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キャンペーン参加者、
過去最高 611名

サウナブーム真っただ中の今年の３月７日、テレビ、
ラジオ、ネットニュース等で「サウナの日」が紹介され、
全国で多くのイベントが繰り広げられた。

日本テレビの情報番組「ヒルナンデス」ではジャニー
ズWESTの桐山照史さんが、協会が毎年展開してきた
恒例企画「満37歳のお客さまとお連れの方1名様無料
招待」を紹介。その影響もあってか、今年の本キャンペー
ンの参加者は、37歳のお客様438名とそのお連れ様

173名、合計611名と過去最高を記録した。
加盟店はこの日、サウナの日タオルプレゼント、ドリンク

サービス、3月7日生まれの方無料など、各々の個性ある
企画を展開して「サウナの日」をアピールした。

サウナの注目度が増すにつれ、事業PRにサウナを
取り入れる企業も登場し、「バイクとサウナとサウナ飯
でととのった！」の漫画企画を展開するヤマハ発動機
㈱は、この日、新たに4作品を追加配信。

京王電鉄㈱は、下北沢の高架下施設・下北沢ゲージ
に、CORONA ビールの協賛でアウトドアサウナ

「CORONA WINTER SAUNA SHIMOKITAZAWA」
を期間限定でオープンしている。ヤマハ発動機と㈱講談
社は、バイクとサウナと『終電ちゃん』のコラボ漫画配信を

記念して、「CORONA WINTER 
SAUNA SHIMOKITAZAWA」
で著者によるトーク&サイン会を
行った。

また、京王電鉄のサウナ好
き社員が作成した「京王線サ
ウナマップ」を、井の頭線・京
王線全駅で配付。沿線の啓文

5月23日は、九州沖縄協
会がホスト役を務め、皆様
をお迎えさせていただきます。

記念講演は、九州の経済
発展に尽力なさっておられ
る、九州旅客鉄道㈱代表取締役社長の青柳俊彦氏によ
る、「九州から日本を元気に」です。

福岡を中心に一国を成しているような九州は、魅力的

全国総会　５月２３日　鹿児島で開催
で不思議なパワーのある土地柄ですが、とりわけ鹿児島
というと、遠いだけでなくいくつかの素朴な謎に包まれて
います。例えば、今も西郷どんを敬愛し続ける気質とは？
噴煙を上げつつもなぜ愛される桜島？暴走族をも改心さ
せたという知覧特攻の展示とは？などなど。当地にお越
しいただければ、その謎解きのカギがつかめ、明日の元
気の源となる、飾らない本質に触れられます。

この土地から発せられる、うねるようなエネルギーを吸

収していただける総会を目指します。是非おこしください！

5月23日（木） 鹿児島サンロイヤルホテル 
13:30～ 受付 ２F『開聞の間』前
14:00～ 総会開会
14:50～ 展示商品プレゼンテーション
15:30～ 記念講演　
18:00～ 懇親会

5月24日（金）ゴルフコンペor知覧視察
申込締切／3月末日

3月7日「サウナの日」イベント目白押し

日本フィンランド外交100周年記念イベント　Visit Finland

「ガールズ ナイトサウナ」で
アンバサダーを任命

サウナの日の夜、「CORONA WINTER SAUNA SHIMO
KITAZAWA」にはサウナ好きな女子がぞくぞく集合し、
8時から「ガールズナイトサウナ」が開催された。

本催しは、フィンランド政
府観光局による日本フィンラ
ンド外交100周年記念イベ
ントVisit Finlandの一貫。
サウナ＝おじさんのイメージ
を払拭して、北欧のように
幅広い層の人が楽しむスタ
イリッシュな文化として根付かせることを目指して、サウナー
専門ブランドTTNEがプロデュース・共同開催した。

参加者はまずサウナヨガでじっくり汗を流し、水風呂・開
放的な外気浴を満喫した。その後、フィンランド政府観光局
より、18名が「フィンランドサウナアンバサダー」に任命された。

