(1)平成30年（2018）7月15日

2018 Jul. No’476

第17回 国際サウナ会議

視察報告

フィンランドの夏祭り in こうみ 2018 開催

国際サウナ協会（ISA）が主催し、4 年に一度開催
される
「国際サウナ会議」。その 17 回目の会議が 6 月８、
９日の両日、スウェーデン・ハパランダと隣接するフィ
ンランド・トリニオで開催された。国の違う両都市は、
通称双子都市と呼ばれ、経済や観光市場においてドッ
キングし、さまざまな公共施設をも共有。国境を超えた
街づくりに取り組むという、ユニークな関係性を保って
いる。今回の会議のホストはスウェーデンサウナ協会だ
が、会場は両都市にあり、24 ヵ国 220 名の参加者は、
美しい景色が河畔に広がる双子都市を行ったり来たりし
ながら、充実した数日をすごした。
日本からは、米田行孝専務理事を団
長にした代表団 19 名（写真参照）が
参加した。
（詳細記事は６面）
参加者
（米田行孝、
タナカカツキ、
金憲碩、
米田篤史、
松村讓裕、
伊ヶ﨑征一、
中山眞喜男、
加川淳、
中野克啓、
若山誠、
峯戸松満、
森川雅弘、
津村浩彦、
本多眞一、
薜宰坤、
高橋仁彦、青葉紀輝、東海林美紀、若林幹夫
以上／敬称略19名）

7月7日、協会が後援する「フィンランドの夏祭りinこうみ」
が、長野県小海町フィンランドヴィレッジで開催され、駐日フィ
ンランド大使館参事官や駐日エストニア大使館参事官も家
族ぐるみで参加し、初夏の一日を楽しんだ。
ピットサウナをはじめ7つのサウナの薪焚きや水風呂プー
ルなどを協会のボランティアスタッフ7名が管理運営し、サウ
ナの啓発に努めた。自然の中で薪サウナに入り、冷たい湖
に飛び込めるとあって、このイベントのサウナ人気はすでに
定着し、参加者約200名のうち150名がサウナを利用した。
小海フィンランド協会の小池民夫理事長は挨拶の中で、
「来年の6月22日( 土 )は、
『第１回フィンランディア・ウォーク
（1000名参加）』との同時開催を計画しています」と、来年
の新企画を紹介し、参加者は歓声をあげた。

