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健康センター宴会場から アイドル誕生

ムード歌謡グループ「純烈」人気急上昇！
「純烈」をご存知ですか？

出演者たちがどんどん売れていく中、気が付くと

歌い踊る長身のイケメングループで、奥様方の

俳優だけでは食うことが出来ず、アルバイトに追

人気は絶大。今や紅白も射程圏内という超有望株

われる日々。どうにか起死回生して親孝行したい。

のアイドルたちです。平均年齢は 39 歳。大人の雰

考え抜いた結果、イケメンムード歌謡グループを

囲気を漂わせ甘く歌い上げるところが、熟年女性

結成。2010 年
「涙の銀座線」
でデビューしたものの、

のハートを射止め、ファンが急増。

思うように事は運ばなかった。

それにいち早く着目したのは、三蔵商事㈱代表

2012 年、キャバレーまわりとアルバイトに追わ

烈の健康センターで逢いましょう♪』という DVD

取締役の岡村篤秀氏。5 年前から自社の健康セン

れる崖っぷちぶりが、情報番組「スッキリ」で紹

も発売されました。メンバーみんないい人ばかり。

ターの宴会場で歌謡ショーを繰り返し、今の人気

介された。

ぜひ応援よろしくお願いします」

を支えてきた。

岡村氏は偶然番組を見て、その日のうちに所属

「純烈」メンバー中 4 人はテレビの戦隊ヒーロー
番組出身だ。

プロダクションに連絡。健康センターの定期出演
を依頼した。当時を思い出して岡村氏は語る。

常連のお客様に話を聞いてみると、温浴施設の
新たなる可能性が見えてきた。
「ここの歌謡ショーは一般のコンサートと違っ

準主役級を

「これだ！絶対彼らを世に出してやる、と思った

て、距離が近いでしょ。隠すことができないから

務めた経験

んです。思った通りでした。うちのお客様は目が

すぐわかるのよ。彼らが有名になることは、最初

が あ り、 そ

肥えているから、良し悪しはすぐ見抜きます。彼

から気が付いたわよ。次にここから有名になる歌

れぞれ業界

らは忙しくなった今も、うちへの恩を感じてくれ

手も、もう見つけてます。ゼッタイイケル！」

歴 は 長 い。

て、定期的に出演してくれるんです。4 月 26 日に

玄人裸足の目をもった常連客を抱える温浴施設。今

だが周囲の

は健康センター 3 か所のライブが収録された『純

後、タレントの試金石の場として注目されていくだろう。

FSC主催 「日本サウナ祭り」
「日本サウナ祭り」が開催されるフィンラ

来年も開催が決定しました！

ねー」と、「サウナ祭り」のイメージが湧き始めました。

ンドヴィレッジには松原湖という湖があり、

サウナ大使 タナカカツキ

今回アンケートを取らせていただいたいのは、自分たちの

サ道を読んでくださった方とか、SNSで知り合った方とか、昨

思いを、参加者がどのように受け止めてくださっているかを

その景色はフィンランドに似ています。そのこ

今、愛好家の方たちと文字でのつながりはありますが、実際は

知りたくてお願いしました。その結果、来年もやらせていた

とから、フィンランドの方の手によってサウナ

会ったことの無い方ばかり。
オフ会じゃないですけど、
サウナ愛

だくことが決定しましたー！

付きの館が建てられたらしいのですが、実際、フィンランドサ

好家が一同に集まって顔を合わせ、
サウナのいろんな考え方

協会の皆様には本当にお世話になります。来年の祭りに

ウナクラブ（FSC）の仲間と過ごしてみたところ、サウナのあ

や経験についてゆっくり話すのっていいなー、
という思いもありま

は、これまでお越しになったことの無い協会の方も、お越し

るフィンランドの暮らしにとても似ているんです。このことがきっ

した。
それに、
私たちだけ楽しんでいるのはもったいない！