すでに任命されたアンバサダーはサウナの普及・イベント・
海外からの発信など活動を始めている。3月23日、長野小海
町のフィンランドヴィレッジで初の全体会議を予定している。

記念講演は JR 九州の青柳俊彦氏。「パワーあふれるこの地にぜひ」　九州沖縄サウナ・スパ協会会長　枝元倫介
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かっぱ亭「本日のおすすめ」

サウナ！水風呂！外気浴で「ととのった」

※生年月日を確認できるものをご提示下さい。 ※当日朝 ～深夜 までの入館者対象となります。

と そのお連れの方 名様と そのお連れの方

満 歳

いいいいサウナ定食サウナ定食

無料無料

１年 月８日～年 月８日～
２年 月 日生まれ

・牛ハラミステーキ定食
・豪華ミックスフライ定食
・厳選お刺身定食 の 種類♪

当日限定 豪華夕食付きカプセルプラン

３３３ ７木 はは
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豪華ミックスフライ定食
お刺身定食 の 種類♪
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円も
おトク
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※カプセルホテルは男性限定です
※ ： ～深夜 までのチェックイン者対象
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円円円 税込

「本日のおすすめ」
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サウナナナナナナナナナナナナナナナナナの日日日日日日日日
１年 月８日～１年 月８日～

デザインのサウナタオルも販売！サウナタオルも販売も販売！
円 税込

いいサウナ定食いいサウナ定食
円（税込）

数量限定

堂書店においては「サウナフェア」も開
催された。

SNSではこの記念日を喜ぶサウナー
たちが、思い思いの形でサウナの魅力
を表現した。3月7日を「サウナの日」と
して記念日登録し、告知活動を開始し

て６年。「サウナの日」は、サウナをそれぞれの形で
楽しむ祭りの日として浸透してきたようである。
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　日本サウナ・スパ協会は、2019年1月18日（金）15時
30分から、神楽坂加賀（東京都新宿区）で、2018年度
第2回理事会を開催した。
　定款の規定に基づき、代表理事である中野憲一会
長が議長となり、定足数を満たしたことを確認した上、
本会議の成立を宣した。議長より議事録作成者に理
事の若林幹夫氏を指名し議事に入った。
第1号議案  『2019 年度事業計画書案』の件  
諮ったところ満場一致で承認決議された。研修担当 

の松村讓裕常務理事より、秋のオーナー･幹部研修会
は名古屋で計画を立てる旨発言があっ た。 
第2号議案  『2019 年度収支予算書案』の件  
織茂明彦副会長が説明。議場に諮ったところ満場

一致で承認決議された。 
第3号議案  『2019 年度通常総会開催』の件  
主管の九州沖縄サウナ・スパ協会の志賀正浩事務

局長から説明があり、5月23日（木）鹿児島サンロイヤル
ホテル（鹿児島市）において開催することで承認決議さ
れた。 
第4号議案  『サウナの日企画案』の件
3月7日「サウナの日」イベントとして、『37歳の方＋お

連れさま1名ご招待』キャンペーンを実施。また、イメー

2018年度 第2回理事会報告 
ジポスターを制作配布し、ホームページ、 フェィスブッ
ク広告、ツイッターでの告知やプレスリリースを行うこと
とする。なお、例年通り、「サウナの日」記念タオルにつ
いては希望をとり製作し、2月末頃発送予定とする。
第5号議案  『協会創立30周年記念式典』の件
2020年に協会創立30周年を迎えることから、式典

会場を都内とし、東京都サウナ・スパ協会（岸野肇会
長）に主管をお願いし、主催する日本サウナ・スパ協会
の平井要子副会長、 松村讓裕常務理事を中心とし
て記念式典実行委員会を立ち上げて進めることとす
る。なお、日程については全国総会と同時開催で５月
後半にするか、オリンピック･パラリンピック終了後の秋
口にするかについて、会場候補の調査を行い検討す
ることとした。 

