
◆ 5 月 27 日（木）
09:00　国際サウナ協会理事会

10:00　開会式

講演① 「日本における温浴文化」

伊ヶ﨑征一氏 ( 日本）

講演② 「韓国のチムジルバン文化」

Ha young Song 氏 ( 韓国）

13:00　講演③ 「フィンランドサウナの伝統」

Lasse Viinikka 氏 （フィンランド）

講演④ 「女性と温浴文化の変遷」

Marketta Forsell 氏 （フィンランド）

講演⑤ 「フィンランドのサウナ ・ ７世代」

Pekka Tommila 氏 （フィンランド）

講演⑥ 「良質な欧州サウナの造り方」

Pekka Tommila 氏 （フィンランド）

講演⑦　未定

◆ 5 月 28 日（金）
09:30　国際サウナ協会全体会議

10:30　講演⑧ 「和温療法 ： 心臓 ・ 血管病に対する 21 世紀

の革新的治療」　 　　　　鄭 忠和氏 （日本）

講演⑨ 「サウナ、 冬場の水泳とストレスリリース」

Juhani Smolander 氏 （フィンランド）

講演⑩ 「アメリカにおけるサウナのカルチャーとマーケット」

　Kelth Ralaanen 氏 （アメリカ）

講演⑪ 「リトアニアの伝統的なサウナ ・ ランバスティング」

Rimas Kavaliauskas 氏 （リトアニア）

13:00　日本サウナ･スパ協会　通常総会、 20 周年記念式典

　　　　 受付開始

国際サウナ会議 
予定プログラム

　日頃から協会運営にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　来る 5 月 28 日に平成 22 年度通常総会ならびに創立 20 周年記念式典を東京ドー

ムホテルにて開催する運びとなりました。幹事の東京都協会には昨年より余念の

ない準備にご尽力いただいています。記念講演は創立 20 周年にふさわしく、温

浴を利用した治療法を実践されている鄭忠和先生にお願いしました。祝賀会では

趣向を凝らした演出も計画されています。また、賛助会員様の自信の製品をご披

露いただく展示会も開催いたしますので、最新の温浴関連製品をご検討いただく

よい機会かと思います。

　今年は第 15 回国際サウナ会議を招聘することができ、世界から多くのサウナ研究者が来日され、

サウナによる健康の確立と新しい展望を議論していただきます。英語での会議ですが、多くの温浴

に関する有意義な結果が発表されることを楽しみにしております。

　会員同士親睦を深めるいい機会にもなりますので、どうぞ皆様お誘い合わせのうえご参加賜りま

すようご案内申し上げます。
（社）日本サウナ･スパ協会会長　中野憲一

 ・・ 概　要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▼日時　　平成 22 年 5 月 28 日（金）　13:00 受付開始（展示会は 12:00 より）

▼会場　　東京ドームホテル「天空」　東京都文京区後楽 1-3-61　TEL：03-5805-2111（代）

▼登録料　お一人様　25,000 円（記念式典・祝賀会・講演集・記念品）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

