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駐日フィンランド大使館は、ビジネスフィンランド、フィンランドセン
ター、在日フィンランド商工会議所（FCCJ）と協力し、北海道で初め
ての「フィンランド週間」を開催する。
この間はサウナや文化、教育＆子育て、スタートアップ、5G＆6G、

ジェンダー平等などについて紹介し、持続可能な未来に向けた共
通の課題について意見を交わしたいという思いから企画されたもの
だ。札幌市内の各会場には、ペッカ・オルパナ駐日フィンランド大使を
はじめ、フィンランドを代表する面々が集結し、北海道、北海道大
学、北海道フィンランド協会等の協力を得て、北海道の皆様にフィンランドへの関心を深めても
らうべく、創意工夫を凝らした一週間を準備している。
そのオープニングは、「サウナの街サっぽろ」とのコラボイベント（QRコード参照）。施設サウ

ナ、テントサウナ、モバイルサウナ等さまざまなサウナ体験と、道産食材のフィンランド料理、フィ
ンランドのスポーツ「モルック」体験、フィンランドのライフスタイルやカルチャー
を学ぶトークイベントなど、フィンランド文化を札幌で体験できる催しとなって
おり、売り上げの一部は「Sauna aid」に寄付される。
サウナへの注目が高まる中、各種サウナがフィンランド文化の魅力を知る

きっかけとなることは喜ばしい限りだ。

北海道フィンランドウィーク開催
5月28日（土）～6月3日（金）

国際サウナ協会（ISA）は4年ごとに国際
サウナ会議を開催する。今年はドイツサウナ
協会がホストとなり、シュトゥットガルトで10月24日から4日
間を予定しているが、業界関係者が注目する世界最大
規模の温浴関連見本市「インターバッド」（25日～28日）
と連携して開催される。
ISA理事国である協会に、過日正式な招待メールと

会議のスケジュールの概要が届いた。
今年の会議は4分野のトピックで構成され、一つ目は、

生理学的プロセスに対するサウナの影響や健康に対す
る予防的側面を検討。2番目は、サウナオペレーターが、ヨーロッパ、アジア、北米の運営コンセプ
トを含む新しいビジネスモデルを紹介。３番目は、運用管理における持続可能性、エネルギー効
率、気候の中立性の問題。最終日にはトレンドや市場調査の結果が発表され、公衆浴場の未来

志向のオファーやサービスについて紹介される。
会議会場は見本市が開催される建物内なので、興味

のある会議にのみ出席し、合間に見本市を視察すること
ができる。
サウナ業界のトレンド、アイデア、課題に関する情報吸

収に、このグローバルフォーラムは絶好のチャンスである
ため、協会はISA参加とインターバット視察を兼ねた6泊8
日の参加ツアーを企画しました。ぜひご検討ください。

ツアー代金（航空運賃、専用車、朝食付き宿泊費等）は現在見積もり中。
会議登録料 早期430EUR。詳細は6月初旬に送付予定。
※会議内容は右記QRコードからご確認を。

ドイツ シュトゥットガルト第18回国際サウナ会議
参加ツアー概要発表

ⓒ公益社団法人日本サウナ・スパ協会　〒102-0085 東京都千代田区九段南4-8-30 アルス市ヶ谷907　Tel.03-5275-1541　Fax.03-5275-1543　https://www.sauna.or.jp/
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温泉物語シュバーベンクベレンなど温浴施設視察
国際サウナ会議  9:00～11:30「将来を見据える」座学30分5講義
ツアーさよなら食事会

国際サウナ会議
8:30～12:30 mineralbad bergでワークショップ
13:00～15:30「サウナ建設と運営のための生態学・
　　　　　　技術的課題」座学30分5講義
夕食・閉会セレモニー

国際サウナ会議
8:30 オープニングセレモニー
9:00～11:30 「サウナと健康」座学30分5講義
13:00～15:30 「サウナ経済学」座学30分5講義
17:30～ サウナナイト体験入浴 mineralbad berg
会議終了後は独自に夕食後、ホテルへ