報告事項として、①3月23日（土）、Visit Finlandによ
るサウナアンバ
サダー100名の
任命発会式を
フィンランドヴィ
レッジ（長野県
小 海 町）で開
催する。②サウ

ナ・スパ管理士テキスト見直しに伴い、受講料について
も15,000～30,000 円の間で検討し提案する。

科　目 予算額

収入

特定資産運用益 30,000

登録料収入 1,000,000

会費収入 14,060,000

事業収入 16,630,000

受取寄付金 500,000

雑収入 1,090,000

収入合計 33,310,000

支出

啓発普及事業 6,530,000

基準策定研修事業費 10,510,000

公益目的共通事業費 11,031,840

管理費支出 3,624,160

予備費 1,614,000

支出合計 33,310,000

全国献血キャンペーン
東京都協会（岸野肇会長）は 2 月26日（火）、「第

86 回勉強会・体験入浴会」を「レインボー本八幡店」
にて開催しました。

今回は。弁護士法人宮崎綜合法律事務所の石塚智
教弁護士に「接客現場の法律知識―トラブルの拡大
を防ぐために」と題して日頃から現場で起きているトラ
ブルやクレームについて、法律家の視点からの対応策
やクレームに対する話法例等について具体的に講演し
ていただきました。

また、事前に実際に店舗で発生しているトラブル・
クレーム事例を提出して、個々の事案についても対策
などについてお話をいただきました。

参加者からは具体例を挙げての質問が相次ぎ、丁
寧なお答えをいただきました。

終了後、賛助会員の皆さんも参加して懇親会を開
催し、名刺交換や情報交換、本日の講演についてな
どで盛り上がりました。

勉強会東 京 都 協 会
愛知県協会

九州沖縄協会
［会 社 名］大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ㈱
［店　　名］東京お台場 大江戸温泉物語
［代 表 者］森田満昌
［担 当 者］杉田　浩
［住　　所］東京都江東区青海 2-6-3
［電　　話］03-5500-1126

活動終了後、参加者で反省懇
親会を行い来年度の活動継続を申
し合わせました。因みに、来年度
の岐阜地区の活動は 3 月7日（土）
に行うことが決定しています。

サウナイーグルから1 名、サウナウェ
ルビー栄から4 名の計 7 名が参加。
献血受付者数は 45 名、献血 38 名

（全て 400ml）でした。
名古屋地区は 3 月9日午前 11

時から午後 4 時まで、常設の大須
献血ルーム前にてサウナ・スパ協会
のロゴ入り看板を掲げながら、協力
依頼の呼びかけを行いました。

参加者は、竜泉寺の湯から1 名、
サウナフジから 1 名、アペゼから 1
名、サウナウェルビーから5 名、ニ
シカワヤから 1 名、名古屋グリーン
サービスから1 名の計 10 名でした。

献血受付者数は 86 名、400ml の
献血者数が 78 名、200ml が 3 名で、
両会場とも、いつもより多くの方に
ご協力をいただくことができました。

愛知県サウナ・スパ協会は、関
連企業の従業員様向けに献血協力
を呼びかけるチラシを準備し、名古
屋地区と岐阜地区の２ヵ所で恒例
の献血活動を行いました。

岐阜地区は 3 月2日午前 9 時 30
分から午後 4 時まで、ショッピング
モール・マーサ 21 でティッシュを配
布しながら、献血協力を呼びかけま
した。

活動には、サウナガントから2 名、

ルーム西海』にて、通る方々にお声
がけして、献血を呼びかけました。

実施結果としましては、献血受付
数が81名、そのうち実際に献血して
いただくことが出来た方は76名でし
た。奇しくもこの人数は昨年と同じで、
日ごろから「今年も献血をよろしくお
願いしますね」と、お客様や関係す
る方にお声がけし、お誘いしてきた
成果だと感じております。

