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創立30周年記念式典並びに全国総会 5月28日（木）開催予定
日本サウナ・スパ協会は、今年、創立30周年を迎えるにあたり、記念式典並びに2020年全国総会を東京
都の東武ホテルレバント東京で開催する。会場の東武ホテルレバント東京は、東京スカイツリーのオフィ
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曲師・玉川太福さんによるサウナをテーマとした浪曲が披露される。また記念講
演はサウナ大使タナカカツキさん他による「10年後のサウナを語ろう」と題した、
パネルディスカッションなどを予定している。
加えて、例年好評の「温浴関連商品展示会」はもちろん、翌29日には恒例のゴル
フコンペが名門の鷹之台カンツリー倶楽部で開催されることになっている。

公益社団法人日本サウナ・スパ協会

式典では、永年にわたり協会の発展とサウナ・スパの普及振興に著しく貢献し、
国民の健康増進に寄与した個人および団体に対する顕彰が行われる。そして浪

昭和 平
･ 成 のサウナ史

シャルホテルでもあり、都内各所へのアクセスも良い。

サウナブームを迎え機運高まる中での記念式典と総会、ぜひご出席ください。
なお、最終の式典実行委員会の開催を4月7日に予定している。

創立 30 周年 記念誌『昭和・平成のサウナ史』発行
協会の成り立ちやサウナに関する近代史などをまとめた一冊、
『昭和・平成のサウナ史』の発行を進め
ている。執筆は国内外のサウナ事情、戦後のサウナの発展に詳し
い協会技術顧問の中山眞喜男氏。

記念品

大使デザインのショルダーバック
30周年を記念した記念品は、タナカカツキ大使デ

ザインの布製ショルダーバック。温浴施設で着替えた後、館内で
携帯電話などの私物を入れるバックが必要、という大使の発想か
ら生まれた、サウナー垂涎の記念品。2つのデザインのショルダー
バックを１セットにして、式典参加者に渡される。

スケジュール概要（2月下旬に案内しています）

■5月28日
（木）
場 所／東武ホテルレバント東京
（錦糸町駅北口より徒歩3分）
〒130-0013東京都墨田区錦糸1-2-2
TEL 03-5611-5511
13：00〜 ｢ホワイエ」
でサウナ関連商品展示会併催18：00まで
13：30〜 受付「４階錦の間」入口付近
14：00〜 総会
議長選出、議事審議、議長退任
14：40〜 30周年記念式典
歓迎挨拶、会長挨拶、来賓祝辞、表彰、記念講演
15：40〜 第一部
浪曲師 玉川太福氏 演目
「愛しのロウリュ
（地べたの二人より）
」
第二部
サウナ大使 タナカカツキ氏他 パネルディスカッション
「10年
後のサウナを語ろう
！」
17：10〜 展示見学 ※宿泊者はチェックイン。
18：00〜 懇親会 ４階「錦の間」20:00閉会
20：20 二次会 向島割烹「美家古」へ、
ホテル玄関より出発
■5月29日
（金）
ゴルフコンペ／鷹之台カンツリー倶楽部
千葉市花見川横戸町1501番地
TEL 0995-59-3711
体 験 入 浴／当日・翌日、下記施設で有効の入浴券を当日配付します
・天然温泉 楽天地スパ ・サウナ＆カプセル レインボー
・両国湯屋 江戸遊
・オアシスサウナ アスティル

登録料および振込先
申込先／協会事務局まで郵送またはファクス
締 切／3月末日
登録料／20,000円
（総会・記念式典・懇親会 宿泊無し）
二次会／向島割烹 美家古16,000円
ゴルフコンペ参加費／5000円※プレーフィ26,200円
昼食代は各自精算
支払い／4月30日まで
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