終日　観光もしくは温浴施設視察

水辺のレストランで国際サウナ会議のウェルカムパーティ

ホテルロビー集合
ヴィスバーデン市内観光・温浴施設見学
ホテルチェックイン

羽田空港国際JTBカウンター12時集合  空路フランクフルトへ

メルキューレホテルウィズバーデン チェックイン

行動スケジュール　※赤字は国際会議関係

国際サウナ協会（ISA）が主催するサウナエイドは、日本サウ
ナ・スパ協会からの1万ユーロの寄付を、特注のモバイルサウナの
製造と、ISAの「サウナと健康」プロジェクトの支援にあてました。
フィンランド軍用の大型テントサウナを製造しているメーカー

と共同で設計したそのモバイルサウナは20人の入浴が可能
で、ベンチやフィンランド製の薪ストーブのほか、独立した薪ス
トーブも完備しています。
サウナ・エイドは現在、フィンランド、ポーランド、リトアニアの一

部の地域でサウナ施設の提供・支援を行っています。
今後、ウクライナ人避難民を受け入れている他の国でも順次

実施する予定です。ポーランド、チェコ共和国、ドイツ、リトアニ
ア、ノルウェー、デンマーク、英国、フィンランドのISA関連会社が
サウナの移動を調整し、またサウナの運営と維持のためのボラ
ンティア入浴係を募集・組織しています。
今後ともよろしくお願いいたします。

ウクライナ支援募金

3月10日～5月10日
日本サウナ・スパ協会・・・・・・・・・・・・・・・・1,000,000
（株）日祥商会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000
（株）オルタス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000
（株）秀斗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・165,355
（株）ウェルビー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・713,482
おふろｃａｆｅutatane・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39,340
個人支援8件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74,685

サウナエイドプロジェクト報告

各加盟店の募金箱のリーフレットをSauna
aidに差し替え、募金をおこなっています。

国際サウナ協会会長 リスト・エローマ



令和4年（2022）5月15日 ②

アウフグース世界大会への道②

個人32人、団体13組、合計45枠

国内予選AUFGUSS CHAMPIONSHIP JAPAN開催国内予選AUFGUSS CHAMPIONSHIP JAPAN開催
7月4日から8日、決勝は9日！7月4日から8日、決勝は9日！
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アウフグースチーム名・メンバー名

大塚雄史郎
柴田 健太郎
湯らっくす いわもとゆうたろう
ときめき♡ゆーき
湯らっくす
（いわもと ゆうたろう/ときめき♡ゆーき/ゴリラ井上）
片山 弘明
フォレストいいだ
永井テツヤ
アミト
五塔熱子
WELLBE AUFGUSS TEAM
（佐合悠煕/佐野まゆ香/黒川優磨）
サトシ＆アスカ（箸休めサトシ/五塔熱子）
ととのろいっちー
アディちゃんぽん
箸休めサトシ
たまちゃん
鮭＆鱸コンビ（鮭山未菜美/鈴木陸）
鮭山 未菜美
鈴木陸
サDuke
Mino「素面」
TEAM SKYspa（岡見裕透/彩猫）
のこのこ窪田
ブレンディ小山
たま助
素面のいいだ。
素面（素面のいいだ。/Mino）
遥風（はるかぜ）
渡辺フミヤ
りゅーきイケダ
スター諸星
ナイト&プリンス （ナガイテツヤ/スター諸星）
ウエモリ
かるまるアウフグースチーム
（フレンディぬの/ラッキー前田/マイティー）
川畑（夢海（ムウ））
菅原（リョー）
クロウゼン
（ミッキー山下/みんなの増本/ウエモリ）
ミッキー山下
みんなの増本
たきぐち（滝口誠志）/あっしー（芦田裕也）
福永
柴田健太郎/りゅーきイケダ（池田竜樹）
秋山温泉チーム熱風神
（渡辺純一/澤井由里/山田えみ）
接遇さん
saunager（永井優希/谷勇紀）

