
「サウナの日」を記念し、全国加盟店
ではさまざまなお客様サービスが展開され
た。昨年関西協会が発案した「37 歳の
方ご招待」企画は、関東、名古屋、福
岡と全国的広がりを見せて評判をよんだ。
「スカイスパYOKOHAMA」は 10日
前の 2月26日から3月7日までを、サウ
ナをとことん楽しむ10日間として毎日イベン
トを行う『SAUNA 10DAYS』を開催。
大阪の「スパプラザ」は3月7日から21

日の 14 時から21 時の間、サウナでかい
た汗を1g1円で買い取る「汗の買い取り
キャンペーン」により話題になっている。
各店ＨＰやポスターによる告知、フェイ

スブック、ツイッター等による情報発信を行
い、「サウナの日」をさまざまな形でアピー
ルした。

全国のサウナーが待ちに待った日本初のサウ
ナ専門ムック『Saunner』が「サウナの日」に
照準を合わせて小学館から発売された。
本ムックは一昨年の「全国サウナ・スパ会

議」に講師として登壇したプロサウナーを名乗
る博報堂の越山剛氏がサウナ愛好家らに呼びか
け、サウナーによるサウナーのためのサウナ専
門ムックを企画したもの。「カッコいいサウナ
情報を発信することで若い世代にサウナの魅力
を伝えたい」と、サウナブームを巻き起こす起
爆剤になれば、との思いが込められている。サウ
ナファンからの立案に協会加盟店も呼応して協

力してきた。それが形になって
3月 7 日にとうとう全国の書店に
並んだわけだ。
気になる誌面には、「サウ
ナー金科玉条」としてサウナ
を楽しむ基本的なルールとマ
ナー、そして「サウナが健康に良い医学的
根拠」など、協会が是非発信してもらいたい情
報はしっかり盛り込まれている。また「われら
saunner 宣言」として若手著名人のサウナ愛好
家のページでは、サウナについて新しい視点か
ら語られており、業界人も目からウロコ、読み

物としての面白さで読者を引き込む部分も盛り
だくさん。海外の情報も豊富で写真の美しさも
魅力的だ。ぜひ一冊持ちたいと思わせるムック本
の出来栄えに、書店の出足も好調だという。

日本初のサウナ専門ムック
『Saunner』ついに発刊
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平成26年度全国総会　6月10日（火）開催
会場は「横浜ロイヤルパークホテル」最上階　日本一高層の会議場
本年度の全国総会は神奈川県横浜市、横浜ラン

ドマークタワーにある「横浜ロイヤルパークホテ
ル」の 70 階が会場となる。記念講演は、一般社団
法人リラクゼーション業協会の清水秀文理事長と
㈱リクルートライフスタイルビューティ総研のセンター
長  野嶋朗氏による派遣型ボディケアに関する話。総
会と同時に、注目商品紹介の場として好評の「温
浴関連商品展示会」も例年どおり開催される。

皆さまのご参加をお待ちしています
神奈川県協会会長　織茂明彦

ホスト幹事をさせていただくにあたり、何か思い
出に残るものをと思案しまして、港ヨコハマを眼
下に望む広大なパノラマを満喫していただける会
場を選定させていただきました。「横浜ロイヤルパー
クホテル」の最上階は地上 277m に位置し、日本
一高層階の会議場です。
また今回ご講演いただくリラクゼーション業協会

の清水理事長は、長年リラクゼーション業界の社
会的地位の確立と向上に努めてこられました。その
活動が実を結び、本年 4月1日には日本標準産業分

類に「リラクゼーション業（手技を用いるもの）」が新
設されます。おめでとうございます。温浴業界とは運
命共同体であるリラクゼーション業の現在と未来
をテーマとした清水理事長の講演は、時期を得た
ものであり、ご参加の皆さまに価値ある時間を過ご
していただけることと存じます。
また、総会翌日に開催されますゴルフコンペは、
キャノンオープンなど数々のトーナメント会場と
して有名な関東の名門コース、戸塚カントリー倶
楽部です。
充実した総会にするべく、ホスト幹事として出
来る限りのことをさせていただきます。是非ご参
加ください。横浜でお待ちしています。

全国総会スケジュール
【日時】平成２６年６月１０日（火）
【場所】横浜ロイヤルパークホテル　70階「オーロラ」
	 横浜市西区みなとみらい2-2-1-3
	 電話 045-221-1111（代）
スケジュール
【受付】14：00～
【総会】15：00～ 16：00
	 ・歓迎挨拶　・会長挨拶　・来賓祝辞
	 ・議長選出　・議事審議　・議長退任
【休憩】16：00～ 16：30
【記念講演】16：30～ 17：30