3月7日「サウナの日」恒例の37歳キャンペーンで1,346名をご招待！
フィンランドサウナクラブは、日本最大級のサウナイベ

義塾大学特任教授の加藤容崇氏は『医者が教えるサ

ント「SAUNA FES JAPAN 2020」を9月19日
（土）〜

ウナの教科書―ビジネスエリートはなぜ脳と体をサウナ

22日
（火・祝）
の4日間、長野県・小海町のフィンランドヴィ

でととのえるのか？』
（ダイヤモンド社）
をそれぞれ発行。

レッジで開催することをこの日に発表。５年目の開催とな

ダンスロックバンド「DISH//」はこの日、
ミュージックビデ

る今年は、9月のシルバーウィークに合わせて4日間開催

オ「SAUNA SONG」のネット視聴を解禁した。

し、各日250人、計1,000人分のチケットを用意し、過去

新型コロナウイルス感染拡大阻止の観点から、中止
や延期されたイベントもあるが、各店舗ではポスターを

最大規模で実施する。
また、サウナ関 連
書籍も発売され、
とと

掲示して「サウナの日」をアピール。マスコミ各社も「サ
ウナの日」を積極的に取り上げた。
ンによりサウナを利用した。

のえ親方こと松尾大

また協会は、恒例の「満37歳のお客様＋そのお連れ

氏は、サウナ指南書

様１名無料ご招待」キャンペーンを展開。今年のキャン

『Saunner BOOK』

ペーン参加店舗数は47店舗、利用者は37歳のお客様

シロ動画をアップし「サウナの日」をア

（A-Works）
を、慶応

957名、そのお連れ様389名の合計1,346名がキャンペー

ピールした。
（右 QRコード）

タナカ大使は自らの Twitterにオモ
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2019年度
日本サウナ・スパ協会は、2020年1月24日（金）15時
30分から、新橋 MOKU で2019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、本会議の成立を宣言。議事録作成者に理事の若
林幹夫氏を指名し以下の議事に入った。

議題１ 『任期満了に伴う役員改選の件』
米田行孝専務理事が説明、議場に諮り満場一致で
承認された。新たに、諮問委員に共栄観光㈱代表取
締役 西生吉孝氏が選任された。

第2回理事会報告

議題2 『2020年度事業計画（案）の件』
各担当執行理事が説明、議場に諮り満場一致で承

収入

会費収入

13,700,000

事業収入

16,510,000
500,000
1,090,000

収入合計

32,830,000

啓発普及事業

議題5 『2020年3月7日サウナの件』
3月7日
「サウナの日」イベントとして、
『37歳の方＋お

全国総会 温浴関連商品展示会 出店のお誘い

1,000,000

雑収入

『昭和・平成のサウナ史』発行の報告。
（1面に関連記事）

希望をとり製作、2月末発送。

30,000

受取寄付金

とで了承された。記念品の製作並びに30周年記念誌

なお、例年通り、
「サウナの日」記念タオルについては

予算額
（円）

登録料収入

認決議された。

議題4 『 創立30周年記念式典並びに2020年度
通常総会の件』
5月28日
（木）東武ホテルレバント東京にて開催するこ

目

特定資産運用益

議題3 『2020年度収支予算（案）の件』
織茂明彦副会長が説明、議場に諮り満場一致で承

ジポスターを制作配布し、HP、SNS などで告知する。

開催する「温浴関連 商品展示会」への出店を募

科

認決議された。

連れ様1名ご招待』キャンペーンを実施。また、イメー

創立30周年記念式典および全国総会に併せて

2020年度収支予算（案）

支出

6,130,000

基準策定研修事業費

10,430,000

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

32,830,000

神 奈 川 県 協 会 新年会・勉強会
2月6日、神奈川
県サウナ・スパ協

日 時／2020年5月28日（木）13：00〜18：00

会
（織茂明彦会長）

場 所／東武ホテルレバント東京「ホワイエ」

の新年会を、
「かる

集します。当日、参加者に資料配付、展示見学の

〒130-0013東京都墨田区錦糸1-2-2

まる池袋」で開催。

時間を設けるとともに、本紙「SAUNA・SPA」

TEL03-5611-5511

本施設は４種のサ

７月号に掲載させて頂きます。販売促進活動の
一環として是非出展をご検討下さい。

出展料／１ブース １８０×１８０
（机１台）30,000円

ウナ、４種の水風呂、５種のお風呂が楽しめる12月3

お問い合わせは、協会事務局まで

日にオープンしたばかりの施設で、勉強会をかねて
会場としました。織茂会長から、
「サウナブームとい
うことで、消費税増税を巧く乗り切った温浴業界な
ので、新型肺炎もベストな対応で乗り切り頑張りま
しょう」と挨拶の後、近況報告や情報交換などで盛
り上がり、心尽くしの料理を堪能しました。