推薦店舗(所属店舗）

舞浜ユーラシア
筑紫野　天拝の郷
湯らっくす
湯らっくす
湯らっくす

横浜天然温泉SPA EAS
O-Park OGOSE
スカイスパYOKOHAMA
Nolla Naguri
ネイチャーサウナ
ウェルビ̶今池店

ネイチャーサウナ
なごみの湯
カプセルホテルサウナサン
スカイスパYOKOHAMA
スパラクーア
サウナ＆カプセルホテル北欧
サウナ＆カプセルホテル北欧
サウナ&カプセルホテル北欧
新宿区役所前カプセルホテル
サウナ＆カプセルアムザ
スカイスパYOKOHAMA
Book&Spa uguisu
ザ・ベッド＆スパ所沢
おふろcafe ハレニワの湯
センチュリオンホテルヴィンテージ神戸
センチュリオンホテルヴィンテージ神戸
朝日湯源泉ゆいる
朝日湯源泉ゆいる
センチュリオンホテルヴィンテージ神戸
新宿テルマー湯
新宿テルマー湯
天拝の郷
サウナ&ホテル かるまる池袋

サウナ&ホテル かるまる池袋
サウナ&ホテル かるまる池袋
オリエンタル赤坂

オリエンタル赤坂
伊都の湯どころ
朝日湯源泉ゆいる
元気くらぶ 伊都の湯どころ
天拝の郷
秋山温泉

ニュージャパン梅田店
サウナ＆カプセル アムザ

エントリー名簿

予想を超えたエントリー数

①人数規定
今大会の最大枠は個人・団体合わせて46組とする。
個人と団体のダブルエントリーは可能だが団体2チームのダブルエントリーは不可とする。
エントリーフォームの参加資格を全て満たしているもののみ参加を可能とする。
1施設につき個人、団体合わせて3組まで。
（例：A店舗 個人2名 団体1チーム／B店舗 個人1名 団体2チーム／C店舗 個人3名）
※団体にてメンバー編成が別施設混合の場合は代表申込者の推薦施設とする。

②演目時間規定
今大会の演目は、サウナ室に入った時からショーを終え観客をお見送りするまでを演
目時間とする。
規定時間は10分以上15分以内に収めることとする。（演目の最初の説明をする場合
は英語にて90秒以内とする）
規定時間に収まらなかった場合は減点対象となる。

③演出規定（機材、照明、音楽）
・エントリー者の責任で道具を準備し、整理することとする。
・使用するタオルの大きさの推奨は100cm×150cm（オープンタイプ）もしくは
100cm×75cm（クローズドタオル）とするが、規定外のタオルの使用も認めることとする。
・バケツ、ラドル、水、氷は主催者側にて準備することとするが、自身の道具を持ち込
むことも認めることとする。
・演目テーマ、装飾、衣装、音楽、照明、特殊効果、映像効果も自身で準備することとする。
・演目ごとに必ず事前テーマ、映像効果（プロジェクター使用有無）、照明効果、
BGMデータ、使用アロマ（最低3種類／天然由来限定／エッセンシャルオイル・ヴィ
ヒタなど）を提出することとする。
・音楽はMP3データにてUSBメモリで当日提出することとする。
・いかなる場合もサウナ室以外での演出は認められない。
・サウナ室内での演目の前後の準備と片付けは最大2名のアシスタントと10分以内に行う。