通常総会･創立20周年記念式典　開催迫る

平成 22 年度 予算総会 3 月 12 日（金） 　ニュージャパン観光㈱ 会議室

（社）日本サウナ･スパ協会は平成 22年度予算総会を開催、

定款第 24条規定により定数を満たしたため若林幹夫氏が総

会成立を宣言し、中野憲一会長を議長に選出、議事録作成

者に米田行孝氏、議事録署名人に織茂明彦氏、阿戸健次氏

を指名して以下の議事審議に入った。

▽議題 1　任期満了に伴う役員改選の件　理事、監事、評議
員の選任経緯を米田行孝氏が説明、満場一致で承認された。

▽議題 2　平成 22 年度事業計画案の件　事業計画案を事務
局より説明、満場一致で原案どおり承認された（事業計画

案の詳細は SAUNA・SPA 新聞 2月号参照）。

▽議題 3　平成 22 年度収支予算案の件　織茂明彦氏が予算
案（右表）を説明、満場一致で原案どおり承認された。

科 　目 合　計　額

収 

入

 登録料収入
 会費収入
 事業収入
 雑収入
国際会議基金

計

2,000,000 円
21,600,000 円
26,640,000 円

1,180,000 円
2,500,000 円

53,920,000 円

支
出

 事業費支出
 管理費支出
 投資活動支出
 予備費

計

33,326,000 円
18,052,000 円

484,000 円
2,058,000 円

53,920,000 円



■ 西部ブロックより
　（兵庫・大阪・京都）

「第 41 回 第一線幹部研修会」開催

　西部ブロック（石垣榮二会長）は 2 月 23 日ニュージャ

パン 7 階会議室において第 41 回第一線幹部研修会を開催

しました。

　研修課題は、毎年恒例になっている「今年度の業績アッ

プ企画を模索する」で、参加者は事前に昨年 1 年間の企

画や改善項目などの実施内容とその効果度を提出し、事務

局でまとめた資料をもって質疑応答を行いました。以下の

ように各実施数に対しての結果が出ました。
　　　

内　　訳 効果あり やや効果あり いまひとつ

実施総数 224 69
（30.8％）

100
（44.6％）

55
（24.6％）

1 店舗当たり 12 4 5 3

　また、第 2 部研修として村山吉和研修推進幹事から話

を聞きました。不況の昨今、皆さんの日常業務にも参考に

なる話だと思いますので、そのポイントを紹介します。

■温浴施設経営者の共通の苦悩

　長年温浴を経営されているオーナーとお話する機会が何

度かありますが、長年経営されている方ほどいま何をやっ

ていいのかわからないと言われます。

　今まで何度となく温浴事業の不況はありました。Ｏ

-157、狂牛病の時期は一時的に客数が減ったこともあり

ました。また、ふるさと創生事業による地方自治体の温泉

掘削などやスーパー銭湯ブームで温浴施設が乱立した時期

は、お客様が他施設に流れていったことが要因でした。

　しかし現在は新規オープンの施設も少なくなっているに

もかかわらず、客数や売り上げの落ち込みが深刻な問題と

化しています。これは今までの経験だけでは打破できない

状況かもしれません。月に 10 回来店されていたお客様の

来店数が 9 回になれば 1 割減です。5 回来店されていた

お客様が 4 回になれば 2 割減です。こうした単純なこと

が売上減や客数減になっています。

■支配人はプレイングマネージャーに

　支配人は事務所に座っているだけではなく、現場にも入

るプレイングマネージャーでいないとこの不況は乗り切れ

ません。

■他施設、異業種に学ぶ

　最近、大型のショッピングセンターがあちらこちらにで

きています。どの施設もそうですが、専門知識のある一流

の人が考えて店舗経営をしています。陳列や装飾、広告宣

伝方法やイベントなど、温浴施設でも十分使える内容が

多々あります。

　休みの日に 1 日かけて隅から隅までそうしたショッピ

ングセンターを回れば、いっぱいいろいろなヒントが転

がっているでしょう。要はそれを店舗に生かすことができ

る目を養えばいいことです。

■お金をかけないちょっとしたアイデアで雰囲気を変える

　お金をかけないでイメージを変える手法がいくらでもあ

ります。ロビーの椅子やテーブルの設置や向きの変更、違

うフロアとの入れ替えをするだけでも、目先が変わるもの

です。

■ 東京都サウナ･スパ協会より 「第 51 回 勉強会」開催
弁護士のアドバイスによるトラブル･クレーマー対策

　東京都サウナ･スパ協会（林浩美会長）は 2