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。
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■寄付金入金状況
（3月10日現在）
サウナミナミ学芸大学店 ‥‥‥‥‥‥‥ ￥８,１３３
（株）
ウェルビー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ￥７０,３７７
（株）
A&E‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ￥２６,４１０
北大阪振興
（株）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ￥１０,７６７
ニュージャパン観光
（株）‥‥‥‥‥‥‥ ￥２１,２７４
サウナアンドカプセルイン岡山 ‥‥‥‥ ￥４,６２１
リラクゼーションスパアペゼ ‥‥‥‥‥‥ ￥２２,９３６

(3)令和2年（2020）3月15日

サウナ・スパ関連施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン
新型コロナウイルス感染について、ウイルスの
侵入を水際で防ぎ感染拡大の対策を徹底するとと
もに、発生時の具体的な対応をあらかじめ定めて
おくことが重要です。
施設の利用者並びに従事者の健康を守るために
対応指針が必要不可欠です。
よって施設の特性に則した、新型コロナウイル
ス感染拡大を防ぐ『運営ガイドライン』を定めまし
たので周知徹底のほど、宜しくお願いします。
公益社団法人日本サウナ・スパ協会
会長 中 野 憲 一
施設利用時の注意喚起のため、注意事項並びに、
体調が思わしくない時の来館自粛を HP や掲示で
呼びかける。
感染拡散を防ぐため、しばらくの間、以下の症
状のある方は施設の利用をご遠慮いただきます
ようお願い申しあげます。
次の症状がある方。
① 37.5 度以上の熱がある方。
② 強いだるさ
（倦怠感）
や息苦しさがある方。
③ 咳、
痰、
胸部不快感のある方。
④ 糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）
の基礎疾
患がある方や透析を受けている方。
⑤ 免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方。
⑥ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる。
⑦ その他新型コロナウイルス感染可能性の症状がある方。
店舗の営業における対応
１. 場内衛生確保・感染防止対処
入場口への手指消毒剤配置と消毒の徹底
推奨薬剤 （アルコール製剤・次亜塩素水）

約し掲載しておりますので御連絡いたします。
新型コロナウイルス感染症への対応について
https://www.koeki-info.go.jp/administration/
pdf/20200312̲01̲corona.pdf
また、
「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う
公益法人の運営に関するお知らせ」として、下記の
資料を掲載いたしましたので、合わせてお知らせ
いたします。
「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法
人の運営に関するお知らせ」
https://www.koeki-info.go.jp/administration/
pdf/20200311̲houjinunei.pdf
本ページは随時更新をする予定です。

２. 更衣室・手洗い場
清掃・除菌の通常以上の徹底。
洗面所の水道、トイレ、出入り口のドアノブ、
など不特定多数が触れる箇所の除菌、巡回清掃
の実施及び実施済管理簿の設置。（最低推奨回
数：2時間に1回）
３. スタッフの健康管理
① スタッフ全員の執務前後の体温チェックを徹底
（37.5 度以上は出勤停止）
② スタッフの家族等、同居者に感染者や感染者へ
の接触があることが判明した場合は、即刻出社
停止とし、他のスタッフとの接触について正確
な実態把握を実施。
③ 感染者情報に接した場合の対処（保健所からの
通知・本人からの申告）
まず、即時に保健所へ報告。（求められる情報
の速やかな開示）
施設汚染が発生すると専門業者による施設の消
毒が求められるので、既存取引先・地域の業者から
対応の可否を確認しておく。
感染症に関する国の注意喚起が解除されるまで
の期間中、スタッフがマスクを着用することの告知。