④個人規定　個人部門はエントリー者のみでショーを行なわなければならず、いかな
る者もショーに出演してはいけない。

⑤団体規定　団体部門のチーム編成は２～３人までとなり、チームメンバー以外のい
かなる者もショーに出演してはいけない。

⑥タイムテーブル規定　予選スケジュール・タイムテーブルは大会一週間前に実行
委員会にて公正に抽選で行う。またその抽選は全て配信する。

⑦上位者特典　各部門の優勝者にはAufgussWM本戦出場権、準優勝者には
AufgussWMプレーオフ出場権が与えられる。

⑧不適格　上記規定に違反した場合は直ちに失格となる。

ACJ 基本ルール

ショーアウフグースの世界
大会開催を通じ、世界の温
浴関係者と繋がり、アウフ
グースというサウナサービス
をさらに発展させることを会
員に課した協会である。

ショーアウフグースの大会は、サウナ入浴客に最
高レベルのアウフグースを楽しんでもらうと同時に、
マスターにも焦点を当て、大会を通じて育成する。
技術を披露するだけでなく、適切なサウナ環境の提
供などの知識を高め、マスター同士、国際的理解と
交流を深め、心技ともに成長を図ることが主な目的。
アウフグースは健康のためのサウナサービスとし
て、またサウナのハイライトとして、本来大きな価値が
あるが、ショーアップすることでその価値を損なって
はならず、むしろエンターテイメント性は付加価値と
位置付ける。
「AUFGUSS-WM」は、優れたアウフグースと
ショーアップされたアウフグースに対して、厳密な評
価の基準を策定することを目標とする。
ショーアウフグースは厳正な審査に基づく競技
であるため、審査員のトレーニングコースも開催し
ている。

AUFGUSS‐WMの目標

　まず、日本予選出場者を募り、エントリー
した日本のアウフグースマスターは、本部
から派遣された講師による講習を受けるこ
とで、世界のスタンダードな知識と技術の
基礎を直接学ぶ。
　その後、独自にオリジナルの演技を考案し、7月4日～
8日「スカイスパYOKOHAMA サウナシアター」で開催
される国内予選「AUFGUSS CHAMPIONSHIP 
JAPAN2022」（ACJ）に出場。8日の競技終了後、
個人４名、団体４組、都合8枠の決勝出場が決定し、
翌９日の決勝戦に臨む。（ルールは右表）
　審査は本部から来日する4名の審査員が厳正に行
う。15分の演技を5日間、午前4枠、午後5枠。9日の決勝
戦でさらに８枠を審査するというのは、かなりのハードス
ケジュールだ。
　審査の結果、優勝した個人・団体それぞれが世界大
会本戦への出場権を獲得する。渡航費や宿泊費、参
加費などは協会が提供する。また、8月26日～28日にス
ロバキアで開催される「プレイオフ」への参加資格も得る
ことができる（こちらは経費自己負担の予定）。
　本取り組みは、日本のアウフグースマスターが世界に
挑戦するだけでなく、日本のサウナサービスを背負って
立つ出場者とともに、業界を振興する協会としても大い
なるチャレンジと言える。
　予選、決勝時のサウナ体験希望の方はACJ実行委
員会および協会事務局まで。

　日本サウナ・スパ協会は、ドイツに本部を置く
「AUFGUSS-WM」に加盟した。「AUFGUSS-WM」
は毎年各国のマイスターが競い合い、その年のチャンピ
オンを決定する世界大会を開催している。それはイベン
トとして非常に魅力的であるだけでなく、ロウリュおよびア
ウフグースマスターのプロフェッショナルとしての技術の
研鑽と精神の向上に大きく寄与し、このイベントに関係す
る各施設の魅力として、愛好家たちを惹きつけている。
　今年の世界大会「AufgussWM2022」は、9月13日か
ら18日にオランダで開催される。
　日本のアウフグースマスターをその晴れ舞台に立たせ
るためには、公認審査員のいる予選を勝ち抜かなけれ
ばならないが、アジアではまだ予選が行われたことはな
い。日本で予選を開催するには、まずその場所が必要と
なる。
　昨年世界大会に足を運んだ金憲碩協会理事は、自店
の「スカイスパYOKOHAMA」に100名収容規模のサウ
ナシアターを新設。日本予選の会場を作り、日本での講習
や予選時の審査員の派遣、世界大会の出場権などを
「AUFGUSS-WM」本部と協議を重ね、話を詰めた。