「ボディケア（リラクゼーション）の現状と将来」
一般社団法人リラクゼーション業協会
理事長　清水秀文　氏
「2014 年　顧客の意識に見るリラクゼー
ション分野の可能性」
㈱リクルートライフスタイルビューティ総研
センター長　野嶋　朗　氏

【懇親会】18：00～ 20：00
	 フランス料理フルコース
■登録費　お一人／ 23,000 円　総会、記念講演、
懇親会（宿泊は含みません)　
■二次会　20：30～　スカイラウンジ	「シリウス」	
　参加費　お一人様／ 4,500 円
■ JSSA杯ゴルフコンペ　6	月11日（水）
戸塚カントリー倶楽部　西コース
※	IN、OUT	共に9	時 00	分　スタート予定
コンペ参加費《5,000 円》
プレーフィ約 34,000 円・その他昼食代等は各自精算

振込先：26年5	月20日までに下記へお振り込み下さい。
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

公益社団法人日本サウナ・スパ協会は、1月24日午
後 2 時から平成 25 年度第 2 回理事会を東京都新宿区の
「神楽坂加賀」にて理事 18 名、監事 1名が出席して開催。
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の上、本会議
の成立を宣言。議事録作成者に若林幹夫理事を指名し
以下の議事に入った。　
議題は以下のとおり。

議題1  任期満了に伴う役員改選の件
就任を了承していただける理事については引き続きお
願いすることとし次の総会に於いて諮ることとした。

平成25年度 第2回理事会開催

平成26年度収支予算書

科　目 予算額

収入

特定資産運用益 30,000

登録料収入 2,000,000

会費収入 15,200,000

事業収入 21,918,000

受取寄付金 500,000

雑収入 1,290,000

事業活動収入合計 40,938,000

支出

啓発普及事業 9,350,000

基準策定・研修事業費 11,270,000

公益目的共通事業費 13,885,160

管理費 4,498,440

投資活動費 48,400

予備費等 1,886,000

事業活動支出合計 40,938,000

議題2  平成26年度事業計画の件
公益目的事業１　普及啓発事業
① 調査研究事業
⃝国際サウナ協会を始め諸外国サウナ・スパ
機構との交流並びに視察研修。

・第16回国際サウナ会議への参加
　リトアニアで開催　（5月27日～6月3日）
・第9回東アジアスパ会議
　モンゴルで開催（8月4日～8月8日）
⃝関係データ収集とその分析を行い、ニーズ
に合った施設づくりに貢献する。

⃝フィンランドヴィレッジの活用によるサウナ
の実験や研修並びに交流イベント等の実施。

⃝関連展示会への後援ならびに会員への推奨。
② 機関紙配布事業
唯一の業界紙である機関紙「ＳＡＵＮＡ・ＳＰＡ」の年

6回／奇数月での発行。
③ インターネットによる情報提供事業
⃝公式ホームページ及びフェイスブックによる協会活動の
紹介並びに情報配信。

④ メディア対応事業
マスコミからの問い合わせに対する情報開示と、マス

メディアの取材を通じて国民に正しく理解してもらうため
の活動を行う。
⑤ その他
「サウナの日」の普及啓発活動並びに日本赤十字社の
協力による全国献血推進キャンペーンの実施。なお、会
員店舗による募金活動は日赤募金に戻し、（但し、今後
震災発生時等には震災支援に回す）募金活動（一般寄
付金扱い）を実施する。
公益目的事業２　基準策定研修事業
① 基準策定事業
② 優良店認定事業
③ 養成研修・資格登録事業
新たに開始する研修事業として、お風呂やサウナの入

り方並びに体を温めてのボディケアの実験と効果、施設
内での応急処置等について、誰もが受講できる「サウナ・

スパ健康アドバイザー養成研修講座」の実施。
④ 研修事業
⑤ 顕彰事業
会員の拡充
その他
公認会計士事務所の指導を得て、健全財政の確立と

公益法人会計業務の適正化に努める。　
議題3  平成26年度収支予算書の件（左表参照）
議題4  全国総会開催地等の件
以上を審議の結果、満場一致で承認決議。その後、

以下の報告がなされ、終了した。

報告
・ムック本『Saunner』の件
・サウナ・スパ健康アドバ
イザーの件

・効果ポスター「あったま
ボディケア」制作の件

・3月7日「サウナの日」制
作物及びイベント等の件

・健康士養成研修集中講
義開催の件

14:00

18:00

展
示
会
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平成26年度日本政策金融公庫
（生活衛生資金貸付）予算案概要
予算案の概要は、貸付規模 1,150 億円（平成 25