今後も、お役にたてるよう、頑張っ
ていきたいと思っています。

名でした。
天候にも恵まれた翌7日は、都城

市の都城グリーンホテル内で午後の
みの献血活動を行ないました。事前
献血確約人数が31名、献血受付数
35名、献血者数31名でした。

活動を続けてみて感じることは、
献血をする方が徐々に少なくなって
きているということです。来年も引続
き献血活動を続けなければと、ある
種、使命感を感じています。

長崎県地区
「サウナサン」（㈱足立興産）は「サ

ウナの日」にちなんで毎年献血推進
キャンペーンを行ってきました。今年
は３月３日に実施。佐世保市『献血

宮崎県地区
宮崎県サウナ・スパ協会では、恒

例の献血推進活動を3月6、7日と実
施いたしました。

3月6日は宮崎市のホテルマリック
ス内で献血活動を行ないました。例
年のごとく、前もって地元企業を訪問
して、事前献血確約人数は120名で、
あいにくの雨もあり、実際お越しにな
られた人数は118名。献血者数105

日赤募金箱
1月11日から3月10日までに各店舗に設置した募
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、よろしくお願いいたします。
■寄付金入金状況（3月10日現在）
天然温泉満天の湯 ‥‥‥‥‥‥‥‥ ￥８,３５７
サウナアンドカプセフジ栄 ‥‥‥‥ ￥６５,７９６

（株）ウェルビー ‥‥‥‥‥‥‥‥ ￥４０,１６７
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「サウナ×アウトドア」の究極イベント
Pop'Up Sauna Festival

メインイベントは「サウナあたため選手権」
㈱メトス（代表取締役 吉永昌一郎）は、4月

12日（金）、サウナをテーマとしたアウトドアフェ
スティバル「PopʼUp Sauna Festival」を「とき
たまひみつきちCOMORIVER（埼玉県比企
郡）」で開催運営する。
　会場にテントサウナ、ログサウナ、トレーラー
サウナなど（10室以上予定）を設営展示し、参
加者は専門家の指導を受けつつ、屋外サウナ
を一日満喫できる。また、サウナグッズ販売、ライ
ブ、トークイベント、ワークショップや食品の試
飲・試食など、体験・体感メニューが満載。企業
製品紹介ブースも設ける。
　注目されるのは、薪割り、薪ストーブへの火
起こしなど、テントサウナ内をいかに素早く快

適にあたためたかを競い合う
「サウナあたため選手権」
で、この競技は中央フィンラン
ドで毎年7月初旬に開催され
るサウナ祭りではお馴染みのハイライトイベン
ト。日本とフィンランド外交100周年を記念して、
この度日本で初めて開催される運びとなった。

3人1チームでサウナをあたためるが、名乗り
を上げた12チームの中から、見事優勝した
チームはフィンランドでの本戦に招待されると
いう豪華副賞も準備されている。
　サウナを身近なアウトドアの娯楽として紹介
しつつ、安全に楽しむための正しい知識を普
及する本イベントを協会は後援している。

『公衆サウナの国フィンランド』
（学芸出版社）2160円

こばやし あやな著

日本で急速にサウナ熱が高まる昨今、
実はフィンランドでも空前の公衆サウナ・
ブームが街を席巻中。つい10年前まで
は閑古鳥が鳴いていたフィンランドの
公衆サウナも、日本の銭湯も、いまなぜ
こんなにも盛り上がっているのか。そこ
で、現地在住の日本人サウナ研究家

が、本 場 サウナ
の楽しみ方から、
現代の街に「フィ
ンランド版銭湯」
を呼び戻した人々
の魅力までを伝
える一冊。

『湯遊ワンダーランド1・2』（扶桑社）972円 まんしゅうきつこ著

人気漫画家まんしゅうきつこ、お酒の次はサウナにハマる!? 
『週刊SPA!』で好評連載中の実録銭湯漫画『湯遊白書』が、『湯遊ワ

ンダーランド』と改題のうえ単行本
に。アルコール依存を激白した『ア
ル中ワンダーランド』で鮮烈のデ
ビューを飾った漫画家が、今度はま
さかのサウナに依存!?

