
大使：サウナ施設ではない場所
でのサウナイベントで、これほど

人気を博した事はかつてな
かったと思います。発想の
きっかけは？
山岸：『サ道』を読ん
で初めてサウナを経
験して、こんな素晴

全国オーナー・幹部研修会　11月14日　横浜ローズホテルで開催（2面に詳細）

なぜ、こんなにウケる!?
8月1日、サウナ好き文化人のトークセッション「サウナイトsession.000」が渋谷
Loft9で開催された。パイロットイベントにもかかわらず、チケットは完売。ゲスト、
参加者ともに盛り上がり、その模様をSNSで発信した。実質キックオフにあたる
10月2日の「サウナイトsession.001」のチケットも発売日に完売したという。
「サウナイト」を企画したのは、（合）トトノイ代表の山岸直人氏。注目を浴びるサウ
ナイベントの発端について、サウナ大使のタナカカツキ氏がインタビューした。

らしいものがあったのかと、
本当に驚きました。人生で一番重

要な部分に急に近づいたみたいな感じ。以来、知
り合いと「最近どう？」なんて会話になる度に、
『サ道』とサウナのスゴさを説明していたら、周
りの人もドンドンハマっていったんです。

世の中の人の大半はサウナの本質を知りません。
どうやったら広まるのだろう、と思った時に、イベ
ントをやればもっと広がると思ったわけです。
大使：それで私にご相談いただいたわけですね。
3月の「サウナ祭り」で初めてお会いして、「サウ
ナイト」の話をいただいたのは5月ころでした。
山岸：はい。今は、若い人と距離があるサウナで
すが、それを変えたい。例えば立ち飲み屋。ついこ
の前まではおっさんの世界でしたが、今では若い
人、女性たちも平気です。将棋やゴルフ、釣りや登
山みたいに、本質の良さが伝われば、一気に認知
されるんです。次に世の中に本質が知られるのは、
サウナじゃないでしょうか。

大使：そのために、箱に人を集
めてイベントをする。この表現
法はいかにも山岸君らしいや
り方ですよね。それもあえ
てこれまでとは異なる場
所で、サウナを知らない
人を誘う。
山岸：「サウナイト」
に参加したら、サウナ
に行きたくなります。サ
ウナというコンテンツは本
質がスゴイので、急速に広が
ると思うんです。

サウナの本当の価値が認識され、サウナーが増
えていくと、施設へのイメージも変わっていきま
すよ。今の小学生の将来なりたい職業ランキング
に YouTuber が入っていますが、僕の夢はそれを
熱波師にすることです。

4 面に関連記事

あえてこれまでとは違うやり方をするイベントの表現方法が、山岸クンならではだよねサウナのスゴさに驚
きました。

本格的な素晴らしさ
を広めたいんです。
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日赤募金箱
　7月11日から9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（9月10日現在）
カプセルサウナロスコ�………………… ￥１３，５４３
薬湯市原店…………………………… ￥２３，７７３
サウナ＆カプセルイン岡山� …………… ￥８，８３９
スパニュージャパン�…………………… ￥２０，００５

健康士研修会  各地で開催
今年は全期合同の「健康士研修会」を、星虎男講師、志賀正浩講師により名古屋、大阪、福岡における

3 地区 6 会場で全期合同で開催する。受講料は、健康士資格者無料、健康アドバイザー資格者 2,000 円、
無資格者 4,000 円。

実践に役立つ情報収集のチャンス！
全国オーナー・幹部研修会　詳細

開催日時：11 月 14 日
場　　所：ローズホテル横浜／
 重慶飯店　
　　　　　横浜市中区山下町 77
　　　　　TEL.045-681-3311

スケジュール
13：00 ～ 受付け　　ローズホテル横浜 2 階会議室
13：30 ～ 開会挨拶　会長  中野憲一
 講　演　　① 2017 年外食トレンドについて
 　　　　　②ヒットメニューの作り方
　　　　　　　　　　　（ドリンク・フード）

 キリンビール㈱広域販売促進統括部
 フードビジネスサポートリーダー　
 鬼頭 健 氏

15：20～16：00 温浴商品プレゼンテーション
 展示見学
16：00～17：00  相談事例　温浴施設でのお困り事、事例紹介
  東京第一弁護士会所属　
 弁護士　長家広明 氏
7：20 ～ 19：20  懇親会　3 階　重慶飯店（正餐）