ください。仕事の現場から離れたサウナ体験や愛好家との

かけとなって、「ここにサウナ好きが集まって過ごせたらいい
「第2回日本サウナ祭り」の
内容について評価をお願いします。
ととのった 9.5％

これが「サウナ祭り」の始まりなんです。

気に入ったサウナはどこでしたか？
少し肌寒いと感じた 3.2％

水風呂
（本館内）
4.3％
とても陽射しが良かった 4.9％

特になし 1.1％
サウナトースター
21.1％

テントサウナ
（薪）
4.9％
外気浴スペースも最高
6.5％
大変ととのった
9.5％

サウナ
（別館）
7.0％
サウナコタ
（薪サウナ）
10.3％

水風呂
（湖畔）
12.4％
湖12.4％
フィンランドサウナ
11.9％

触れ合い。良いものだと思います。
「第3回日本サウナ祭り」もあれば
参加したいですか？

よかったイベント
サウナハットワークショップ
4.1％
サウンドロウリュ
6.8％
とくさし喫サ店
8.9％
サウナ関連物販
9.6％
ウィスキング実演
11.6％

カフェRainyday
20.5％
参加したい 100％
大使のサウナトーク
18.5％
スナックぬれずきん
15.8％
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平成29年度 第一回理事会 報告
公益社団法人日本サウナ・スパ協会は平成 29

準策定事業 イ、優良店認定事業 ウ、養成研修 ･

年 4 月 28 日（金）午後 2 時から東京都千代田区

資格登録事業 エ、研修事業 オ、顕彰事業 カ、相

のネットカンファランス会議室において平成 29

談事業、並びに会員拡充）について画像を示しな

年度第一回理事会を開催した。定款の規定に基づ

がら説明があり、審議の結果原案どおり出席理事

き、代表理事である中野憲一会長が議長となり、

全員で可決し、5 月 24 日の通常総会に於いて諮る

理事 14 名、監事１名の出席により定足数を満た

こととし た。

していることを確認し、議長より議事録作成者に
若林幹夫理事を指名して以下の議事に入った。

第2号議案 『平成28 年度収支決算書』の件
織茂明彦副会長より、正味財産増減計算書に沿っ
て説明があり、審議の結果原案どおり出席理事全

第１号議案 『平成28 年度事業報告』の件
事業担当の各執行理事より、各活動報告（「公１」
啓発普及事業 ア、調査研究事業 イ、機関紙頒布

員で可決し、5 月 24 日の通常総会に於いて諮るこ
ととした。

報告事項
平成 29 年度養成研修講座（管理士、健康士、健

第3号議案 『夏至祭後援名義付与』の件
6 月 17 日（土）開催予定の第 16 回小海フィン

康アドバイザー）の件について、厚生労働省の後

メディア対応事業 オ、その他（1）普及啓発（2）社

ランド夏至祭について、サウナの普及啓発として

援名義を申請しており、6 月初旬に受講案内を行

会貢献、並びに「公２」基準策定研修事業 ア、基

後援名義を付与することで了承された。

う予定。

事業 ウ、インターネットによる情報提供事業 エ、

神 奈 川 県 協 会 総会開催

す。そんな中、神奈川県協会は情報交換を密にし
ながらコツコツと努力をしてまいりましょう」と
挨拶。
第一回ゴルフコンペの報告。日本協会事務局長
の若林幹夫氏から、鳥羽国際ホテルでの全国総会
の案内。副会長の金憲碩氏から 7 月 13 日にスカイ

平成29年度全国総会

5月24日（木）、鳥羽国際ホテル（愛
知県鳥羽市）にて開催。7月号で詳細
を報告します。

スパにて開催される勉強会についての説明があり、
織茂会長を議長とした審議の内容はすべて拍手で
承認された。
会場を改めて開催された懇親会は、理事の岡村
篤秀氏の乾杯の音頭の後、岡村氏からムード歌謡
神奈川県協会（織茂明彦会長）は 5 月 10 日、午