　4月6日、アウフグース世界大会の国内予選の1次エン
トリーの締め切り日、応募者は個人32人、団体13組、合
計45枠と予想を超えた数だった。
　初めてのことでもあり、エントリー数の予想は難し
く、数を満たさない場合は2次エントリーの期間も想
定していた。
　というのも、エントリーにはいくつかのハードルがある。
①アウフグースが可能な施設で100時間以上の勤務実
績があること。②1施設のエントリー数は、個人・団体合
わせて3組まで。③国際ルールに準じた競技が行えるレ
ベルのアウフグースマスターであること。そしてもちろん、
エントリーフィー（個人1万円、団体1.5万円）もかかる。
　蓋を開けてみると、想定を超えるエントリー数により、1
次エントリーで締切とし、予選会期を1日増やし対応する
こととした。
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　「AUFGUSS-WM」は予選開催国か
らの要請に応じ、アウフグースマスターや
講師を派遣し講習を行う制度が設けら
れている。そのシステムに添って、4月
8日、公式審査員のOng Lay Pang氏と
アウフグース世界大会元チャンピオンで

講師のŁukasz  Dłuz· n iewsk i氏が来日し、全国3カ所で公式
講習会を実施した。
　4月16日、18日は「スカイスパYOKOHAMA」をメインとした横浜
会場、20日、21日は名古屋会場「サウナラボキャンプ多治見」、25日
は熊本会場「湯らっくす」で、エントリー者を優先して受け入れ、合計

59名が受講した。
　内容は、サウナやアウフグースの理論的な知識、エッセンシャル
オイルについての専門的な知識を学ぶ座学に始まり、タオルを使った
トレーニングからサウナ室での実践的なレッスンまで、大変学びの
多い講習会であった。アウフグースはこれほど奥が深く、またお客
さまへの配慮の余地が大きいサービスであることに、関係者は改
めて驚いた。
　現在国内で精力的にアウフグースサービスに携わる担当者たち
59人が、講習内容のサービスレベルを目指して業務にあたり、それが
業界に拡散する事を考えると、「AUFGUSS-WM」への加盟の価
値は計り知れないものがある。

　まず始めに、招待してくださった日本サウナ・スパ協会
の皆さまに御礼申し上げます。
　容易ではなかったと思われる招聘の手配、行き届い
た心遣い、トレーニングの合間に過ごせた素晴らしい
時間、日本の歴史に触れることができた貴重な経験、

一つ一つに感謝しています。ありがとうございました。
　この場を借りて講習の感想、いくつかのポイントをお伝
えしたいと思います。
　講習前、Facebook等で日本のアウフグースマスター
の技量は、おおよそ知っていました。プロフェッショナルな
アウフグース・セッションの準備や、基本を知らないので
すから、形のみ模倣するのは、仕方ない事です。
　ですから、私の授業の目標は、特にクラシックなアウフ
グースに関する基礎知識を提供することと考えていました。
　受講者の皆さんのモチベーションが非常に高く、学ぶこ
とへの熱意は、100点満点の110点。皆、「もっと知りたい」と
思い、英語が話せなくても、素晴らしい通訳の方の助けに
よって私が言った事を完全に理解してくれました。
　トレーニング後、「講習により、自分のアウフグースのす
べてが変わった」という驚くべきメッセージをたくさんもら
い、うれしかったです。
　サウナはお客様の健康を増進する場所ですが、それ
はサウナクルーにとっても同じで、化学品が溢れた日常
の暮らしとは隔絶された自然体験の場です。お客様と自
分自身の健康をサポートする神聖なスペースで、お客様
のために忘れられない経験を作る、これがアウフグース
なのです。
　“決して技術を見せつけず、常にお客さまのために”
が基本です。
　今の私を作っているものは、間違いなくお客様とのふ
れあいです。どんなに疲れていても、サウナ室に入りドア

