
『ユネスコ無形文化遺産  オールドスモークサウナ』
日本サウナ・スパ協会　技術顧問　中山眞喜男著
2014 年秋、ユネスコの無形文化遺産の『エ
ストニア・ヴォル地方のスモークサウナの伝統』
が認定された。協会技術顧問の中山眞喜男氏は、
著書『サウナあれこれ』でもスモークサウナに
ついて詳しく記している、業界が認める識者で
あるが、スモークサウナの構造研究と、文化遺
産たる生活そのものを肌で知ることを熱望。そ
してついに本年 6月、写真家の池田晶紀氏と共
にエストニアのスモークサウナを訪ね、エスト
ニアの人々と共にサウナ愛に溺れる日々をすご

した。
本書はその
取材ノートを
書籍化。冷静に分析するエンジニアの目と、元祖サウナー
のアッツアツの心が織りなす、マニア垂涎の一冊。

サウナ関連書籍
4冊発売！

『サ道 心と体が「ととのう」
サウナの心得』
タナカカツキ著
サウナ入門者のバイブル、『サ

道』（パルコ出版）が講談社文
庫＋αの文庫本として『サ道 心と
体が「ととのう」サウナの心得』
9月21日に出版された。
パルコ出版から初版が発売

されて 5 年近く、その間、タ
ナカ氏は国内のサウナにとど
まらずフィンランドにまで足を延ばして研鑽を積み、今
ではサウナ大使としてサウナー界をリードする。文庫化
された新生『サ道』は、ただサイズが小さくなったわけ
ではなく、進化するサウナ界を現在のタナカ氏ならでは
の視点で加筆。
気軽なサイズと気軽な内容をあなどることなかれ、サウナ大使

が導く、熱と冷水が織りなす恍惚への道は奥深い。

サウナブームの足音がヒタヒタと聞こえてくるこの秋、
関連書籍の発売が目白押し。

北欧では、サウナは常に生活の中心にあ
り、心のよりどころとされている。一年で
一番美しい時期、初夏を迎える喜びを共に
体験した渾身の撮り下ろし。日常の中の幸
せが詰まったサウナにまつわる写真集。

平成28年 全国サウナ・スパ会議　
11月17日（木）東名厚木健康センターにて開催　 詳細は2面

池田晶紀撮影　
旅に暮らし、暮らしを旅する
雑誌『Coyote』の 11 月 15 日発
行号は世界のサウナカルチャー
特集。池田晶紀氏によるエスト
ニアが満載。
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サウナ王が業績アップの秘訣を伝授！
今年の「全国サウナ・スパ会議」は、11 月 17 日（木）に東名厚木健康センターにおいて開
催することで決定した。講演は温浴業界最強コンサルタントとして、マスコミ等でサウナの魅
力を全国に発信する、サウナ王こと（株）楽々ホールディングス代表取締役の太田広氏による
「サウナ客に喜ばれる店づくりと業績アップ手法について」。
次に、昨年ユネスコの無形文化遺産に登録されたエストニアのスモークサウナを現地に赴き
つぶさに取材した写真家池田晶紀氏と中山眞喜男氏の体験談。
エストニアを訪ねた内容を一冊にまとめて協会が書籍化した『スモークサウナ』（1面に関
連記事）がこの日お披露目される予定。
また、好評の温浴関連商品の展示会も開催される予定。

平成28年度　全国サウナ・スパ会議　詳細決定

サウナ・スパ会議
商品展示会　出店のご案内
全国サウナ・スパ会議における恒
例の商品展示会です。
今回も壇上で商品の PR をしてい
ただいた後に参加者が展示会を見る
運びになっており、本紙 1 月号にで
も紹介させていただきます。販売促
進活動の一環として出展をご検討く
ださい。
展示日時 11月17日（木）
 13：00～17：00
場所 東名厚木健康センター　
 白樺の間
出展料  1ブース（机１台のブース） 