アイドル「純烈」発掘の話、箱根小涌園「天悠」

後 4 時 30 分から横浜聘珍樓において、平成 29 年

をオープンした藤田観光㈱の辰輝晶氏からの施設

度総会を開催しました。

紹介など、参加者は実りある情報交換を行った。

織茂会長は、
「関東ではインバウンドのバタバタ

時間となり、金憲碩氏がプレミアムフライディ

が落ち着いてきたようですが、大阪ではカプセル

によって生まれるビジネスの可能性について一言

主体の新施設の建設ラッシュが続いているようで

触れた後、一本締めで閉会した。

賛助会員から
の情報

消費税 10％改正対策に
軽減税率対策補助金をご存知ですか？

軽減税率対策補助金とは消費税 10％に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者の方々が、複数税
率対応レジの導入や、POS システムの改修などを行うにあたって、その経費の一部を国が補助する制度。
協会賛助会員の㈱ IST ソフトウエアは、代理申請協力店・指定事業者登録をしているので、POS システム・
POS レジの導入に際し、補助金申請まで行なっており、5 月に入ってすでに申請手続きを行っている。
10% 対応のレジの買い替えだけでも補助金が出るので、POS システム、POS レジの導入、改修時（IST ソ
フトウエアシステムの改修のみ対応）には利用を検討してみるべき補助金です。
代理申請協力店検索 http://kzt-hojo.jp/search/store/ ご相談、
問い合わせは ㈱ISTソフトウエア浅川氏まで
（03-5480-6711）

Asia Pool and Spa Expo 2017
中国・広州で開催
アジアのプールとスパの展示会「Asia Pool and
Spa Expo 2017」が 5 月 12 日から 4 日間、中国・
広州で開催された。
本展示会の日本のアドバイザーとして金憲碩氏
が参加。スカイスパのジョグスパプログラムとサ
ウナ・スパ協会の活動について講演を行った。
サウナスパの認知度を高めるために活動してい
る非営利団体で、テントサウナなどのモバイルサ
ウナを利用した震災時のボランティア活動につい
ても紹介した。
国際サウナ協会のエローマ会長も参加しており、
「世界のサウナとウェルネス事情について」の講演
があった。

日赤募金箱
3月11日から5月10日まで各店舗に設置し
た、日赤募金箱への募金金額は下記の通りで
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
（5月10日現在）
宝エステートサービス
（株）
… …………… ￥10,726
（株）
アロマ……………………………… ￥13,695
草加健康センター… ………………… ￥292,978
相模健康センター… …………………… ￥22,606
東名厚木健康センター… ……………… ￥18,93９
内房薬湯健康センター… ……………… ￥23,165
（株）
ユーランドホテル八橋……………… ￥3,631
スパリゾート雄琴あがりゃんせ…………… ￥13,536
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関 西 協 会 台湾研修旅行

会話が弾み、目的である懇親を深めることが出来ま

関西サウナ・スパ協会（米田篤史会長）は、4 月

した。有名な台湾の夜市はものすごい人で、肌で活

18 日から 2 泊 3 日の日程で、関西協会 11 名と埼玉

気を感じました。事前に詳細な手配をして下さったお

県協会の阿戸健次氏の 12 名で、懇親を兼ねた研修

二人に感謝。充実した素晴らしい研修旅行でした。

旅行を行いました。

事業、暖炉・薪ストーブ事業、介護・福祉事

温浴体験と食事。私たちはここには泊まりませんでし

業と 3 つの事業を柱に展開されており、今後

たが、広大な土地に素晴らしい施設で、一泊 5 万円

もさらなるチャレンジを続け 100 年企業を目

とのことでした。

指して躍進していただきたく存じます。誠に

2 日目は同業サウナ施設の「亜太三温暖」や「太

おめでとうございます。

子城三温暖」の視察、見ておくべき史跡等の見学も

「鼎泰豊」
、
「頂鮮」での食事は素晴らしく、おのずと

藤田観光㈱

大三元 酒楼での 全 体 写 真（敬 称 略）。前段 左から石垣栄二、
阿 戸 健 次、 米 田 篤 史、 洪 里 勝 信、 土 肥 英 雄、 後 段 左 から
本多眞一、土肥昭弘、中野克啓、森俊之、山本邦明、洪 明雄、
洪 晴美、塚本明日香（洪さんの友人）。

