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合し、独自の文化へと拡大しています。サウナは個人
から団体、そして組織へとその可能性を広げ、今新た
なステージに突入しています。組織エンゲージメント
の重要性が叫ばれている昨今、その答えはサウナに
あるのかもしれません。サウナによる未だ見ぬ新たな
コミュニティやイノベーションにより、日本のビジネスシー
ンの活性化に貢献する。これがJSAの目標です。みな
さんも一緒に『究極のフラット・リラックス・コミュニ
ティ』を実現するサウナの魅力を発信していきましょう」

による講演「サウナが
会社組織にもたらす功
罪とは！？」。社内にサ
ウナ部を公認させるま
での出来事と企画書の
書き方などの体験談
で、参加者は真剣に耳

を傾け、時にはメモを取るなどビジネスシーン同様
の一コマだった。

第2部は、サウナ体験タイムで、スカイスパのスペシャ
ルアウフグースを体験。全員館内着となった第3部は、
日本企業のサウナリーダー
たちによるトークイベン
トとセッション。その後、
JSAからビジョンの提唱
があった（以下概要）。
「フィンランド発のサウナが日本で『働く・休む』と融

4月23日（火）19：00からスカイスパYOKOHAMA
において、サウナでつながった企業7社、日本航空、
KOKUYO、CRAYZY、TABI LABO、ヤマハ発動機、
EY Japan、ADKが共催した「企業×サウナ」のトー
クライブイベントが開催され、さまざまな組織の「サ
ウナリーダー」50名が参加した。

本 イ ベ ント を 企 画 し た「JAPAN SAUNA-BU 
ALLIANCE（JSA）」のコクヨ㈱取締役室 川田直樹氏

（写真右）と日本航空㈱Web販売部 岡本昂之氏（写真
左）による挨拶の後、第1部 は、EY Japan 高須邦臣氏

テレビ東京は、2019年7月ドラマ25（毎週金曜深夜0：
52～放送）で、『サ道』を放送する。原作はご存知 “サ
ウナ伝道マンガ”タナカカツキサウナ大使の『サ道』（講
談社モーニングKC刊）。

主人公・ナカタアツロウ（原田泰造）はサウナに興味
がなく、むしろ苦手意識をもっていたが、ある日謎の
男「蒸しZ」（宅麻伸)に出逢い、サウナの本当の気持
ちよさを知ってしまう。偶然さん（三宅弘城）やイケ
メン蒸し男（磯村勇斗）など個性的なサウナ仲間との
会話をベースに、都内のほか、各地人気施設を訪れ、

「サウナとは」「ととのうとは」を追究。サウナーなら
誰もが会いたい、サウナ界の重鎮も続々登場する。音
楽は協会お馴染みの、とくさしけんごさんが担当する。

自他ともに認めるサウナー、ナカタアツロウ役の原
田泰造氏は、「なんで、サウナを好きなのか?正直、自
分でも今ひとつ分からない。ただ夜になるとサウナ
に行きたくてウズウズする。そんな不思議な魅力を
持つサウナの教科書みたいなマンガ『サ道』がドラマ
になります。是非、このドラマを見てととのっていた

「サ道」ついにドラマ化！  テレビ東京　ドラマ25
7月  毎週金曜日0時52分から

だけたら嬉しいです」と、意欲を燃やしている。
本企画は、「サ道」を追求するあまり、気が付くと

なぜかサウナ・スパ健康アドバイザーも取得してい
たという、プロデューサーの五箇公貴氏の強烈な情
熱により実現した。タナカ大使は、「絶大なる信頼を
寄せている五箇さんから、ドラマ化のお話を頂き、つ
いにその時が来た！と早々に感慨に浸りました。キャ
スト、スタッフ全員が当代きってのガチサウナーた
ちで、ネームリストを見ただけでととのいました。多
くの方々とサウナの楽しみを共有できることに喜び
を感じております」とコメント。

五箇プロデューサーは、「この番組を観たすべての
方に“サウナ・水風呂・休憩”のすばらしさ を追体験
していただければ、我々の使命はある程度果たせた
といえるのではないかと思っております。『サ道』の 
看板を汚すことのないよう、スタッフキャスト一同、
精進させていただきます」と挨拶している。