15,000円
お問合せ 協会事務局

さる 7月 21 日（木）、ニュージャパン観光ビ
ル敦煌会議室（大阪市中央区）において、午後
2時 30 分から平成 28 年度第 2回執行理事会を
開催。定款の規定に則り協会事業の実施に対し
執行理事が以下の議事について審議を行った。
議題１　第 25 回全国サウナ・スパ会議の件
11 月 17 日（木）に東名厚木健康センターに

おいて開催する案が説明され了承された。
議題 2　第 11 回東アジアスパ会議の件  
中国の太原、平遙において開催の東アジアス

パ会議について、9 月 6 日～ 11 日の視察団募
集（案）について説明があり了承された。
議題 3　国際サウナ会議（ISA）理事会ホストの件
10 月 18 日（火）フィンランドヴィレッジ（長

野県小海町）において国際サウナ協会理事会の
開催が既に決定しており、そのホストの内容に
ついて検討。国際交流を担当する金憲碩 常務
理事よりウェルカムパーティや会場近くの観光
地へのご案内などの企画が説明され、協会理事
はもとより、関わりの深い方には是非ご参加頂
きたいとの要請があった。
議題 4　養成研修講座の件
養成研修講座の受講募集について、今年度も
厚生労働省より後援名義を付与され、９月１日
より開講を予定している旨説明がされた。また、
今年度より健康アドバイザーについても、厚生
労働省の後援名義が許可され、スタ ートから
972 名の受講がある旨の報告がされた。 

議題 5　サウナの原点 スモークサウナ書籍制作の件
技術顧問中山眞喜男氏執筆で協会からの出版
を予定している書籍についての 説明がされた。
中山氏は、既に世界文化遺産のエストニア・ヴォ
ル県のスモークサウナ等の視察も終えられてお
り執筆作業を進めている。なお、製作にあたり
企業ロゴの協賛をお願いすることとする。 
その他　日本政策金融公庫融資など
公庫との話し合いにより、同公庫の活用が協
会加盟のメリットにつながるような仕組みを作
りたい旨の提案がされた。
スパ＆ウェルネス展示会（9/12 ～ 14）に協
会も一コマ展示を予定する旨説明がされた。 

平成28 年度 第 2 回執行理事会　報告 

熊本地震義援金　募金箱
　7月11日から9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（9月10日現在）
東名厚木健康センター …………………￥３６,０４２
相模健康センター ………………………￥２４,２６１
草加健康センター …………………… ￥１３５,３８２
なごみの湯 ………………………………￥１０,０８１
ニューサウナ・シャン ……………………… ￥６,９４２
（株）ホテルマリックス ……………………￥１５,７１９
（株）東新アクア ……………………… ￥１７８,４６４
（株）ウェルビー …………………………￥６３,２７３
（株）ウェルビー福岡 ……………………￥４１,１３６

日時 平成28年11月17日（木）
会場 東名厚木健康センター　３階大広間
 神奈川県厚木市岡田3-17-10
 電話　046-227-4126
 ※ 南口ロータリーに送迎バスを臨時運行予定

(12時45分集合）。
 ※小田急線本厚木駅からタクシーで1000円ほど。
研修内容 研修会及び体験入浴、懇親会
研修参加費 会員6,500円（資格者は6,000円）、非会員7,000円
問合せ・申込先
 協会事務局 電話  03-5275-1541
  FAX 03-5275-1543
申込期限 11月1日必着
振込先 みずほ銀行　市ヶ谷支店　普通1515810
 公益社団法人日本サウナ・スパ協会　宛
 ※11月5日迄

スケジュール
11月17日（木）
13：00～ 受付
13：30～ 開会挨拶　
 　日本サウナ・スパ協会会長　
 　中野憲一
  歓迎の挨拶並びに施設の紹介　
 　三蔵商事（株）　代表　岡村篤秀氏
13：50～ 講演　太田広氏
14：50～ 展示企業プレゼンテーション
15：30～ スモークサウナの映像放映
15：50～ 講演　池田晶紀氏、
 　　　中山眞喜男氏
16：50～ 入浴　効泉薬湯、炭酸泉、
 　　　サウナでロウリュなど
17：40～ 懇親会