参加費：会員（正会員、賛助会員）12,000 円、非会員15,000 円。
　　　　管理士、健康アドバイザー資格者は 11,000 円。
申込先：公益社団法人　日本サウナ・スパ協会　事務局　
　　　　FAX.03-5275-1543
締切り：10 月 31 日必着
振込先：11 月 16 日までに下記の口座へ
　　　　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

東京都協会（岸野肇会長）は 7 月 28 日（金）「第
80 回体験入浴会・勉強会」を「草加健康センター」

全国オーナー・幹部研修会
展示出店のご案内
展示日時：平成 29 年11月14日（火）
� 13：00 ～17：00
場　　所：ローズホテル横浜 2階会議室　
� TEL045-681-3311
� 〒 231-0023
� 横浜市中区山下町 77
出  展  料：1ブース（机1台のスペース）
� 20,000 円
※機関紙「SAUNA・SPA」で展示内容を紹介
問合せ先：協会事務局　
� tel.03-5275-1541

（埼玉県草加市）にて開催し、33 名が参加しました。
今回は、オフィスアールワン代表で社会保険労

務士の高澤留美子氏に講演をお願いし、「労使トラ
ブル『事前回避』セミナー パート ･ アルバイト編」
と題し、さまざまな処理事例や事前の書類作成、
日ごろから気を付けておくこと等を具体的に話し
ていただきました。

各事業所においても切実な問題だけに、参加者
は真剣に聞き入り、質疑も盛んに行われました。

恒例の「知りたい情報（過去 3 ヶ月の対前年同

平成29年度 第２回執行理事会 報告 
日本サウナ・スパ協会は、本年度第 2回執行理事
会を8月9日午後 2 時からスカイスパYOKOHAMA
で開催。以下の議案について審議した。

第1号議案 『全国研修会』の件
松村讓裕常務理事より、本年の研修会は温浴施

設のオーナー並びに幹部社員を対象とした内容と
し、名称を「全国オーナー・幹部研修会」として
開催することとした。（詳細は上部に掲載）

第2号議案 『国際サウナ協会創立60 周年式典』の件 
 金憲碩常務理事より、11 月 16 日フィンランド

独立 100 周年の記念日に合わせて、国際サウナ協
会創立 60 周年、並びにフィンランドサウナ協会創
立 80 周年記念式典が予定されており、日本代表団
の参加が了承された。続いて 2019 年完成予定の、
フィンランド中部ムーラメ村からヤムサ・サウナ
ヴィレッジへのオールドサウナ棟の移設支援計画
について説明があり、日本サウナ・スパ協会とし
て 2,000 ユーロの支援が了承された。なお、移設さ
れるスモークサウナは 24 棟で寄付により名付け親

（ゴッドファーザー）として記される予定。2018 年
6 月 7 日～ 10 日にかけてスウェーデンにて開催予
定の第 17 回国際サウナ会議について、日本代表団
の募集を早期に企画。日本からの講演は前回に続き
サウナ大使のタナカカツキ氏に依頼することとし、
金憲碩氏に通訳をお願いすることで了承された。 

第3号議案   第3号議案『会員拡大』の件
九州沖縄サウナ・スパ協会の会員拡大活動の報

告があり、織茂明彦副会長から、会員拡大につい
ては、未加盟店との営業上のつながりを持つ賛助
会員からの紹介をいただくなどネットワークを構
築しながら進める方が確実ではないかとの意見が
出された。11 月の全国オーナー・幹部研修会に向
けて賛助会員と協力し未加盟店へも参加の声かけ
を進めていくこととした。 

第4号議案 『賛助会員入会金』の件
賛助会員の入会金について協会監事より指摘を

受けた。賛助会員を増やすことは組織の強化や正
会員へのメリットであることから、賛助会員の入

会金 300,000 円を正会員と同じ額の 50,000 円にす
ることを承認。次期総会にて会費規定の見直しを
提案することとした。 

第5号議案 「全期合同健康士研修会」の件
星虎男講師、志賀正浩講師による「健康士研修会」

を 3 地区 6 会場で全期合同で開催する。受講料は
健康士無料、健康アドバイザー2,000円、その他4,000 
円。（4 面に詳細記事）

第6号議案  『健康アドバイザー資格証カード制作』の件
健康アドバイザー受講者はスタートから 3 年半で

1,400 名を超え、新たに資格証カードを作成し、同カー
ドによる協賛店での入館料割引の特典を与えることで
了承された。また、スポーツクラブや老人ホーム介護
スタッフなども受講されており、他業種への紹介もお
こなうとともに、ホームページ上に「有資格者レポート」
ページを作成し紹介する。（4 面に関連記事）

