう感じはそのころ知りました

闘家たちは減量時以外は体力が奪われるといって敬

が、それよりもサウナに入ると疲れが取れるので行っ

遠していましたが最近は違います。この資格をとって

ていました。その頃はもちろんヒートショックプロテイン

からは、いろんな方が僕の言う事を聞いてくれるよう

（HSP）なんて知りませんでしたが、
体感がありました。 になりました。
サウナの効果的は入り方を教えて、
と言っ
大人になって仕事で売れた後、サウナで話しかけ

てくるスポーツ選手もいるほどです。アスリートとして

られて疲れたことがあったので、サウナから遠ざかっ

は HSP の効果を期待するわけですが、彼らがサウナ

ていましたが、ダイエットした時にサウナに入ったら調

を習慣にするようになると、一般人が真似をします。

子が良かったので、また習慣になっています。

僕らはサウナの知名度を上げることはできますが、ア

僕の場合、勉強すればするほど好きになるので、 スリートはサウナの効能を広げることができる。だから。
好きになるために勉強したいと思って資格を取りまし

これからサウナはもっとは流行ると、確信しています。

「サウナ・スパ健康士」 についての説明会を開催
協会は 7 月 8 日、9 日の両日、神戸サウナ＆スパにて、
「サウナ・スパ健康士」に関する説明会を開催した。
講師は養成研修講座（厚生労働省後援）講師の志賀正浩先生。同店はすでに全スタッフが「サウナ・スパ健康
アドバイザー」資格を取得済みで、スタッフには技術系の仕事に就いている方も多いので、専門的な質問もあり、
熱のこもった説明会となった。本説明会はすでに福岡でも開催されて好評を博している。養成研修講座 ( 管理士、
健康士）受講を検討中 の方は、7 月末までに協会事務局まで。案内は HP に掲載しています。

小海フィンランド夏至祭で「サウナ体験会」
わが国で唯一のサウナカーをテレビ局が取材
6 月 25 日 ( 土 )、例年行われ
ている小海フィンランド夏至祭
がフィンランドヴィレッジ（長野
県）で開催された。協会はボラ
ンティアスタッフを編成し、本
格フィンランド式サウナ、薪サ
ウナのコタ、サウナカーの 3 種
のサウナの体験会を実施して
夏至祭を後援。フィンランドの
方もたくさん参加したので、サウナと湖の冷水浴を繰り返す方も多く、日本では珍しい屋外
でのサウナ体験を満喫した。
同スタッフは、サウナ効果やロウリュなどを説明するかたわら、コッコマッカラ（粗挽きウィ
ンナー）を焼いて販売、売り上げ全額を熊本地震募金に充てるという募金活動も実施した。
また、熊本地震の支援にもあたった日本で唯一のサウナカーが信州テレビで紹介された。
（ボランティアスタッフ：齊藤英明、小野保行、吉川孝一、中野好絵、小池いづみ、重隆文、若林幹夫）

「第11回東アジアスパ会議2016」
中国山西省で9月7日から開催
会議参加ツアーは9月6日発 5泊6日

昨年沖縄で開催した東アジアスパ会議が、今年は中国・山西省
の太原において７日から開催。会議終了後バスで平遥へ移動し、
世界遺産の視察など予定されている。協会は中野会長を団長とし、
参加メンバーを募り上海経由で太原の会議に参加、会議終了後 10
日に上海へ戻り極楽湯 2 号店の視察などを予定している。案内は
HP に掲載、参加希望者は事務局まで。

ダイエット＆ビューティフェア

2016

今年も 9 月 12 日〜 14
日、ビックサイト（東京都
江 東 区） で「 ダイエッ
ト＆ビューティフェア」
が開催される。好評を博すこのイベントに、協会もブース出展して
サウナ・スパの啓発を行う。協会関係企業の出店もあるので、来
場の際はぜひお立ち寄りを。