「箱根小涌園 天悠」をオープン

4 月 20 日、藤田観光㈱は

りん）」をはじめ、国登録有形文化財建造物に指定

「箱根小涌園 天悠」をオー

されている「貴賓館」と「迎賓館」は、昨年すでに

プンした。

それぞれレストランとして開業した。

元々別荘地であった箱根を「一般大衆に開放しよ
う」と、昭和 34 年に「箱根ホテル小涌園」を開業。

そしてこの度、地区の旗艦施設となる「箱根小涌
園 天悠」がオープンした。

高度経済成長により国内旅行需要の飛躍的伸びを見

コンセプトは「自然」と「和」のおもてなしで。
「天

越して大型ホテルを建設し、一大リゾート地へと進化

悠」という名称には、
「すべての方をやさしく包み込む、

させ、
「箱根といえば小涌園」と呼ばれるほどの “ 箱

天のように広い包容力と、
時の流れを忘れさせる、
悠々

根の顔 ” となった。

とした癒しのひと時」を、という施設の思いがこもっ

近年、外国人客や個人旅行のあり方に伴い、同社
は周辺を含めた大規模な再開発に着手。
「箱根ホテ

70 周年を迎えました。
日本のパイオニア的存在です。サウナ・温浴

台湾の北投温泉に開業した「日勝生：加賀屋」での、

勝信氏お墨付きの食事処、
「欣葉」
、
「大三元酒楼」、

株式会社メトス ( 協会賛助会員 ) が、今年
同社は、1966 年にサウナの輸入を始めた

初日は阿戸氏のコネクションで北陸の「加賀屋」が

行いましたが、何といっても関西協会前会長の洪里

祝 70 周 年

ている。
全室温泉露天風呂付で客室数 150 室。レストラン

ル小涌園」は来年 1 月には 60 年の歴史に幕を閉じ、

は、館内に 1 か所、敷地内に 2 か所、スパ、大浴場

宿泊特化型旅館「箱根小涌園 美山楓林（みやまふう

2 か所（男女入れ替え）を備え、宿泊予約は二食込

日本サウナ・スパ協会

会長

中野憲一

平成29年度
厚生労働省後援資格

受講生募集中
サウナ・スパ
健康アドバイザー
公式資格「サウナ・スパ健康アドバイザー」は、
順調に受講者数を伸ばし1000名（4月末）の
受講者が資格を取りました。温浴の知識を深
め、
スタッフの皆さまに施設の価値を再確認し
ていただくチャンスです。受講料5,000円に
は受講に係るすべての料金が含まれます。お
申し込みは協会HPから。

みが基本。夕食は和洋創作料理、朝食は和食膳ま
たは洋食膳より選べる。コンシェルジュも配置し近隣
の観光案内や飲食施設などをご紹介し、宿泊ならで
はの箱根旅行の魅力発信をおこなっている。
「都心からわずか 2 時間、五感を潤いで満たす非
日常が、すぐそこに」。箱根からの新しい風を感じる。
箱根小涌園 天悠
神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297
電話：0460-82-5111

6 階大浴場露天風呂「浮雲の湯」。

フィンランドの夏祭りinこうみ
6月17日開催

一年で最も昼間の時間が長い夏至。北
欧フィンランドでは夏を迎えるこの時期に
各地で夏至祭が開催されます。自然豊かな
フィンランドの風景に似た森と湖がある、
長野県小海町の松原湖の湖畔で、夏至の
喜びを分かち合うお祭りが「フィンランドの
夏祭り in こうみ」です。
今年はフィンランド独立 100 周年を記念
し、内容をバージョンアップ。フィンランド
文化と自然の尊さを知る「フィンランドの夏
祭り in こうみ」
。自然の中でサウナを楽し
める数少ないチャンスです。