報告事項
上記の他、報告事項として「日本のサウナ史」

編纂と協会機関紙のデータ化について報告された。

勉強会東 京 都 協 会 月比）」については、店舗ごとに営業状況の説明が
ありました。

その後、「草加健康センター」から今回のリニュー
アルについてのコンセプト等について説明してい
ただき、プレゼンテーションとして、ＡＡＡメン
テナンス㈱から害虫駆除などについての説明を受
けました。

終了後、懇親会を開催し、賛助会員も参加して
草加健康センター自慢の料理に舌鼓を打ちながら、
今日の課題を踏まえて情報交換に話が弾みました。

名古屋会場
プリンセスガーデンホテル
10月12日（木）13：00～15：00

13日（金）10：00～12：00

大阪会場
ニュージャパン観光（株）
10月19日（木）13：00～15：00

20日（金）10：00～12：00

福岡会場
（株）ウェルビー福岡支社
10月26日（木）13：00～15：00

27日（金）10：00～12：00

スケジュール

全期合同
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湯らっくす　
代表取締役社長　西生吉孝 

人気漫画「島耕作」の主人公 島耕作が有給休暇
を取って日頃の疲れを癒しに来る場所、そんなイ
メージで施設をリニューアルしました。「島耕作は
こんな料理を食べるはず」「この椅子で島耕作は
ゆっくりできるのか？」「照明の具合は？テレビの
音量は？」あなたの中の島耕作を満足させたい。そ
んな店を目指しました。

実は昨年 5 月にリニューアルを予定していたので
すが、地震で 1 年以上伸び、7 月 15 日のリニュー
アルオープンとなりました。当初は館内をメインに
改装するつもりでしたが、地震で配管をやられたの
で浴場に重点を置いて改装する結果となりました。

当館は浴槽もシャワーも 100％天然温泉ですが、
熊本は温泉どころで湯量も豊富ですから、それは
珍しい事ではありません。そこでこの度のリニュー
アルでは思い切って「サウナと天然温泉」とし、サ
ウナを前面に出すようにしました。

メインサウナはドイツ式の「アウフグースサウナ」
で、12 時から翌 1 時まで 1 時間おきにアウフグース・
イベントを実施。塩桶を備えた「備長炭蒸し風呂」、
そしてフィンランドより直接取り寄せた Harvia 社
の modulo というストーブを用いたフィンランド式
サウナの 3 種類があります。

もともと私はサウナ好きでしたが、震災直後に協
会がお貸しくださった「サウナカー」でいっそうハ
マってしまったんです。10日間ほどお借りした中で、
私が一番多くサウナに入ったと思います。「このサ

ウナは良いなー良いなー」と
毎日思っていたので、リニュー
アルではフィンランドサウナを
商業用にアレンジして、「メディ
テーションサウナ」と名付けて
導入しました。瞑想できるよう
なサウナ体験をしてもらいた
いと思ったからです。
「メディテーションサウナ」はお客様自身でロウ

リュをしていただくのですが、当初お客様はどうし
ていいかわからず、いろいろとトラブルがありまし
た。仕方なく、サウナ内にロウリュの仕方を音声で
流したのですが、それでは瞑想の雰囲気がなくな
るため、一週間ほどでやめました。結局今はお客
様に任せています。時間が経てば自然に秩序が生
まれるのではないかと思ったのですが、意外なこと
に 1 ヶ月もしないうちに、お客様どうしで教えあっ
たりして、良い雰囲気になってきました。

リニューアル
してからは若い
お客様が増えま
した。九州の協
会加盟店サウナ
を廻っていると
いうサウナーがみえたり、お客様からタナカ大使の
名前をうかがうこともあります。何かにつけて、サ
ウナブームが後押ししてくれます。お客様に期待さ
れていることを肌で感じるので、アフスグースの担
当者も張り切っていますし、お掃除スタッフも以前
よりモチベーションが上がりました。