厚生労働省
●厚生労働省 HP 参照
https://www.mhlw.go.jp/content/
10900000/000596905.pdf
●厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000164708̲00001.html

新型コロナウイルス拡散予防に対するご協力を
内閣府公益法人行政担当室より
内閣府認定の公益社団・財団法人の皆様に御連絡
と協力のお願いをするものです。
公益法人 information に「新型コロナウイルス感
染症への対応について」として、関係する情報を集

●首相官邸 新型コロナウイルスへの備え
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/
kansensho/coronavirus.html

全国献血キャンペーン

新 会 員

賛助会員 2月1日〜
［社
名］㈱ジェーアンドジェーコーポレーション
［代 表 者］小林志津夫
［担 当 者］小林孝介
［住
所］東京都中央区八丁堀 1-14-7
房州ビル 3 階
［電
話］03-3552-8100
［取扱業種］自家発電設備の負荷運転作業。下
水管（シンク配水管、グリストラップ
配水管）高圧洗浄清掃。
［ホームページ］https://www.jj-corp.net/

九州沖縄協会
宮崎県協会
宮崎県協会は3月5日午後、都城市の都城グリーンホテ
ル内に献血バス1台、3月10日は終日、宮崎市ホテルマリッ
クス内に献血バス2台を設置し、献血活動を行ないました。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、献血会場の
実施が困難な地域が多く発生。血液製剤の安定的維
持が困難になるという、日本赤十字社の危惧を知り、1ヶ
月以上前から各企業を訪問して、献血確約数とネーミン
グリストを提出していただき当日を迎えました。
天気にも恵まれ3月5日受付数36名に対し34名、3月10
日受付数134名に対し125
名が協力。両日とも前年を
上回る数の方に献血して
いただきました。次回は9月
を予定してますので、今後
も尊い献血のお願いをして
参ります。

賛 助 会 員 紹 介

長崎県地区
サウナサン
（株式
会 社 足 立 興 商）で
は、
「サウナの日」に
ちなんで３月７日に
佐世保市の「献血
ルーム西海」にて献
血推進キャンペーン
を実施し、献血を呼びかけました。
日ごろからお客様に協力をお願いしていましたが、今
回はお客様だけでなくそのご家族やお友達も一緒に協
力していただき、今年は94名と、昨年を上回る献血数を
得ることができました。
今後もたくさんの方に献血していただけるよう、努力し
てまいります。
※愛知県協会の献血キャンペーンは、
新型コロナウイルス
感染拡大予防の観点から、
涙をのんで中止となりました。

賛助会員 3月1日〜
［社
名］㈱マルマ
［代 表 者］鈴木雅太郎
［担 当 者］田中慶郎
［住
所］静岡県浜松市中区佐藤 2 丁目 5-11
［電
話］053-464-6400
［取扱業種］モノクロラミン消毒（浴槽水の消毒）
、
水質検査、害虫対策、清掃・殺菌等
［ホームページ］https://www.maruma-ec.co.jp/

日 本 サ ウ ナ・ス パ 協 会 の 皆 様 へ

東京電力との
比較の場合
お支払い
月々
の金額

50,000

電 気 代 をもっと お 得 に！

円

（15KVA 1650kWh）

43,600円

年間

77,000

円

お問い合せ先

お得

電気料金見直しでコスト削減
減！
お支払い
月々
の金額

100,000

円

（15KVA 3200kWh）

86,000円

年間

の削減

170,000

組合員ミツウロコでんき
専用窓口

円

お支払い
月々
の金額

2,585,000
2,585
000

円

（高圧418kW 124,402kWh）

2,400,000円

年間

の削減

2,200,000

円

の削減

0120 -983 -037

気になる疑問におこたえします！

●
●工事不要
！切り替え費用なし！
●
●契約期間の縛りはありません！※
●手数料や違約金はかかりません！※
●切替手続きはお申込書に
サインするだけ！※
●検針伝票をご用意ください。
ミツウロコの営業マンが
メリットをご説明いたします！
※高圧の場合は別途営業担当者からご案内いたします。