6月17日
（土） 13:00～19:30
13:00 サウナ体験
フィンランド体験
13:30 コッコ作り体験
14:00 音楽堂コンサート
（福士恭子＆ペーテル・ルンクヴィスト）
サウナヨガ 1時間毎各15分×3回
15:00 フィンランドのゲーム
「モルック」大会
ヒンメリ作りワークショップ
（別料金）
フィンランド文化体験
16:00 パーティ開始
セレモニー、
パフォーマンス等
18:30 コッコ点火
キャンドル・アート＆手持ち花火
フィンランド文化レクチャー
19:30 終演予定

参加費：高校生以上2,000円／小中学生1,000円／未就学児無料

※インターネット事前予約制、参加費には料理代
（飲み物は別料金）
、保険料が含まれます。当日参加、音楽堂コンサート、
サ
ウナ利用は各＋500円
主催：小海フィンランド協会/こうみ塾
協賛：日本モルック協会
共催：小海町
協力：公益社団法人日本サウナ・スパ協会
後援：フィンランド大使館

第23回

サウナ・スパ管理士
第25回

サウナ・スパ健康士
サウナ・スパ管理士／健康士の養成講座は9
月から開講いたします。受講案内は協会HPに
6月初旬に掲載予定です。
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パフォーマンスに期待が集まる