サウナブームの火付け役の本書の番組化。温浴業
界関係者こぞって応援したい。

Ⓒ「サ道」製作委員会
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日本サウナ・スパ協会は、2019 年度 第１回理
事会を 4 月 25 日（木）14 時から秋葉原 UDX ビ
ル（東京都千代田区）において開催した。

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、本会議の成立を宣言。議長より議事録作
成者に若林幹夫理事を指名し議事に入った。

第1号議案  『2018年度事業報告書(案)」の件  
各活動報告（「公１」啓発普及事業　ア、調査

研究事業、イ、機関紙頒布事業　ウ、インターネッ

理事会終了後、執行理事 7 名により同会場で
2019 年度第１回執行理事会を開催。以下の議案
を審議した。

第1号議案  『総会の進行』の件 
5 月 23 日開催の通常総会に関し、執行理事の

役割分担について説明があり了承された。

2019年度 第1回理事会報告 

2019年度 第１回執行理事会報告 

トによる情報提供事業　エ、メディア対応事業　
オ、サウナ・スパ普及啓発事業並びに「公２」
基準策定研修事業　ア、基準策定事業　イ、優良
店認定事業　ウ、養成研修 ･ 資格登録事業　エ、
研修事業　オ、顕彰事業　カ、相談事業）、会員
拡充、について説明があり、審議の結果原案どお
り出席理事全員で可決し通常総会に於いて諮るこ
ととした。

第2号議案  『2018年度収支決算書(案)』の件 
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員で可決し通常総会
に於いて諮ることとした。

第3号議案  『2019年度通常総会』の件 
5 月 23 日鹿児島での総会参加者や資料及び議事

進行についての説明が あり了承された。

第4号議案  『2019年度通常総会並びに
創立30周年記念式典開催地』の件

次年度の総会開催地については、東京都協会

第2号議案  『事業計画の進め方』の件
秋の全国オーナー・幹部研修会は、名古屋ク

レストンホテルにて 11 月 28 日（木）に開催を
予定している旨の説明があり了承された。なお、
内容については次回執行理事会で審議すること
とした。

の主管により、2020 年 5 月 28 日（木）東武ホテ
ルレバント東京（東京都墨田区）で開催する案が
説明され、原案を承認し準備を進めることとした。

第5号議案  『第14回東アジアスパ会議開催地』の件
第 14 回東アジアスパ会議について、今年はモ

ンゴル・ウランバートルで開催されることにな
り、日程は 8 月 18 ～ 22 日の予定で企画する旨を
報告。正式な案内が届き次第日本代表団を募るこ
とで了承された。

第6号議案  『養成研修講座』の件
昨年来編集を進めてきた管理士テキストについて

ほぼ出来上がったものを回覧し、今年度からの新規
テキストとして採用する旨説明があり了承された。

第7号議案  『講演名義付与』の件
6 月 22 日（土）開催予定の「フィンランドの

夏祭り in こうみ 2019」並びに 9 月 7 日（土）開
催の「第 4 回日本サウナ祭り」について後援名義
の申請があり、付与することで了承された。

東アジアスパ会議については、内容が決定次
第、代表団を募集することとした。

その他
次回執行理事会は 9 月 20 日（金）墨田区「両

国湯屋 江戸遊」で 14 時から開催予定。

東京都協会（岸野肇会長）は 4 月16日（火）「第
87 回勉強会・体験入浴会」を「東京お台場 大江戸
温泉物語」にて開催しました。

今回は、10 月に予定されている消費税の改定につ
いて、各店舗の対応策をアンケートに基づき検討しまし
た。入館料、飲食関係の価格改定や、軽減税率の取
り扱いなどについて意見の交換を行いました。