注目度の高いサウナを前面に押し出した訳は、若
いスタッフが定着しにくい仕事なので、サウナを軸
にすることで、活気ある職場を生みだせるのではな
いかという思いもありました。

熊本市内には、湯らっくすの近所の水前寺公園
を始め、たくさんの湧水地があります。水道水が地
下水なのは政令都市では熊本市だけで、世界的に
みてもほぼ例がないと言われています。温浴業は

「水」を扱う産業なので、そういった地域の特徴も

勉強し、社会性を持った視点で仕事を捉え、意義
とやりがいを感じられる職場を作って、意欲あるサ
ウナ好きな若者と仕事がしたい。リニューアルの本
当の目的はその部分にあったのです。

若者をサウナに惹きつける今のサウナの盛り上
がりは、そういう意味で本当にありがたい援護射撃
です。協会の方々をはじめプロサウナーの皆さまの
ご活躍を日々感謝しています。

湯らっくす  Rise up！
サウナを軸に据えたリニューアル

会員施設紹介

熊本地震から1年半　　

「サウナ飯」に
スローフードの要素がウケた

身体に良いも
のを摂りたいけ
ど、せっかくの
サウナ上がりに、
健康食じゃ気持
ちが上 がらな
い。キーンと冷えたビールにホルモン鉄板焼き、と
いった「サウナ飯」は止められませんが、湯らっ
くす流はそれをサンチュで巻いて食べます。全
ての定食には飲み過ぎに効く「しじみ汁」。体
を温めたい方には熊本名産の生姜を取り入れ、
飲み過ぎても食べ過ぎても、体をいたわるポイ
ントを作りました。リニューアル後、レストラ
ンの利用率が上がったのは、スローフードの要
素を取り入れた結果だと思います。
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サウナーとし
ても知られるカ
メラマンの池田
晶紀氏の大規
模個展「SUN」
が 8 月 29 日か
ら 9 月 10 日ま
で、表参道スパイラルガーデンで開催された。清 し々く
もどこか不思議な風景写真が約 40 点並び、会場自体
が作品化した展示の中で、とりわけ異彩を放ったのは

「CAMERA」と名付けられた人力移動式サウナ。カメ
ラの語源には「小さな部屋」という意味があるとのこ
とで、会場に設置された「小さな部屋＝サウナ室」の
窓から作品を楽しむこともでき、池田氏ならではの遊
びある表現が見る者の心をくすぐる。会期中はさまざ
まなゲストを迎えたトークイベントも開催され、話題の
多い展示会だった。

人力移動式サウナは会期後、11日からお台場で開催
された展示会「ダイエット＆ビューティフェア2017」のため、

協会有志により搬出移送された。
日本初の人力移動式サウナは今後もいろいろなシーン

で展示が予定されており、10 月末には神田の祭りに登
場の予定。

ダイエット & ビューティーフェア 2017
スパ＆ウェルネス ジャパン 2017

協会が後援する展示会「ダ
イエット＆ビューティフェア
2017」、「スパ＆ウェルネスジャ
パン 2017」 が 9 月 11 日から
13 日までお台場で開催され、
383 社、677 ブースに 3 日間合
計、26,935人が来場して賑わっ

た。協会
は人力式移動サウナを展示すると
ともに、「サウナ・スパ健康アドバ
イザー」資料を展示し、資格の
紹介とサウナの啓発に努めた。

サウナ・スパ健康アドバイザー
受講者1400名超
資格証カード配布
スタートから3年半を迎え、サウナ・スパ健
康アドバイザー資格受講者が 1400 名を超え
た。温浴業界関係者だけでなく、老人ホーム
介護スタッフなどにも受講されるなど、本資格の
重要性は高まっている。また業務目的ではなく
知識を深めたい温浴ファンの受講も増えている
ことから、資格者の実益を考え、協会加盟店
での優待利用などの特典がある資格証カードを
新たに作成する。
　新規登録者はDiplomaとともにカードを
同封送付するが、資格取得済みの方には別
途配送の予定。
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裏：デザイン案

Sauna Spa Wellness Advisor
Officially Supported by Ministry of Health, Labour and Welfare

Name Kenichi Nakano 
Number  3180037
Date of issue  2018.3 .7
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Sauna Spa
Association