月 17 日、第 51 回勉強会をスクワール麹町に

て開催し、神奈川県･愛知県･福岡県協会からの

会員も含めて 39 名が参加しました。

　今回は初の試みとして、以前から勉強会で話

題になっていた各店舗に

おけるトラブルやクレー

マー問題などについて、

弁護士の先生に法律家の

立場から具体的事例を挙

げて対策を講演していた

だきました。

　基本的な内容は事前に各店舗から実際のトラ

ブル事例やクレーム事例をアンケートで収集

し、サウナ･スパサービス利用契約の法的意味

や特徴、入店後のトラブル対策や館内事故に対

する法的責任などについてお話をいただきまし

た。質疑応答を行ったところ、多くの参加者か

ら質問が出ました。

　また講演後には、賛助会員のプレ

ゼンテーションとしてソフトシア

ター㈱が温浴施設向けフロント POS

システムと温浴施設向けモバイル連

動システムについて説明しました。

　なお、今回講演していただいた先

生は温浴施設問題に精通していらっしゃいま

す。お困りの方はぜひご相談ください。

≪連絡先≫　小山法律事務所

弁護士　小山智弘先生（写真右）

　　　　　玉井信人先生（同左）　

新宿区四谷 2-4-18 アマシンビル 8 階

TEL：03-3357-0261

■ 宮崎県サウナ･スパ協会より 3 月 7 日は「サウナ健康の日」 
「サウナであったかキャンペーン」を展開

　宮崎県サウナ･スパ協会（坂東篤会長）は

今年の 3 月 7 日「サウナ健康の日」の企画

として、「サウナであったかキャンペーン」

を実施（3 月 7 日～ 4 月 30 日）すること

とし、ラジオ放送、新聞の折り込みチラシ、

各店舗のポスター掲示などで告知してキャ

ンペーンを開始しました。

　キャンペーン内容は専用のスタンプカー

ドを各店舗で配布し、入泉１回につき 1 ポ

イント、マッサージ 1000 円につき 1 ポイ

ントを供与、お客様はポイントを貯めて目

指す賞品に応募するというものです。賞品

は 15 ポイントで特賞４万円分の旅行ギフト

券、10 ポイントでデジカメや iPod、任天堂の

wii、5 ポイントでドリンク類と、賛助会員の

協力もあり盛りだくさん。4 月 30 日に応募を

締め切り、抽選結果を店内に掲示します。

　ラジオ告知として、ＭＲＴ宮崎放送が 3 月 5

日（金）18 時 30 分に放送した人気番組「明

日が見えるラジオ」の「明日をつかめ」という

９分枠を利用しました。このコーナーは宮崎で

ポジティブにがんばる企業のトップが出演する

もので、㈱ホテルマリックス（スパぱうぱう）

の枝元倫介社長が出演して 7 日から始まる「サ

ウナであったかキャンペーン」について紹介し、

またサウナは何のために入るのか、鄭忠和教授

の「和温療法」をはじめとするサウナに入って

元気になった方の話などを披露しました。

　同番組ではその続編として３月は毎週金曜

日に「サウナ談義」という 5 分コーナーを特

別に設けて、入り方や効果などサウナに関する

様々な話を紹介します。

　「予想以上にラジオを聴いている方が多いこ

とを知りました。まだ始まったばかりですが、

常連のお客様からは各社十分に反応があるよう

です。5 月にはその後の経過をご報告できると

思います」（枝元氏）

協会創立 20 周年記念式典・国際サウナ会議　ご協賛のお願い
▼国際サウナ会議講演集および記念誌掲載フルカラー広告

　　半ページ広告掲載料　  60,000 円（タテ 12.9cm ×ヨコ 18cm）

　　全ページ広告掲載料　100,000 円（タテ 26.7cm ×ヨコ 18cm）

▼展示会出展　１ブース 75,000 円（180cm × 180cm　担当者 1 名分登録料含む）

▼祝賀会アトラクション「大相撲しょっきり」懸賞旗広告

　　１口　30,000 円（タテ 120cm ×ヨコ 70cm）　※祝賀会終了後はお持ち帰り可

■お申し込み・お問い合わせは事務局まで　TEL：03-5275-1541



平成 21 年度　生活衛生係技術担当者研修会
レジオネラ問題に関する発表より

事例紹介 観光地ホテルで発生した広域に及ぶ集団発生例

3 月 9 日、厚生労働省健康局生活衛生課は「平成 21 年度 生活衛生係技術担当者研

修会」を同省講堂にて開催、全国の各都道府県衛生担当者や保健所担当者らが多数

参加した。レジオネラ問題に関する発表は、「レジオネラ症の動向とレジオネラの

最近の検査」「レジオネラ属菌の遺伝子迅速検査」「公衆浴場等におけるレジオネラ