また、プレゼンテーションとして㈱メリ･ テック、㈱光
明石製造所からそれぞれ商品の説明がありました。

終了後、賛助会員も参加して懇親会を開催し、名
刺交換や情報交換などで盛り上がりました。

神奈川県協会（織茂明彦会長）は 5 月9日、横浜
の聘珍樓で令和元年度総会を開催。

平成 30 年度の事業報告書・収支決算書の件、令
和元年度の事業計画書・収支予算書の件について審
議の結果、拍手で承認されました。

その後、ゴルフコンペの件、勉強会の件、日本協会
から次年度の30 周年記念総会についての決定事項な
どの報告。続いてサウナ健康アドバイザーの資格取得
を各店舗５名ずつ、オーナー・幹部研修会の参加費を
２名ずつ、次年度の 30 周年記念総会参加費も２名ず
つ県協会が支援するとの説明がありました。

織茂会長から、「名古屋の研修会も期待できる内容
ですし、記念総会は懐かしい面々や、めったに顔を出
さない方に会えるチャンスでもあります。年間事業を通
じて会員相互の懇親を図り、気軽に連絡を取り合える

勉強会東 京 都 協 会

総会神 奈 川 県 協 会

日赤募金箱
3月11日から5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（5月10日現在）
（株）東新アクア‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ￥44,168
サウナ&カプセルイン岡山‥ ‥‥‥‥‥ ￥9,172
（株）ユーランドホテル八橋‥‥‥‥‥ ￥19,002

2020 年、協会は創立 30 周年を迎え、総会と併せて記念式典の開催を予定している。オリンピック年とあっ
て、会場を早期に決定する必要があるため、ホスト協会となる東京都協会と担当理事により構成される実
行委員会は、4 月 3 日（火）に 2 回目の会議を開催。以下の内容で記念式典の概要を決定した。

議題１．式典開催日程及び会場の決定
　日　程：2020年5月28日（木）
　名　称：東武ホテルレバント東京
　所在地：東京都墨田区錦糸1-2-2
議題２．スケジュールについて
　受付13：30〜
　総会14：00〜
　展示商品PR、見学、休憩、14：40〜

協会創立30周年記念式典　実行委員会より報告

式典15：30〜17：30
　開催挨拶、主催者挨拶、来賓祝辞、功労者表彰
　記念講演　�サウナ・スパ普及啓発を積極的に進めているサウナ－（個人・チーム

※サウナ好き有名人が加わればなおいい）を表彰するとともに、サウ
ナのトークを交えて若者の動向や温浴業界の未来につながる内容
で企画してはとの意見が出されており今後詰めていくこととしている。�

祝賀会　18：00〜20：00（アトラクションは検討中）
その他　会員施設への体験入浴券を付ける。

仲間を増やすことが大事です。日本サウナ・スパ協会
の一員であることを有効に活用し、会員の発展により
国民の健康に寄与する協会として活動してまいりたい
と思います。みなさんこの後の懇親会もゆっくり楽しん
でください」と、挨拶がありました。

その言葉通り、懇親会は盛り上がり、参加会員は実
りある時をすごしました。
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国際サウナ協会　理事会報告
2022年は温浴見本市「INTER BAD」に合わせ、ドイツで開催

第14回東アジアスパ会議  モンゴルで8月開催

国際サウナ協会理事　金憲碩
GW中の4月29日、国際サウナ協会の理事会に参

加しました。23か国参加するこの会の中でも、日本
は設立に関わった常任理事国で、昨年私が理事に
なったので参加した次第です。

今年の会議はノルウェーから電車で1時間30分の
Lavikという町。会場はノルウェーの理事がマネー

ジャーを務め
ているスパ併
設 の ホ テ ル

「Firris Bad」。
参加理事は

フィンランド
３名、ドイツ2

名、オーストリア、ポーランド、ノルウェー、デンマー
ク、日本各1名の計10名でした。

議題は次回2022年にドイツで開催予定の国際会
議とその内容が主でしたが、4年に一度の温浴見本
市「INTER BAD」に開催日を合わせ、見本市運営社
側と出展企業を巻き込み、ビジネスやエンターテイ
メントの要素を盛り込んで
いく、ということで承認さ
れました。