〒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  FAX 03-5275-1543  http://www.sauna.or.jp

公益社団法人 日本サウナ・スパ協会認定・厚生労働省後援
サウナ・スパ健康アドバイザーであることを証明し、
本証を交付します。

2017/08/23
表：デザイン案

裏：デザイン案

Sauna Spa Wellness Advisor
Officially Supported by Ministry of Health, Labour and Welfare

Name Kenichi Nakano 
Number  3180037
Date of issue  2018.3 .7

Japan
Sauna Spa
Association

〒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  FAX 03-5275-1543  http://www.sauna.or.jp

公益社団法人 日本サウナ・スパ協会認定・厚生労働省後援
サウナ・スパ健康アドバイザーであることを証明し、
本証を交付します。

表

裏

協会も後援する、綜合ユニコム（株）
主催の「レジャー＆サービス産業展
2017」が 10 月19日（火）、20日（水）
の両日、東京ビックサイト（東京お台
場）で開催される。

今年のテーマは「未来への開発・
投資・運営戦略をどう描くか」で、

少子・超高齢化社会、観光立国、イ
ンバウンド 2030 年 6,000 万人 etc を
前に、社会ニーズの変化対応から、
新しい価値観による差別化まで、レ
ジャー・サービス産業の成長戦略とビ
ジネスモデルを探る。

本展示会は、「未来創造ミーティン

グ」と銘打った同時開催フォーラムに
人気があり、本年も多数予定されて
いる。温浴ビジネス活性化フォーラム
では、㈱メトスの吉永 昌一郎氏が「世
界の常識をニッポンへ―」と題して、
世界のサウナ注目施設やアウトドアで
の展開例、モバイルサウナ、ログサウ
ナ、テントサウナ等の特徴、体験価
値を創出するサウナ活用術などを講
演する（19日14:40 ～）。

平成29年度全国総会　5月23日（水）大阪開催決定！

第12回東アジアスパ会議
参加者募集

11 月6日～ 8日に中国の南京で開催される「第
12回 東アジアスパ会議」への参加者を募集する。
11 月5日に出発する4 泊 5日のスケジュールは以
下の通り。参加希望者は事務局までご連絡を。
【ツアーの概要】
11月5日(日）13:00　�成田空港発(中国東方航

空)→南京空港　15:30分着�
南京市内のホテルに宿泊

11月6日(月）18:00　�会場受付　ウェルカムパーティ
会場ホテルに宿泊

11月7日(火）�09:00　�オープニングセレモニー、
写真撮影、会議、ディナー�
会場ホテルに宿泊

11月8日(水）�08:30　�ツアー� � �
南京市内のホテルに宿泊

11月9日(木）08:00　�南京空港発(中国東方航
空)→成田空港　12:00分着

登録料は300ドル。
会議2泊3日食事含む（1人1部屋は＋100ドル）。

人力移動式サウナ「CAMERA」
池田晶紀氏写真展「SUN」に初お目見え

サウナコントをひっさげて参加　サウナ大使　タナカカツキ

『サ道』を書いた
ことをきっかけに、
書 店 で の サ ウ ナ
トークとサイン会
や、サウナのトーク
イベント、渋谷大学

でのサウナカルチャーの講義など、サウナをコンテンツと
したさまざまなことをやりながら、そのポテンシャルを探っ
てきました。

サウナについて語るイベント、たとえば、サウナ施設
で館内着でほろ酔いでサウナ好きが集まってマニアック
なトークイベントは簡単に想像できますが、それだとやっ

ぱりだらしないというか、人にお見せするようなものでは
ないと思っていたんです。「サウナイト」に参加するにあ
たり、プロフェッショナルな芸を持って参加したいと考え
てました。そんなとき、メンバーにプロの芸人さん兼熱
波師であるマグ万平さんがいらっしゃって、カメラマンの
池田晶紀氏が「マグ万平とコンビ組もうかなー」なんて言っ
てたので、瞬間、お客さんが笑っている様子がイメージ
できたんですね。それでサウナコント台本での参加を決
断しました。

稽古のためのスタジオを借りて、何日も稽古を重ね、
必要以上に真剣に準備しちゃいました。次回のサウナイ
トでもやります！ご期待くださいませ。

(4)平成29年（2017）9月15日