3１年度日本政策金融公庫（生活
衛生資金貸付）予算案概要

日本政策金融公庫は２月６日全国生衛会館（東京）に
て、平成 31 年度生活衛生資金貸付の予算案等説明会を
開催し、生活衛生関係営業対策予算案の概要、生活衛
生資金貸付の予算案の概要の説明を行った。

温浴関連施設に関する予算案の概要は以下のとおり。
31年度の貸付規模1,150億円（平成30年度も同額）で、

サウナ・スパ営業関連の貸付限度額は以下のとおり。
サウナ営業設備資金貸付 ２億円以内（一般貸付）。
生活衛生改善貸付（運転資金）2,000 万円以内　（設

備資金の場合には、都道府県生活衛生営業指導センター
が交付する「意見書」の添付が必要）。

本貸付制度のお問い合わせは　日本政策金融公庫生

活衛生融資部まで。連絡先は TEL 03-3270-1651

フィンランドで 1 年以
上ロングラン上映された
本格サウナドキュメンタ
リー映画『サウナのあ
るところ』。この話題作
が 9 月以降全国公開さ
れることが決定。

「サウナのあるところ」上映決定！

全国総会
温浴関連商品展示会

出店のお誘い
鹿児島での総会に併せて開催する「温浴関連

商品展示会」への出店を募集します。
資料を前もって各テーブルに配付し、プレゼン

テーションタイム、見学の時間を設けるとともに、
本紙「SAUNA・SPA」７月号に掲載させて頂き
ます。販売促進活動の一環として出展をご検討
下さい。

日時／2019年年5月23日（木）13：00～16：00
場所／鹿児島サンロイヤルホテル 2F『開聞の間』

〒890-8581 鹿児島県鹿児島市与次郎1-8-10
TEL 099-253-2020（代）

出展料　１ブース  １８０×１８０（机１台）  30,000円
お問い合わせは、協会事務局まで

書籍・映画紹介

Pop’Up　Sauna Festival概要

開催日　2019年4月12日（金）
開催地　ときたまひみつきちCOMORIVER

埼玉県比企郡ときがわ町大字本郷
930番地1

スケジュール
9:00受付開始
第一部  10：00～18：00
サウナ体験＆サウナあたため選手権 japan cup 
第二部  18：00～20：00
参加者懇親会、BBQ,＋ナイトサウナ体験会

チケット購入方法
ネットで「ポップアップサウナ」を検索 → チケット販売の「アソビュー株式会社」のサイト
に入り、購入先URLをクリック　
第一部 ①観戦チケット 2,000円（事前申込1500円）
 ②体験入浴+観戦チケット 3,500円（事前申込のみ）
 ③選手エントリーチケット 6,000円（3名1組、18000円／組、事前申込のみ）
第二部 BBQ＋ナイトサウナ体験会 8,000円（事前申込）

※写真はフィンランドのサウナ選手権。
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「Forest villa」を作った。お風呂コーナーはくつろぎの
ある和の雰囲気。一方、「Forest villa」はゴージャスな
ロッジのリビングを思わせる洋の空間とした。部屋の周
囲には汗蒸幕、アロマソルト、アロマクールダウン、アロマ
ザルツ、アロマオンドル、アロマゲル＆ビューティタイプとい
う6つアロマ岩盤浴がある。そして壁面にはざっと1万冊
の書籍・雑誌・コミックがレイアウトされ、内側にはさまざま
なスタイルのライブラリーチェアー200席が配された。まる
で東京・代官山のTSUTAYAを彷彿とさせる文化的な
癒し空間だ。電源のあるデスクもあるし、wi-fi 環境も万
全。温浴施設定番のテレビ付きリクライニングコー
ナーや屋外リクライニングコーナーもあり、至れり尽く
せりなのである。

リニューアルのヒントは、シンガ
ポールのマリーナ・ベイ・サンズ

入館者は入館料700円＋「Forest villa」の利用料
500円で、営業時間中制限なく、温浴、うたたね、読書
など、思い思いに自由な時を過ごすことができる。