各国からのサウナ事情報
告では、日本ではサウナが若
者から注目されていて、メ
ディアでも多く取り上げら
れている事などを報告しま

4月末、モンゴルスパ協会のデンスマー氏が来日。今
年8月で決定していた、東アジアスパ会議の開催日、内
容等の案内があった。それを受け、協会は日本代表団
のスケジュールを㈱日本旅行と相談し、以下のように確
定した。

今回は、会議後、ウランバートルから 100 キロほど

の場所にあり500 頭もの馬を飼う遊牧民の生活を視
察。観光シーズンとあっ
て、BESREG NAADAM
という 2 歳馬の競馬
やモンゴル相撲を視
察予定。

「サウナ×アウトドア」の究極イベント
Pop'Up Sauna Festival

「サウナ温め選手権」
優勝はなんと！ヒロシさん率いる芸人チーム「チーム焚火会」
7月にフィンランドでの国際大会に参加

催される「Sauna Heating Word Championship」
への出場権と往復のチケットが手渡された。

桜舞い散る都幾川の河原には、テントサウナ、
水風呂、サウナグッズの物販スペースが並び、ロッ
ジ前にはサウナ飯の準備も万端。「OFR（おふろ）
48」のライブイベントもあり、参加者はアウトド
アサウナイベントを満喫した。

ていく。いかに早くテントサウナ内の温度を規定の温
度に到達させるかを競う競技で、テントの早建てはも
ちろんだが、薪の割り方、火力の上げ方など、さまざ
まなテクニックがモノを言う。

司会は熱波甲子園でお馴染みの井上勝正さん。
その緊迫感ある実況アナウンスに見る側も手に汗を握
る盛り上がりを見せ、入賞者のみならず出場者には
惜しみない拍手が送られた。

優勝はなんと、タレントのヒロシさん率いる芸能人
チーム「チーム焚火会」で、7 月にフィンランドで開

4 月12日、埼玉県比企郡のときたまひみつきち
COMORIVER で、サウナをテーマとしたフェスティバ
ル「Pop’Up Sauna Festival」が開催され、サウナ、
アウトドア愛好家が多数参加した。

注目のメインイベント「サウナ温め選手権（Sauna 
Heating Championship）」は、エントリーした 12 チー
ムが予選開始の 10 時から熱い戦いを繰り広げ、勝
ち抜いた 3 チームが 15 時からの本戦に挑んだ。

3 人が一組となって、テントサウナを設営し、薪を割っ
てサウナストーブに火をおこし、テント内の温度を上げ

した。その後、会議の度に話題になる、「サウナの定義」
についての議論が白熱しましたが、続きは次回会議
に持ち越すこととなりました。

会議終了後は、サウナに入り楽しい時を過ごし、
気持ちよくノルウェーを後にすることができました。

賛助会員紹介
［入 会 日］4月1日付
［会 社 名］㈱タカタ
［住　　所］‥〒541-0048

（本社）‥大阪市中央区瓦町1-5-8‥ ‥
日宝ダイヤビル406号

（東京）‥中央区銀座1-15-7‥ ‥
マック銀座ビル506号

http://tkta.jp/
［電　　話］06-6575-7262／03-5524-5331
［代 表 者］高田由華
［取扱業種］ボディケア、エステ業務の受託

［入 会 日］5月1日付
［会 社 名］㈱ミツウロコヴェッセル
［住　　所］‥東京都中央区京橋3-1-1　‥ ‥

東京スクエアガーデン
https://mitsuurokodenki.jp/

［電　　話］03-3275-6316
［代 表 者］坂西　学
［担 当 者］石井万正
［取扱業種］電力

詳細は事務局までお問い合わせください。
8月18日（日）�成田発����ウランバートル　� Gobi�Complex泊
19日（月）�終日　東アジアスパ会議　� Gobi�Complex泊
20日（火）�終日　�郊外の競馬と相撲視察� �

� Gobi�Complex�泊
21日（水）自由行動　ホテル選択可
22日（木）ホテルから空港へ　往復便共�経由・直行未定
会議登録料 300＄（3日間の宿泊代、昼食、歓迎会、