太田広氏

（左）池田晶紀氏  
（右）中山眞喜男氏

東名厚木健康センターと言えば「効仙薬湯」。
是非体験入浴したい。
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サウナ･スパ健康士

116001
116002
113001
113003
113004
110001
107011
104011
104016
104020
104024
101007
101022
101025
101027

東　奈央子
槇野　順子
平井　要子
高原　菊代
齋藤　三奈
永安　恵
前川　典子
梯　聖子
水上　明世
八木　芙佐恵
月脚　広美
大和　聖子
藤岡　靖子
豊田　栄子
杉山　晶子

谷　淑枝
伴　つかさ
浦川　春美
市木　須磨子
太田　幸恵
水谷　敬子
橋尾　ふさ子
杉田　シゲ子
隅田　光子
井上　泰子
木戸　加代子

蓬田　敏哉
武隈　順子
笠原　宏一

198027
198042
198066
195032
195034
195056
195081
195104
195105
195109
195146

サウナ・スパ管理士

216001
216002
216003

坂本　龍徳
寺本　貴智
渡邉　竜児
足立　琢哉
坂口　広登
越智　一将
山岸　佳代
井上　元気
松本　友宏
武本　悟
谷口　典
新徳　環
田中　琢巳
夏目　誠子
渡辺　孝
河野　栄一
波多　剛

216004
216005
216007
216008
213001
213002
213003
213004
213005
210004
210005
210011
210012
210013
210014
210015
210021

穴井　雅昭
山本　哲生
峯戸松　満
吉田　秀雄
佐藤　一重
宮沢　武
若山　誠
網田　勝則
松浦　敏信
新町　陽一
大沢　弘子
葭田　昇
金　憲碩
志賀　正浩
松田　髙英
和田　秀暢

210022
207005
207010
204004
204006
204008
204009
201005
201010
201011
201012
298007
298008
298015
298021
298030

サウナ ･スパ健康士／管理士　平成28年度 更新者・新規登録者

今年も厚生労働省から後援をうけているサ
ウナ・スパ健康士／管理士の通信教育が学校
法人産能大学により9月から開始されていま
す。両資格取得者は 3 年に1度登録の更新が
あり、28 年度更新者および新規登録者は以
下のとおりです。

また、本年度から厚生労働省の後援資格と
なったサウナ・スパ健康アドバイザーの受講
生募集のポスターを作りました。業界関係者
のみならず、一般の温浴好きなお客様からも
注目度の高い資格です。是非、温浴従事者へ
の周知推薦をお願いします。

サウナ・スパ健康士／管理士厚生労働省後援

平成28年度受講開始

サウナ大使ことタナカカツキさんのLINEスタンプ
第 3 弾が発売された。第 1弾「サウナ大好き」120 円、
第 2 弾「サウナおかわり」120 円、に続く第３弾は「サ
ウナ大大大好き」240 円。なぜ今回は 2倍の価格が
するのか、というと第 3 弾は何と動くスタンプなのだ。
これでいっそう気持ちを表現しやすくなる。

「サウナ大大大好き」発売
タナカカツキ氏　LINEのスタンプ
こんどは動く！

「ダイエット＆ビューティフェア」「スパ＆ウェルネスジャパン」開催
9 月 12 日から 14 日、東京ビックサイトで協会
が後援する「ダイエット＆ビューティフェア
2016」が開催、７回目をむかえる「スパ＆ウェル
ネスジャパン」も同時開催された。
インバウンド需要の急激な高まりを受け、さら

展示するヴィヒタやサウナハットを見て、来場したロシア女性は「懐かし
い」と、大喜び。

なる市場拡大が見込まれるスパ産業において、国
内唯一のスパ専門展示会「スパ＆ウェルネスジャ
パン」は「スパ＆ウエルネスウイーク」、「スパク
リスタルアワード」と連携し日本のスパシーンを
盛り上げている。

協会の賛助会員の展示、セミナーなどもあり、
業界関係者も数多く足を運び情報収集する本展示
会には、協会事務局もブース展示、「サウナ・スパ
健康アドバイザー」の告知や、発売予定のサウナ
関連の書籍案内などを主に PR活動を実施した。