スーパー銭湯ではあり得ないこの贅沢な施設はどう
して誕生したのか、オークランド観光開発㈱の専務
取締役 松永尚忠氏に話を聞いた。

リニューアルするきっかけとなったのは、シンガポー
ルの有名なマリーナ・ベイ・サンズのスカイパーク。恵ま
れた自然を最大限に生かすことで、素晴らしい眺望の
露天風呂が作れるのではないかと思い始め、すぐさま
行動に移した。前回の改装から10年しかたっていな
かったが、平成初年に開店したので、平成最後の年に
もう一度生まれ変わろうという気持ちが芽生えたのだ。

スーパー銭湯の先がけであり、顧客満足にまい進

する「竜泉寺の湯」の 1 号店だからこそ、ワンランク
上の癒しを目指したというわけだ。

ワンランク上、その言葉どおり、随所にお客様サイド
に立った贅沢さが見て取れる施設の中で、一番驚くの
は、床暖房のフローリ
ングに削り出しの無垢
材が使われていること
だ。自然の恵み。素足
にこれほど気持ちの良
い床はないし、すこぶ
る歩きやすい。

採算を度外視した全面的改装だが、全く不安がな
かった訳ではなかった。松永氏が打ち明ける。
「これまでの入浴料５00円を200円アップして700円

に値上げしたわけです。4割増で果たしてお客さまは納
得なさるだろうか。500円だから来てくださっていたお
客様が来なくなってしまうんじゃないだろうか」

しかし、オープンしてみると、その心配は杞憂に
終わった。確かに 4 割の値上げは大きい。しかし、
それ以上に満足度の高い施設の内容に、スタッフが
お客様から感謝されるというのだ。
「リニューアルが予想以上に良く仕上がったので、

ホッとしているところです」。そう話す松永専務の傍
らを、「うちの近所にもこんなのがあればいいねぇー」
と、若いカップルが、笑顔で話しながら通り過ぎた。

【所 在 地】愛知県名古屋市守山区竜泉寺１-１５０１
【電　　話】052-793-2601
【営業時間】入　浴 9時から深夜3時 700円

朝風呂 6時から9時 600円
小学生　300円（5歳児以下無料）
Forest villa（岩盤浴）
6時から深夜2時30分 500円

加盟店紹介

浴槽から夜景を見下ろす眺望
全国展開するスーパー銭湯、竜泉寺の湯（オーク

ランド観光開発㈱）。その第一号店、名古屋守山本店
が、半年間の工事休業を経て昨年 12 月27日リニュー
アルオープンを果たし、連日賑わっている。

今回のリニューアルの目玉の一つは、露天風呂にあっ
た。高台にありながら、外から見えないように囲ってい
た塀を一切なくし、名古屋初の浴槽から夜景が見下ろ
せる展望露天風呂となった。さらに湯の中に LEDを配
し、幻想的な贅沢さを演出した。名付けて、「天空ほ
たるの湯」。2000 年に人工高濃度炭酸泉を始めて温
浴施設に導入した。その効果の高さを知ることから、
今回、露天・内風呂そ
れぞれに天然温泉を使
用した炭酸泉の浴槽を
導入。このほか、信楽
焼の陶板から湧き出す
無数の細かい泡がお
湯全体に広がる『美泡
の壺』を露天風呂に男
女とも6 人分ずつ新設
した。それにしても見晴らしの良さは人の気持ちを伸
び伸びとさせるのだろう。露天風呂でくつろぐお客様の
数の多さに驚かされる。

　スーパー銭湯は風呂メインの
施設が多く、くつろぎスペースが
少ないのが一般的であるが、こ
の施設はゆったりと過ごしたい方
のために、有料（別途500円）だ
が魅力の詰まった癒しの空間

天空スパヒルズ 竜泉寺の湯 名古屋守山本店 
大規模リニューアル
非日常的「大人の癒しの空間」に