｢ロウリュサービス」
ロウリュとは、フィンランド語でサウナストーンに水

ふろの国」
（神奈川県）が、ロウリュ

をかけて蒸気を発生させること。フィンランドではタオ

サービスを「熱波」、担当者を「熱波

ルを振るなどせず、自然対流に任せるが一般的。家庭

師」と呼び、技術やパフォーマンス

用のサウナが普及しているので規模が大きくないため

を競う「熱波甲子園」を開始。その

と、フィンランドではサウナを神聖な場所として、静寂

動画をインターネットで配信するなど

を尊ぶ傾向がある。

して、スーパー銭湯やサウナのある

協会技術顧問の中山眞喜男氏によれば、1971 年、日

銭湯に「熱波」が広がっていった。

本のサウナ業者のカタログにロウリュが写真入りで説明さ

SNS の発達に伴い、ロウリュサービ

れている。同年開店したフィンランドサウナ１号店、「スカ

スのパフォーマンスが愛好家の間で話

ンジナビアクラブ」の二つのサウナ室のうち、低温の小型

題として拡散するようになり、サウナブームとあいまってロ

サウナには桶とヒシャクが置いてあった。

ウリュサービスを行う店舗が急増。現在では全国で 200

日本のロウリュサービスのタオルを振るのはどこから
来たのかというと、ドイツ。ドイツの温泉保養地のサウ
ナは男女混浴の大型が多く、広いサウナ室に蒸気がゆ

店舗以上が行っているという。

パフォーマンス部門の審査。審査員はサウナ中段に座り、審
査する。サウナ王こと太田広さん、協会でも知る人の多いサ
ウナーの蓬田敏哉さんも審査員として参加。

きが多くて、私たちも今

今年も熱く開催「熱波甲子園」

日の催しを盛り上げたい

5 月 15 日、神奈川県横浜市の「おふろの国」で「第

と思い、エントリーしまし

がタオルを振り回す。これを「アウフグース」という。

8 回熱波甲子園」
（日本サウナ熱波協会主催）が開催

た。実はうちを辞めてプ

日本のロウリュサービスはこれを倣ったものだ。

された。全国の温浴施設から我こそはと思う熱波師が

ロ熱 波 師として独 立し

日本 における正 式なロウリュサービスの歴史は、

集い、その心意気と技とを競った。
「熱波甲子園」は

た者までいるんです」。

1984 年に開店した
「サウナサッポロエスポ店」で始まっ

現在のサウナパフォーマンス人気の火付け役でもあり、

た。その後 1990 年代に入り大阪の「ニュージャパン・

協会加盟店も参加して技術を研鑽してきた。

熱波甲子園はトライア
スロン部門とパフォーマ エーワン東京の鈴木社長、熱波

きわたるように、石に水をかけた後、サウナマイスター

スパプラザ」をはじめ数か所で始まるが、全国的に普

今年は賛助会員の㈱エーワン東京がエントリーして

ンス部門で競う。トライ

及したわけではなかった。当時はサウナの温度は高い

いたので、その経緯を鈴木明社長にうかがい、
「熱波」

アスロン部門は、サウナ

方が良いという風潮があり、100 度℃ほどのサウナが

の人気の高さを改めて知った。

内でサウナに関する問

多く、この温度でのロウリュサービスはお客様もスタッ

「エントリーしましたが、当社がプロ熱波師の育成を

フもかなりキツイので、広がるには無理があったようだ。
また酔っ払い客が洗い桶一杯の水をストーブにかけて
火傷をする、といった事故が発生したため、ストーブ
への水やりを禁止する店舗が多かった。
この状態に変化が起き始めたのは 2000 年半ばから。
パフォーマンスとしてお客様を楽しませるロウリュサー
ビスを行う店舗が登場。2008 年にはスーパー銭湯の
「お

企てているわ
SNS では、サウナー「桜
餅」さんとしてファンも
多い斉藤みかさん。「女子
サウナでロウリュがある
ところは少ないので、今
日は思う存分熱波を受け
たくて会社を休んで来ま
した」と一般参加。

師・大森熱狼さん。 大森さんは
この日、ソロの部で初優勝。 左
腕にはスポンサードするエーワン
東京のワッペンが光る。

題に答える「熱波入試」
、審査員にバスタオルで熱波を
送り、風速計の測定値の最大値を競う「熱波タイフーン」
。

けではありま

ペットボトルを熱波で倒す「熱波ボーリング」
。パフォー

せん（笑）
。熱

マンス部門は、満員のサウナ室の中、1 チーム 3 人以内

波は今やサウ

で 3 分間のパフォーマンスを行い、審査員が審査する。

ナの目玉商品

施設を休館し、熱波の伝播に情熱を注ぐ関係各位

でしょ。スタッ

の頑張り、同じ仕事をする者同士が言葉を交わす貴重

フにサウナ好

な場として、全国の関係者から注目されている。

女子サウナにも「ロウリュサービス」を

ブロワーを使った「爆風ロウリュ」登場！
若いサウナ愛好家（サウナー）が増えている中、女子サウナーも急増している。
しかし彼女たちがロウ

サウナ王・太田広氏からの一言

「ロウリュサービス」には
サウナハットをかぶろう！

リュサービスを受けられるチャンスは非常に少ない。というのも、サウナの中で10分ほどの間、ロウリュ

サウナでロウリュサ ービスを行うス

サービスを行うのは女子の体力には無理があるのだ。
「サービスも大事だが、
スタッフの健康がより大切。

タッフは、髪の毛と健康を守るために、

なら、機械を使えばいい」
と、立ち上がったのは三蔵商事㈱。経営する3か所の健康センターで、
ブロワーを

是非サウナハットを被るようにしましょ

使ったロウリュサービスを開始した。名付けて「爆風ロウリュ」。
東名厚木健康センターで「爆風ロウリュ」を担当している山田裕佳さんは、

う。私は数年前からサウナハットを愛用
していますが、良いですよ。この事を話

「2年ほどの間、
うちわでロウリュサービスをやってきましたが、今年3月から爆

たら、サウナハットの内側にネットを付けて、保冷剤を仕込む

風マシンを使い始めました。やっぱりうちわでやるのとは、出る汗の量が違うの

という技を生み出した施設もあります。動いた時に脱げない

で、
これまでは7分ぐらいで終わっていたのが、お替りが多くなって10分ほど

ように紐をつけたり、スタッフがやりやすいように、いろいろ

になりました。スタッフを疲れさせないので、気軽に何度もお替りできるのだと

な工夫をしてみてください。それがきっかけで、サウナハット

思います。お客様が喜んでくださるのが一番です」
と生きいきと語った。

が流行るかもしれませんね。