年度貸付規模は 1,150 億円）で、サウナ営業関連は
以下のとおり。サウナ営業設備資金貸付 2 億円以内。
うちレジオネラ症対策で、施設または設備の改善は
7200 万円以内。生活衛生改善貸付 2000 万円以内。
厚労省生活衛生課から、資本金１億円超の大企業

が接待で支払う飲食代に限り、交際費の半分までを
経費とすることを認め、非課税とするとの説明があっ
た。上限額は設けない。交際費に関する企業の税負
担を減らし、飲食店での接待需要を促す２年間の時
限措置だ。平成 25 年度税制改正では、資本金１億
円以下の中小企業の交際費は最大 800 万円までを経
費として非課税としたが、大企業の交際費は対象外
だった。中小企業向けの措置も２年延長した上で、大
企業向けの交際費制度か利点の大きい方を選べるよ
うになる。交際費の一部を税法上の経費に組み入れ
税負担を減らす制度は、飲食業界を所管する厚生労
働省が要望していたが、消費税増税後の景気の落ち
込みに備え、大企業の接待需要を喚起する意味もあ
り施策に盛り込まれた。温浴施設での飲食も該当する
のかを同課に確認したところ、「該当する」の回答が
あったので、施設を利用していただけそうな企業にア
プローチされてはいかがか。施設利用分と飲食費分
を分けて領収書を作成する事が必要になります。

宮崎県協会は 3
月6日、7日の両日、
宮崎市、都城市で
献血推進活動を実
施。今年は風邪や
花粉症の方が多く、
せっかくお越しいただいた献血希望の方を受付で
お断りするケースが多々あった。次回は今年 9月
を予定している。また長崎県佐世保の「サウナ・
サン」は、３月８日( 土 ) の午後、町の献血ルー
ムの前で献血を呼び掛け、献血ルームを訪れた方
に「サウナの日記念タオル」をプレゼントした。
愛知県協会の名古屋地区は中区にある大須献

血ルーム前で、岐阜地区は岐阜市正木のイオン

今年も頑張りました！
「サウナの日」献血キャンペーン

今年は 4 年に一度開催される
「国際サウナ会議」の開催年。
開催地はリトアニア共和国の首
都ビリニュスである。協会は国
際サウナ会議に合わせ「リトア
ニア・ラトビア視察研修ツアー」
を企画した。リトアニア、ラトビアではサウナは
フィンランドと同じく精霊の宿る神聖な場所とし
て大切にされてきた。蒸気が充満したサウナ内で
ヴィヒタを使って行われるランバスティングは、欧米
各国でも人気が出始めているので、技術もスタイル
もブラッシュアップされつつある。本ツアー参加
は両国に残るサウナの伝統を本格的に体験できる
またとない機会。是非参加していただきたい。

スケジュール
 5月27日  羽田および関空よりドイツ（フランクフルト）

を経由してラトビア（リガ）へ。
  28日  サウナ体験視察および市内観光
  29日  観光しながらリガからリトアニア共和国の首

都ビリニュスへ。在リトアニアフィンランド
大使館にて「ウェルカムパーティ」

  30日  国際サウナ会議　9時～17時
日本代表としてサウナ大使タナカカツキ氏

ラトビア首都	リガ
市内（左）とリトア
ニア首都	ビリニュ
ス旧市街（右）　

第16回国際サウナ会議、リトアニアで5月30日開催
サウナ大使タナカカツキ氏とめぐるサウナ旅　6泊8日

寄付金入金状況

■寄付金入金状況（3月10日現在）
（株）東新アクア	………………………… 30,683
（株）グランドサウナ	……………………… 13,179

　1月11日から3月10日までの寄付金振込金額
は以下の通りです。
　今後とも寄付金のご協力よろしくお願い致します。

（単位円）

講演予定
  31日  国際サウナ会議　観光　フリータイム

閉会セレモニー
 6月1日  サウナ視察ツアー　ランバスティング体験
  2 日  午後出国　フランクフルト経由で羽田へ
  3 日  帰国　昼ごろ羽田着　　解散

予算と締切
ツアー代金概要　334,000円（飲食代はツアー終了後
に頭割りで精算予定）
申込み締め切り‥‥3月20日（木）必着
問い合わせ先：国際会議については事務局まで、
旅行については下記まで。
トップツアー株式会社
東京法人西事業部第1営業部
TEL.03-5766-0207　 FAX.03-5766-0203
担当：佐川祥子、森拓也