受付時間 9：00 ～19：00
（日・祝日を除く）

(4)令和2年（2020）3月15日

所さんの目がテン！（日本テレビ）

『ハマる人続出サウナの科学』
“ ととのう ” を解明する
テレビで「サウナ企画」を頻繁に目にするようになり、ブーム到来を実感する中、1月19日放
送の「所さんの目がテン！」
（日本テレビ）では、これまでほとんど掘り下げられなかったサウナ
利用後の恍惚感、いわゆる ととのう について、そのエビデンスを医師が解説した。

サウナに入る前の被験者の脳には、広範にわた
りα派の異常値が見られた。リラックス状態を表
す脳波のα波は、その値が異常値（赤）を示すと疲

サウナによる自律神経への影響

れやストレスを表している。

タレントの都丸紗也華さんがフィンランド大使
館を訪ね、サウナの入り方を教わりながらたっぷ
り汗をかいた。
この汗につい
て、サ ウ ナ に よ
る体の変化に詳
し い 医 師、協 会
理事であり国際医療福祉大学・大学院教授でもある

時に高まるの

前田眞治先生が、こう解説した。

は交感神経で、

サウナ後、“ ととのった ” 被験者の脳は、その範囲
が約半分になっていた。

「お風呂とサウナの違いは、入浴は水に浸かって

リラックス時

いる部分の汗腺はうまく働きませんが、サウナは

に高まるのが

さらに、活動的な時に出る脳波、β波が、感覚を

全身で汗をかきます。エアコンなどで機能しにく

副交感神経で

つかさどる頭頂葉で活性化して見られるようになっ

くなっている汗腺を、サウナは正常な姿に戻すこ

す。理想的なのは交感神経と副交感神経が同じく

とができるのです。また、サウナに入ると体の随所

らいの状態ですが、仕事などのストレスではそう

の血流が良くなり、肩こりや腰痛などの軽減にも

はいきません。ところがサウナに入り、交感神経、

つながります」

副交感神経を交互に優位にすることがストレス解

都丸さんは、サウナ→水風呂→休憩（外気浴）を2

消につながる。とともに、自律神経の切り替えが上

〜3回繰り返した結果、気分よくリラックスするこ

手くできるようになり、結果、バランスが “ ととのう ”

とができた。番組は、そのくつろいだ状態は一体何

という状態になると考えられます」と説明した。

なのかを追い求めた。そして自律神経のバランス
を測定して検証した結果が、サウナ前は交感神経
が優位なのに対してサウナの中では交感神経が非
常に優位、冷水浴後の休憩時は副交感神経が優位
になっていることを突き止めた。
この変化について、前田先生は、
「緊張やストレス

ていた。

サウナの効果の一つは、自律神経のバランスを“と
とのえる ” ことが判明したわけだ。

サウナによる脳波への影響
次に、都丸さんが訪れたのが湘南ひらつか「太古
の湯」。そこでサウナ→水風呂→外気浴を繰り返し、
交感神経と副交感神経を交互に高めることにチャ
レンジした。そしてサウナの特別な感覚、“ ととのう ”
を体験することになるのだ。
この “ ととのう ” という状態の時、脳の内部では
どのような変化が起きているのだろうか。
サウナーであり慶應義塾大学医学部の加藤容崇
特任教授が、サウナ仲間20人のサウナ前後の脳波
を測定した。

この脳波の変化を、加藤先生はこう分析した。
「“ ととのう ” とは脳がリラックスして正常な状態
に近くなったと考えられます。“ ととのった ” 後は、
味覚、触覚など感覚が敏感になることが知られて
います。これは脳がリセットされて集中力や感覚
が高まった結果だと考えられます」
これらのことから番組は、サウナ効果の “ ととの
う ” について「リラックスしているにもかかわらず
感覚が研ぎ澄まされ、頭がスッキリとした、サウナ
以外では味わえない特殊な状態」と、結論づけた。
巷で話題になる、
「サウナ後は仕事がはかどる！」
は、このようなメカニズムによる結果だったわけだ。