を閉めたとき、私は自分のためにそこにいるのではなく、
お客様に対して真心で全力を尽くします。陳腐に聞こえ
るかもしれませんが、これは100％真実です。
　サウナ室の中では、競争相手はいません。アウフグー
スマスターは、決してお互いに競争してはいけないことを
理解してください。他のマスターたちと知識や技術を共
有することで、より良い人間として成長でき、早く学ぶこと
ができます。
　ショーパフォーマンスに関して言えば、私は日本の伝
統や音楽、文化に誇りを持つべきだと参加者に説きまし
た。なぜなら、私たちヨーロッパ人は日本の文化、日本の
映画、動物、漫画、音楽が大好きで、それをWMで見た
いと思っているからです。日本人の自分らしい物語がたく
さん出てくることを本当に望みます。
　もうひとつ、参加者がクラシックなアウフグース技術に
惚れ込み、鍛錬してくれることを期待しています。根っこ
がなければ、成長することも、人々に愛され評価される美
しい花を咲かせることもできません。その為には、トレーニ
ング、トレーニング、もう一度トレーニングです。
　WMは多くの情報を提供するカリキュラムを持ってい
ますが、今回の講習はプロフェッショナルとして知るべき
ことの基本にすぎません。
　私は、参加者みなさんの心に種を植えた気持ちです。
それが真っすぐ成長し、強い健康な木になることを願っ
ています。

講師2名が来日、アウフグース公式講習会開催

アウフグース講師 Łukasz Dłuz·niewski

横浜会場37名、名古屋会場13名、熊本会場9名の計59名が受講

サウナ設備に係る運用基準等の改正概要（改正後の基
準等　赤い部分が改正部分）
1 サウナ室の設置場所に係る運用基準
避難階又は避難階まで直接通じている階段による二方
向避難が確保されている階に設置すること。
ただし、サウナ室の床面積（同一階にサウナ室が複数あ

る場合はその合計）が30m2以下であり、サウナ設備に可燃
物が容易に接触しないよう特定不燃材料で防護柵が設け
られている場合又は可燃物が接触した場合に電源供給を
断つことができる場合で、次のいずれかによるときは、これに
よらないことができる。
1）サウナ室が設置されている階から避難階まで避難するこ
とができる屋外階段又は消防法施行規則第4条の2の3に
規定する避難階段若しくは特別避難階段を設置した場合
2）サウナ室が設置されている階から避難階まで避難するこ
とができる直通階段（準耐火構造の床若しくは壁又は建築
基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備（建築基準
法施行令第112条第19項第2号の要件を満たすものに限
る。）で区画されたもの）を設置し、かつ、避難上有効なバル

コニー、屋外通路その他これらに類するもの（建築基準法
施行令第121条第1項第3号、同項第6号イ及び第3項に規
定するものに限る。）で避難階まで避難することができるもの
を設置した場合
2 サウナ室及びサウナ室の前室の構造に係る運用基準
1）一のサウナ室の床面積（サウナ室の前室の床面積を含
む。）は、100㎡以下とすること。ただし、30㎡を超える場合に
は出入口を2以上設けること。
2）サウナ室及びサウナ室の前室の開口部（換気口を除く）
は、次によること。
出入口とびら及びその他の開口部を設ける場合は、洗場

に面する場所であること。
ただし、サウナ室の出入口に面している室が不燃区画室
の場合又はスプリンクラー設備により警戒されている場合の
当該室（以下当該室及び洗場を「洗場等」という。）はこの限
りでない。なお、２以上のサウナ室を直接出入りすることがで
きる構造としないこと。また、屋外に面する開口部を設ける場
合は、開口部を特定防火設備（建築基準法施行令第112条
第１項に規定するものをいう。）とすればこの限りでない。
３ 対流型サウナ設備の離隔距離に係る運用基準
対流型サウナ設備は、現行基準で示す離隔距離を有す