演劇、通訳、資料、国内交通費など）。その他、４日目の宿
泊費及び別に係った経費は頭割りで、事後精算。
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『神戸サウナ大学』
を開校する運びに
なりました」。実
に 20 年 越 し の 思
いを形にさせたと
いうわけだ。
「神戸サウナ大

学」の部活動は、「サ
ウナ」「グルメ」「カ
ルチャー」「アウト
ドア」４つのカテ
ゴリーにさまざま
なジャンルの部が
所属するというシ
ステムで、軽音楽
部、映画部、ヨガ部、神戸ラグビーファンクラブ部、
神戸アーバンピクニック部、コーヒー部、サウナ部
の 7 部制でスタートした。

魅力的なのは各部の部長で、神戸で活躍する著
名な方々が部活を盛り上げる。軽音楽部はオリバー
ソース社長で神戸新開地ジャズヴォーカルクイー
ンコンテスト審査員の道満雅彦さん、ヨガ部はラ
ジオＤＪの大久保かれんさ
ん、コーヒー部は「まめや」
代表の中山広隆さん、など
など、「神戸サウナ大学」の
理念に賛同して集まった各
分野の粋人たちばかりだ。

昨年ホームページを開設して今年の１月末まで
「学生」を募集し、選考の結果 18 歳から 70 歳代ま
での 184 名が合格。参加者は事務手数料（会費）
1000 円を支払い、イベント参加費などは随時徴収。
クラブ活動後は無料でサウナを利用できるという
特権がある。

3 月 3 日、生田神社で入学式を盛大に行い、学
生証を配布した。

4 月 20 日には、ビルの屋上に、近隣の協賛飲食店
の屋台、テントサウナ、水風呂プール、ドラム缶に
氷柱の特製水風呂まで用意した新入生歓迎会を開催。

各部活動も開始され、第一期生はキャンパスラ
イフを思い思いにおう歌している。

「神戸サウナ＆スパ」（㈱ジェム　代表取締役社
長　米田篤史氏）は、創立65周年を迎える今年4月、
イベントを通じて神戸の街を楽しむ人が集まる場
を提供するという、新しい形の地域貢献事業、「神
戸サウナ大学」を開校した。

同校は、温浴施設を拠点に「部活動」を楽しむ
会員組織で、昨年 11 月の記者会見で「神戸サウナ
大学」開校を発表して以来、米田社長自らが多く
のマスコミにその理念を語ってきた。
「1995 年の阪神淡路大震災で被災して営業を休

止した折、街を歩けばすれ違う人ごとに『いつ再
開するの』と声をかけてもらいました。こんなに
街のお役に立っていたのかと改めて実感すると同
時に、いつか恩返ししたいと思っていたのですが、
なかなか具体的な形にする方法を思いつかなかっ
たんです。神戸文化を深めるためのコミュニケー
ションの場として施設を活用していただき、神戸
の新たな魅力を創造することができればと思い、

神戸サウナ&スパ　創立65周年事業
神戸サウナ大学 開校

ざまなヨガに挑戦する予定で、市内の名所旧跡
でのヨガも実施する。

個室にマットを敷き、参加者らはあぐらをか
いた状態で開始。ボルスターというクッション
を使いながらさまざまなポーズをとり、最後は
静かな空間で瞑想（めいそう）し、心を落ち着
けた。

参加者からは「人目を気にせず、狭い空間で
も十分に体を動かせて大満足」との声が上がり、

「個室内は雑音もなく、集中しやすい。改良を
重ねる価値がある」と大久保部長。今後もさま

ヨガ部　大久保かれん部長
第１回目の活動は 4 月 14 日。「世界初 !? 日本

初！カプセルヨガ！」をテーマに、大久保かれん
部 長 が カ プ セ ル ル ー ム 内 で 行 う ヨ ガ を、
YouTube のライブ配信で部員が学ぶという初
の試みに女性 15 人が参加した。「広々とした自
然の中でのヨガはたくさんありますが、究極の
個室であるカプセルホテル内で行うのは前代未
聞。世界でも初めてでは」と大久保さん。

部活報告
各部長と米田篤史学長

ビルの屋上で開催された新入生歓迎会。参加者全員でヨガのポーズに挑戦した