の消毒方法について―クロラミン消毒―」「観光地ホテルで発生した広域に及ぶ集

団発生例」だったが、このなかから岐阜県飛騨保健所・中村良介氏による集団感染

の事例を抜粋して紹介する。

　平成 21 年 10 月、高山の観光ホテルを

同年 9 月 30 日～ 10 月 21 日にかけて利

用した 50 歳代から 80 歳代までの男女 8

名がレジオネラ症を発生していることが 8

自治体からの報告により判明した。

　発生当初、汚染源は循環装置や配管にあ

ると考え高濃度塩素やバイオフィルム対策

剤を使用して消毒を行ったが、再検査によ

り当該菌が検出された。そこで、従来バイ

オフィルムに効果が高いといわれている過

酸化水素水による消毒を、原因として疑わ

れた地下貯湯槽から循環装置、浴槽に至る

まで実施したところ検出されなくなった。

このことから、施設のあらゆる場所に汚染

源の可能性があることを想定して消毒する

ことが重要であると再確認した。

　施設は週に１度 10 ㎎ / L 程度の高濃度

塩素を含んだ浴槽水を循環させていた。し

かし十分な効果がなかったので、今後は過

酸化水素水を定期的に使用する必要があ

る。また、遊離残留塩素測定記録は残って

いたが、立ち入り検査の際には 0.2mg/L

未満のことがあり、管理不十分な部分が

あった。アルカリ性の温泉は塩素系薬剤の

効果を低下させることを念頭に衛生管理を

徹底しなければならない。

サウナ＆カプセルイン岡山
「サウナ健康の日」と協会活動を

ラジオでアピール

▲取材を受ける穴井店長（左）

　3 月５日、サウナ＆カプセルイン岡山の穴井雅昭

店長は RSK ラジオ番組「情報 cafe ミルフィーユ」

の取材を受け、5 分間の生放送に出演した。

　「いやぁ、5 分間は結構長いですよ。緊張しました。

3 月 7 日の『サウナ健康の日』の当店の企画内容の

紹介と、発足 20 周年を迎える協会の活動を知って

もらえる機会だと思って東京で開催される国際サウ

ナ会議のことや、全国献血キャンペーンのことを一

生懸命話しましたよ」（穴井店長）

　同店は「サウナ健康の日」を顧客への還元サー

ビスデーと位置づけ、メンバーズ会員へのポイン

ト 10 倍サービスと、12 時から 21 時まで浴室内に

大きいクーラーボックスを置いて缶ジュースの無料

サービスを行っ

た。氷で冷たく

冷えたウーロン

茶、緑茶、コー

ラなどを自由に

飲めるとあって

お客様は大喜び

され、お帰りの

際には感謝の声

をたくさんいた

だいたという。

′

会長表彰の規定
創立 20 周年記念式典では企業顕彰として会員に感

謝状が贈られる。その表彰規定は以下の通り。

１．表彰の目的　長年にわたりサウナおよびスパの

普及向上、協会活動の推進等に貢献し、かつ業

界の健全な発展に寄与した企業に対してその功

績を称えることを目的とする。

２．表彰の方法　創立 20周年記念式典にて会長が

被表彰者 ( 代表 ) に対し感謝状を授与する。

３．表彰の基準　受賞時において協会加盟 10年以

上の正会員、賛助会員であって、協会活動の推

進に顕著な功績のあったもので、会長が推薦す

る企業（店）。

４．表彰の決定　被表彰者は表彰審査委員会の推薦

に基づき理事会で決定する。

　賛助会員の㈱フジ（横山明久社長）が、コイン

ロッカーオーナー制度のビジネスモデルを独自で開

発し好評を得ている。コインロッカーの使用料は

300 円が相場だが、㈱フジの代理店の多くは 200

円と安く設定しているため利用者も多く、1 日 1.5

～ 2 回転の高稼働率になる。成功のカギとなる設

置場所の確保は専任のスタッフが担当し、日常の煩

雑な管理は同社の本部がすべて代行するので遠隔地

でも心配無用だ。ロッカーの稼働率は本体内蔵の積

載カウンターによって厳重に管理され、毎月売上の

40％が自動的に指定口座に振り込まれるという仕

組みで、資金に応じてサイドビジネスコースから開

業コースまでを用意している。

　横山社長は語る。「銀行金利がゼロに近い今、コ

インロッカーへの投資は堅実な利殖。その点が代理

店の皆様から評価されているのです」

　新ビジネス情報

コインロッカーで安定堅実収入	 ㈱フジ
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番組の携帯サイトでは「お風呂に入るのは１日のうちでいつがベスト？」「のぼせないためのコツは？」