ること。ただし、対流型蒸気サウナ設備は、周囲の可燃物か
らの距離を10cm以上とすることができる。
なお、電気用品安全法施行令別表第１、六、に規定する
電気サウナバスで、電気用品安全法第９条に基づく特定電
気用品に係る基準に適合することの検査を受けているもの
については、当該適合性が確認された設計寸法とすること
ができる。
４ 放射型ガスサウナ室の燃焼制御室の構造に係る運用基準
燃焼制御室の構造は、特定不燃材料で造った壁、柱、床
及び天井（天井のない場合は、はり及び屋根）で区画され、
かつ、窓及び出入口等に防火戸が設けられていること。
ただし、燃焼制御装置（燃焼装置）から周囲を火災予防
条例第３条第１項第１号に定める離隔距離を要しない構造
とし、又は同号の離隔距離（火災予防条例別表第３の「ス
トーブ（右記に分類されないもの）」を準用）が確保されてい
る場合は、特定不燃材料での区画によらないことができる。
５ テレビ鑑賞のためサウナ室に設ける
　窓に係る取扱い
常時閉鎖式（施錠することができるものをい

う。）の網入りガラス又は耐熱性を有するガラス
を使用したもの１か所とすること。

改定内容新旧対象表

東京消防庁 サウナ基準改正



日本サウナ・スパ協会は4月26日（火）午後2時から、ア
ルカディア市ヶ谷（都内千代田区）で2022年度第１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、定足数を確認した上、本会議の成立を宣
し、議長より議事録作成者に若林幹夫理事を指名した。
以下議事について審議の結果、原案どおり出席理
事全員で可決し、6月1日の通常総会に於いて諮ること
とした。
■第１号議案『2021 年度事業報告書（案）』の件
■第２号議案『2021 年度収支決算書（案）』の件
正味財産増減計算書に沿って織茂明彦副会長より
説明。繰越金が予想以上に高額なので、有意義かつ
積極的に活用していただき、新型コロナウイルス後の浮
揚策として、啓発活動や新規研修制度導入など公益

事業を推進していただきたい、との要望があった。
■第３号議案『任期満了に伴う役員改選の件』の件
理事並びに監事の改選案を米田行孝専務理事が
説明。吉田秀雄、西生吉孝、中野克啓、西野友季子、
足立琢哉、以上５名を新たに選任。米田行孝、金憲碩、
松村譲裕、米田篤史、洪里勝信、荻原隆二、鄭忠和、
森信仁、前田眞治、星虎男、椎野登貴子、岸野肇、
齊藤英明、岡村篤秀、若林幹夫、以上15名並びに監事
の山野克己、韮澤亮司の両氏について再任する。なお、
中野憲一、織茂明彦、平井要子、阿戸健次、伊ヶ﨑征一、
以上５名からは退任の意向があり了承された。総会
可決後の臨時理事会において互選で役職を決定し、
また、相談役、顧問についても 就任を依頼することと
した。
■第４号議案『2022年度通常総会』の件
■第５号議案
　『第18回国際サウナ会議日本代表団派遣』の件
ドイツ・シュトゥットガルトで開催予定の国際サウナ会

議へのツアーは、10月22（土）～29日（土）の6泊8日で予
定されている旨報告。（1面に詳細記事）
■第6号議案
　『アウフグース世界大会 日本予選会開催』の件
アウフグース世界大会に向けての日本予選につい
て金憲碩常務理事から説明。定款の「諸外国サウ
ナ・スパ機構との交流及び研修の事業」に基づき理事
会での承認を得、協会主催で進めている事業で、予選
会場は世界大会開催基準に適合する「スカイスパ 
YOKOHAMAサウナシアター」で開催予定。日程並び
に国際審査員４名の招聘についても説明がなされた。
（2・3面に詳細記事）
■第7号議案
　『養成研修講座への厚生労働省後援名義』の件 
今年度も管理士、健康士、健康アドバイザーの３種の
公式資格養成研修講座に対して、厚生労働省後援名
義が付与されており、広く受講者を募集する。
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差別化、既存事業への付加価値戦略、まちづくりの3視点か
ら迫るサウナ大特集！
地方でサウナを起点としたツーリズムが活発化し、都心で大
手デベロッパーによる再開発の目玉になるまでに大化けした
今日のサウナにおける新たな価値創造＝「＋α」の魅力に迫
る。注目の20施設超を一挙掲載 ！