もともとタナカ氏がラインス
タンプを始めた理由は、SNS
でサウナに関係するやりとり
が増え、自分の気持ちを伝え
るツールを欲しいと思ったこと
に端を発しているというから、サウナー同志のやりと
りにピッタリ。サウナ人気に伴いスタンプ人気もうなぎ
上りというわけで、今回動くスタンプ発売にいたった。

「サウナスパ LOVE！」
10月発売
タナカさん情報によると、「スカイスパ

YOKOHAMA」20 周年を記念して、タナカ
さんが監修した LINEスタンプ「サウナスパ 
LOVE!」もこのほど完成。10 月には発売が
開始されるとのこと。サウナスタンプには女
性用がなかったので、男性のみならず、女性
も喜ぶに違いない。プレゼントにも最適。
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9 月 8 日、第 11 回東アジア会議が中国山西省の
平遥市で開催されるにあたり、中野憲一協会会長
を代表とする参加団は、7日午後平遥に入り、ウェ
ルカムパーティに参加。昨年沖縄で開催した同会
議に参加した面々と旧交を温めた。
会議は翌 8日 9 時から、加盟各国の代表団、お
よび中国各省の代表者、温浴業にかかわる各業界
団体の代表者など、約 300 名が参集し賑々しく開
催された。今年のテーマは「省エネ技術と環境保護、
そして革新的技術促進」。
開会セレモニーの後は、各国参加者の講演が行
われ、今年日本からの講演は 4年前に協会で実施
した「温浴後のマッサージの生体に及ぼす効果に
つ いて」で、若林幹夫事務局長が行った。
入浴により体内の主要なつぼの硬さが変わるこ
とを計測している実験報告に、つぼの本場である
中国の温浴関係者も身近な実験として興味をしめ
していた。

第11回  東アジアスパ会議  参加報告
ユネスコ文化遺産  平遥古城で賑 し々く開催
来年は中国安徽省での開催を決定

正会員
［入 会 日］9 月 1日～
［会 社 名］株式会社　大喜
［店　　名］内房薬湯健康センター
［代 表 者］河本寿珍
［担 当 者］小野塚圭祐
［住　　所］〒290-0062　千葉県市原市八幡973
 http://www.uchibou-yakutou.jp/index.html

新 会 員 紹 介

会議は講演や分科
会による勉強会だけ
でなく、中国優良店
の表彰式や調印式な
ど企画が盛りだくさ
ん。また、同時開催
の大規模な展示会
や、館内着のファッ
ションショーなどが
催され、参加者をも
てなす工夫が凝らされていた。
開催地である平遥には古城と呼ばれる地区があ
り、明代、清代に漢民族が造った城郭都市で、当
時の城壁および城内の 3797 に及ぶ店舗、作業所、
民家、中国初の銀行や寺などがほぼ完全な形で残っ
ていて、急速に近代化されてきた他の中国の都市
とは異なり、落ち着いた街の印象がある。古き良
き中国の面影をこのように鮮明に残していること
から、普遍的な価値を持つとして、1997 年ユネス
コの世界文化遺産にも登録されている。
夕食の後に、中国で最も有名な映画監督チャン・
イーモウ（張芸謀）プロデュースのショー「イン
プレッション」を参加者全員で観劇。２日目も古
城を案内してもらった。
最後のフェアウェルパーティで「来年は中国安徽
省での開催と決定」し、再会を約して閉会となった。
中国で開催される度に、驚かされるような歓迎の
企画を体験する東アジアスパ会議だが、今回は迎え

る気持ちの温かさと、温浴事業を発展
させたいという参加者の本気の思いが

伝わって来る、価値のある会議を体験できた。
上海では「極楽湯 2号店」なども視察した。

北京

上海西安
●

●

●

●

平遥

会議に参加した中山眞喜男、椎野登貴子、山崎栄太郎、 
中野憲一、米田行孝、志賀正浩、 若林幹夫（右から敬称略）。

極楽湯 2号店での視察。

身近なつぼの話に、参加者は聞き入った。

ファッションショーではさまざまなタイプの館内着が披露された。

甍が重なる平遥古城。
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