などの 9つのＱ＆Ａと「前田先生お勧めの入浴剤」が紹介されている。他には、「血流をＵＰさせる入浴法」

と「血流アップお風呂ストレッチ」が分かりやすい動画で見られる。アクセスの詳細はＨＰで。

　番組の前半は世界屈指の炭酸泉である大分県の長

湯温泉を紹介した。炭酸泉の健康効果はこれまでも

前田先生の協力のもと本紙でも特集したことは記憶

に新しい。炭酸泉に入ると血管が拡張され血流量が

上がり体温も上がる。繰り返し入ることで、血管の

弾力性が増すので動脈硬化の予防にもなる。

　後半では鼻や喉など呼吸器系疾患に良いという鳥

取県の三朝温泉をクローズアップ。三朝温泉には源

泉の湯気を吸い込む「吸う温泉」があり、医療の現

場でも使われている。同様の療法はヨーロッパにも

古くからあり、インハレーションと呼ばれる温泉蒸

気浴療法は今も行われている。番組内ではドイツの

温泉療養施設グラディアベルク（温泉樹）も紹介し

たが、樹の枝を組んだ壁に温泉水を流し、そこから

発生する霧を吸引する蒸気浴は、今後日本でも注目

されていくに違いない。

　それにしてもなぜ湯気は呼吸器系疾患に良いのだ

前田先生が ビートたけし司会の人気番組「みんなの家庭の医学」に４度目の出演！

ろうか。湯気が鼻から入っていくと、湯気の持つ水

分が線毛を潤し、熱が血行を促進して線毛活動を活

発にさせる。また、温泉成分の塩分などが適度な刺

激となり粘液の分泌が促され、鼻や喉が洗浄される。

このような働きが呼吸器疾患を改善し、呼吸器機能

を高めると考えられる。

　ウイルスや雑菌は線毛に運ばれて痰として口から

排泄されるか胃袋の酸で殺されるが、線毛の働きが

悪いと気管に付着して繁殖を始めてしまう。それゆ

え呼吸器系疾患の予防は線毛の働きが鍵となる。

　そこで番組では線毛の働きの測定法として、サッ

カリン（砂糖の 300 倍以上の甘さの甘味料）テス

トを用い、蒸気浴による呼吸器機能への効果を測定

した。このテストは鼻の入り口から 3cm ほど奥の

内壁にサッカリンを置き、線毛運動によりサッカリ

ンが喉の奥にある甘味を感じる細胞に運ばれて甘味

を感じるまでの時間を計測する。この間の時間を

サッカリンタイムと呼び、鼻と喉

の線毛の健康度のバロメーターと

されている。

　健康な成人の平均時間は 13 分代

だが、この時間が短いほど鼻や喉

の繊毛運動が活発で元気な証拠な

のだ。普通の入浴でも湯気で線毛

が潤いサッカリンタイムは短縮さ

れるが、毎日三朝温泉の湯気を吸

いこんでいる 86 歳になる旅館の主

のサッカリンタイムは驚異の 8 分代だった。

　三朝温泉のような熱気浴を自宅の風呂で体験する

ために前田先生が提案した方法は、浴室をシャワー

の蒸気で満たし、入浴時に自作の塩水ミスト（50

㏄の水に 0.6 ｇの食塩を混ぜたもの）を霧吹きでス

プレーして鼻からゆっくり吸いこむという方法だ。

　この入浴方法を行った後にサッカリンテストをす

ると、普段のタイムが約 13 分で、普通の入浴後で

は 10 分だったものが、8 分代で甘さを感じるよう

になっていた。普通の入浴に比べて線毛運動が明ら

かに活発になっていることに加え、呼吸が楽になっ

たと実感するほどの効果がみられた。

　蒸気浴効果は温浴施設にも当然あるはずだ。そこ

で前田先生に温浴施設の蒸気浴効果についてうか

がった。

　「三朝温泉に限らず浴場は蒸気浴そのものです。

特に最近の温浴施設にあるミストやロウリュを活用

していただきたいですね。冬季の風邪だけでなく花

粉症の季節も線毛を元気にしておくことは健康の秘

訣です。

　番組内でご紹介した塩水スプレーは家庭だけでな

く温浴施設でも有効です。販売するとか、いくつか

用意して安価に貸し出すというのもお客様に喜んで

いただけるサービスになるのではないでしょうか。

　テレビ出演等の私の活動が、日本サウナ・スパ協

会の皆様の温浴事業のお役に立つとしたら、こんな

うれしいことはありません」

　去る 2 月 16 日、 テレビ朝日系 「たけしの健康エンターテインメント！みんなの家庭の医学」 に、 協会理事で

ある国際医療福祉大学大学院リハビリテーション学分野教授 ・ 前田眞治先生が出演した。

　この週はスペシャル番組で、 テーマは 「名医が認定！ 病を予防できる温泉に学

ぶ　家のお風呂で健康になるプロジェクト」。 環境省は 5 年前から温泉効果の科学

解明を行っており、 その検証に関係している前田先生が温泉のエキスパートとして番

組担当医という役割で温泉の効果を解説、 入浴時にひと工夫を加えることで温泉

に行かずに家庭で同じ効果を得る方法を公開した。 温浴施設としても大いに参考

になる内容を抜粋するとともに、 前田先生から温浴施設として情報の活かし方のご

指南をいただいた。