総合ユニコム　2022年5月1日発売
1冊7,210円［消費税・送料込］
年間定期購読（最新号より12冊）74,800円

社　名　（株）Cloud Nine
店　名　パーソナルサウナKUU
代表者　嶋本幸伸
担当者　鈴木鑑記
住　所　港区北青山3丁目9-2
　　　　AQUAビル１F
電　話　03-5774-1356
Ｈ　Ｐ　https://sauna-kuu.com/

正会員　5月１日入会 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） （単位：円）
（株）ウェルビー・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥８５,０９１
国際企業（株）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥１７,１９１
宝エステートサービス（株）・・・・・・￥９,４０３

神奈川県サウナ・スパ協会（織茂明彦会長）は、3月30日（水）午後5時から崎陽軒本館
（横浜）で、臨時総会を開催した。
30年間会長を務めた織茂会長が退任し、岡村篤秀氏（㈱三蔵商事）が新会長に決定す

る臨時総会とあって、日本協会から米田行孝専務理事、松村譲裕常務理事。東京都協会
から岸野肇会長、齊藤英明副会長。埼玉県協会から木所勝邦副会長が参列した。
まず織茂会長が30年間を振り返り、「加盟店のためになる協会、来る価値のある会合、
を目指してきました。無駄な出費を抑えてきた中、サウナブーム火付け役の一翼を担った

ムック本『Saunner』（2014年、小学館）に、神奈川県協会加盟店全店の広告を、
繰越金から支払うことができたことを、何より誇りに思っています。サウナ業界が活気に
溢れている今、岡村新会長に託せることもうれしい限りです。サウナを通じて素晴らしい
方々と同じ時間を過ごせたことは、本当に幸せでした。これまでありがとうございま
した。また今後ともよろしくお願い申しあげます」と挨拶。
次年度新役員紹介として、会長に岡村篤秀氏、副会長に金憲碩氏（国際企業㈱）、
理事に森山元明氏（㈱ミュー）、加川淳氏（㈱加川商事）が壇上に上がり、岡村新会長
から、「公益としての活動、また加盟店の繁栄のために、皆さまお力添えください」との
挨拶があった。
続いて日本協会の米田専務理事の祝辞、金副会長の言葉で臨時総会は閉会した。
その後、崎陽軒本店目玉イベント焼売カットを新旧会長が行って盛り上がり、ゲスト
の玉川大福さんの浪曲「愛しのロウリュ ～男はつらいよ（フーテンの寅）」に大喝采と
なり、織茂会長企画のイベントは大成功。
森山新理事の3本締めで閉会となった。

本格サウナとアイスサウナを備えた4tトラック、「SAUNA FREEZER」が、トウホグサウナ委員会
の招きにより、「トウホグ蒸祭」参加のために名古屋を出発したのは5月12日のこと。都内神田の
「SaunaLab」で一息ついてから、福島を経由して青森・十和田湖サウナに到着し、14日の「トウ
ホグ蒸祭」に参加した。
帰途は、誘いを受けた東北の温浴施設を転 と々しながら、各地のサウナ愛好家にSAUNA 
FREEZERを楽しんでいただき、22日に名古屋に帰還する運びだ。
サウナ啓発の行脚、お疲れさまでした ！

東京都協会（岸野肇会長）は3月25日（金）「第98回
体験入浴会・勉強会」を「レインボー新小岩店」（東京
都葛飾区）にて開催しました。
今回は、「店舗で行ったイベント内容とその効果」に

ついて、「東京都協会で行いたいイベント内容」につい
てなど、各店舗から活発な意見交換が行われました。
恒例の「知りたい情報(対前年同月比)」について、
参加者の店舗ごとに営業状況の説明がありました。