「マーサ２１」でそれぞれ11 時より16 時まで、正
会員・賛助会員15 名程が愛知県専用ジャンパー
を着用して行き交う方々に献血を呼びかけた。こ
の日は曇りで気温も低く真冬同然の天候に人通り
が少なかったが、二ヶ所で
受付けた 110 名のうち、90
名の方に献血をしていただ
いた。

サウナ大使
タナカカツキ氏

バルト海に面するヨーロッパ北東部
に位置する共和制国家。エストニアと
ともにバルト三国と呼ばれ、両国とも

2004 年にEUに加盟している。
リトアニアの首都ビリニュスは、現存するヨーロッパ最

大の中世地域のひとつでユネスコの世界遺産にも指定さ
れている旧市街には、中世やゴシック式、ルネッサンス
様式、バロック様式などの建築物が	2000	ほどもある。
ラトビアの首都リガの旧市街も第二次世界大戦時にも

戦火に合わず壊されなかった中世の建物が数多くあり、
ユネスコの世界遺産。歴史的学術的価値の高い街で「バ
ルト海の真珠」と讃えられる美しい港町だ。

リトアニア

ラトビア

リトアニア、
ラトビアとは

(3)平成26年(2014)3月15日



（単位円）

2012 年 4月に公開され、古代ローマの浴場設計技師が現代日本の
銭湯にタイムスリップするという驚天動地のストーリーで全日本国民の
度肝を抜いた映画、『テルマエ・ロマエ』。
興行収入 59 億 8千万円というまさかの歴史的大ヒットを記録。第

37回トロント国際映画祭に正式招待され、さらに主演の阿部寛さんは
第 36 回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。
まさに国民的話題作となり、巷に “お風呂”ブームを巻き起こした『テ

ルマエ・ロマエ』が、再びスクリーンに帰ってきます！
協会は前回同様タイアップポスターを制作します。今回も“お風呂 ”

ブームを盛り上げましょう！

『テルマエ・ロマエ』第2弾
今回も“お風呂”ブームを盛り上げましょう！

『Saunner』発刊記念　
第2回サウナサミット
in 「フィンランドヴィレッジ」開催
一昨年の夏に開催し好評を博し
た日本のトップサウナーによる
トークバトル「サウナサミット」が、
『Saunner』発刊を記念し、満を持
して 3月7日、再び開催された。
今回は日本のフィンランド、八ヶ岳
の麓、長野県小海町にある「フィン
ランドヴィレッジ」が、会場となった。
今回結集したのは、ムック本の立
役者、越山剛氏をはじめ海老原天氏、濡れ頭巾ちゃん、カーツさとう氏、そ
して「サウナ・スパ会議」の講演でもお世話になった原山壮太氏というプロサ
ウナーの面々。本格サウナの合間には－ 9℃の外気浴で身を引き締めつつ、
サウナのことだけを熱く 2時間語り尽くした。その様子は、当日 22 時 30
分から USTREAM、ニコ生チャンネルで配信された。USTREAMでは一

昨年のサウナサミットも
含め、現在も見ることが
できる。「サウナサミッ
ト 2014」で検索を。

長野県小海町にあるフィンランドヴィレッジ

     

     

に効果的な入浴法の紹介、サウナと体のメカニ
ズム、効果的なサウナの利用法、サウナ・スパ施
設内での応急手当等、温浴を安全に楽しむための
すべてが網羅されている。
温浴施設に従事するスタッフがサウナやスパ
に関する正しい知識を身に付け、温浴業の重要
性を理解するためには最適なテキストであり、
一般の方にとっても温浴の理解を深め自分や家
族の健康増進のために役立つ内容となっている。
通信教育のため手軽に受講でき、テキスト、受

験料、登録料、
各種送料のす
べてを含んで
5000 円（ た だ
し、不合格時の
再受験を除く）。
施設のスタッフ
にぜひチャレンジしてもらいたい資格。これを
取ったら仕事に一層興味が沸くに違いない。詳
細、申し込みは協会HPから。

3月7日新たに協会公式資格制度スタート！
「サウナ・スパ健康アドバイザー」

日本サウナ・スパ協会は公式資格制度「サウナ・
スパ健康アドバイザー」の受付を 3月 7 日から
開始した。 資格取得方法は、受講を申込み、受
講料を振り込むとテキストと問題が送られ、綴
じ込みの試験の解答を用紙に記入して郵送する。
合格すると「サウナ・スパ健康アドバイザー」
として登録され、Diploma（資格証）が送られ
てくる、というもの。従来から実施している厚
生労働省後援の管理士及び健康士の下位資格の
位置づけとなる。内容は、入浴の効果、諸症状

左から原山壮太氏、カーツ佐
藤氏、濡れ頭巾ちゃん、越山
剛氏、海老原天氏
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