平成30年度全国総会 大阪ニュージャパン「敦煌」で開催
日本サウナ・スパ協会（中野憲一

思っています。本会開催につきまして、ニュージャパン

会長）は 5 月 23 日（水）
、平成 30

観光の皆さまに多大なお骨折りをいただきました。この

社ビル屋上の「ルーフトッ

年度全国総会を、大阪ニュージャパン

場をお借りして御礼申し上げます」と挨拶。

プバー 00（ウー）
」で開催。

観光ビル「敦煌」で開催した。

次いで中野会長は、３月に発売された鄭忠和先生

総会に先駆けホスト協会の関西サウナ協会 米田篤史
会長から「ようこそ道頓堀にいらっしゃいました。 この

懇親会は会場を移して同

食 事は豪 華なブッフェ形

の書籍、『なぜ微熱は体にいいのか』（講談社）を紹

式、
ステージではアトラクショ

介し、
「サウナは健康に良いと旗を振る私たちの背中を、

ンの曲芸などで盛り上がった。

街は世界各国からすさまじい数の観光客が訪れ、日本

エビデンスで押してくださるこの一冊に勇気を頂きまし

宴もたけなわの頃、次年度総会のホスト 協会である

がこれまで経験したことのない状況を迎えています。こ

た。またサウナで人の健康を願う、鄭先生の志には感

九州沖縄協会の枝元倫介会長から、「西郷どん」で注

の機に街を歩いて、今の大阪を肌で感じていただけれ

銘を受けます。皆様もぜひお読みください」と熱く呼び

目されている鹿児島での総会開催が発表され、「今日こ

ばと思います。本日の講演は、ロボット・モーションズの

かけた。

広屋 修一さんに『人材不足時代のロボット活用』と題

その後、協会の活動報告として、国際サウナ会議、

こにいらっしゃる方々は
必ずお越しください」

してお願いしました。今後の事業展開の参考にしてい

東アジアスパ会議、厚生労働省後援の養成研修事業

との挨拶があった。

ただければと思いま

「サウナ・スパ健康アドバイザー」、「管理士」の募集

その後、織茂明彦

す。懇親会は関西

開始などを説明し、総会開催への関西協会の尽力へ

副会長の締めの言葉

協 会ならではの心

の感謝の言葉で締めくくった。

でお開きとなった。

を込めたおもてなし

総会（2 面に詳細）は無事終了し、展示商品プレ

翌日、恒例のゴルフコンペは芦屋カンツリーで開催さ

で 盛り上 げ たいと

ゼンテーションと商品見学、記念講演と続き、その後の

れ、川崎健市氏が優勝、松永尚忠氏が準優勝した。
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総会

温浴関連商品展示会

展示各社担当者からのプレゼンテーションの後、参加者は展示商品を見学した。

リポス㈱

㈱ オーバル

㈱ 千代田

温浴施設やカプセルルー

弊社は、特注品家

ムでご利用いただく、吸水速

具およびロッカー、自

ご利用いただくと高い顧客満

乾素材で快適なスパリゾー

社開発のリクライニン

足が得られる水素水サーバー

トウェア。カプセルルームの

グチェアーのご提案

と、水素のガスをマイクロバブ

3Dメッシュ枕と、ベットメー

などは、お客さまのご

ル化したものをお風呂に注入

クがスムーズにできるフィッ

要望をできるだけ実現する

する水素風呂を紹介します。

トシーツ、サウナや脱衣所で

べく発汗創造窓口で取り組

注目度が高く、差別化を図るこ

お使いいただいくリポスマッ

んでおります。座り心地を

とができる水素ビジネス。弊社

トを展示しました。是非お

追求したリクライニングチェ

は低価格で提案できます。

問い合わせください。

アーをぜひご体感ください。

電話：045-716-0510

電話：06-6329-5181 担当者：大賀達夫

電話：052-331-3110

担当者：浦岡俊介

キリンビール ㈱
近年クラフトビール

サウナ後の提供や会員制で

担当者：磯村法夫

㈱ ハヤブサ技研

㈱ WEB INN

創業30年、水着

弊社は広告代理店で

が大流行しています。

高速脱水機のメー

すが、本日は QRコード

弊社は17種類のクラ

カーです。水着脱

を読み込むだけで最短

フトビールを販売して

水機が実は温浴施

10秒で決済できる
「オリ

おりますが、それに合

設でのタオル脱水

ガミpay」という最先端

わせて4種のビールをお出しで

に非常に適しており、

支払商材を紹介します。

きるオリジナルビールサーバー

特にご高齢の方に喜ばれるので、実機を持参し、

お客さまが決済すると

を開発。人気の高いクラフト

ご紹介させていただきます。また全自動血圧計の

オリガミが負担して即時

ビール4種類が楽しめます。お

開発に関係した経緯から、特別価格でご提供する

２％割引をさせていただく、お客さまにメリットの

気軽にお問い合わせください。

ことが可能です。

高い支払いツールです。

電話：06-7730-9183

電話：03-5672-5881

担当者：髙橋佑冴

担当者：鴫谷昌男

平成30年度全国総会
定款の規定により、中野憲一会長を議長に、総会成立
報告の後、以下の議事について審議され、拍手をもって承
認された。
（以下、議事抜粋）
平成 29 年度事業報告
１はじめに
２（公益目的事業 1）啓発普及事業
ア調査研究事業
① セラミック製サウナストーンの耐熱・耐水性能の調査。
② サウナ・スパ施設の入館数、総売上等の前年対比 デー
タを収集分析、事業の動向調査。
イ 機関紙 ｢ＳＡＵＮＡ･ＳＰＡ｣ の定期発刊（奇数月）。
ウ インターネット、公式ホームページ並びにフェイスブッ
クを通じ、事業活動、正しい知識の普及および加盟
店や賛助企業の情報を提供。
エ メディア対応事業。
オ その他
① 普及啓発
・
「サウナの日」のイベントの実施。サウナの日記念タ
オルの制作、配布。
・ 国内でのサウナ・スパ関連展示会を後援周知。
・
「第３回日本サウナ祭り」、
「フィンランドの夏祭り in こ
うみ」にてサウナ体験を後援。
・メディア関係者の取材及び一般参加者へのサウナの

人材不足時代のロボット活用
「アルバイトをロボットに変えられた
ら…」
。時々耳にする質問ですが、そ
れはできません。ロボットに人材不足

記念講演

担当者：安達桂

抜粋

普及活動及びソーシャルメディアでの発信。
② 社会貢献
サウナの日に全国献血推進キャンペーンを実施。愛
知、岐阜、宮崎、長崎の各地区では積極的に街頭献
血を呼びかけ。加盟店フロントで年間を通じて募金
活動を実施。
３（公益目的事業 2）基準策定研修事業
ア 基 準策定事業
① 自主管理基準並びに
「サウナ設備設置基準」の周知。
環境衛生の向上に努めた。
② レジオネラ属菌及びノロウィルスなど感染症発生事例
と対策について周知。
③ サウナ営業施設の衛生水準の向上を目的とした㈱日
本政策金融公庫融資制度「サウナ営業設備資金貸
付」の周知。
（融資２件 3,120 万円）
イ 優良店認定事業（申請はありませんでした）
ウ 養成研修・資格登録事業
① 第25回健康士、23回管理士養成研修講座の開講。
②	サウナ・スパ健康アドバイザー資格講座の実施。
（※
スタートから 1880 名）なお合格者へは新たに資格証
カードを発行、
協賛 40 店舗にて入浴料金割引を開始。
エ 研修事業
① 中国・南京での第 12 回東アジアスパ会議。
② 三重県鳥羽で総会を開催。

総会
ロボット・モーションズ 広屋修一

電話：049-265-8801

③ 第 26 回全国オーナー・幹部研修会開催。
④ 地域における勉強会 ･ セミナー活動の奨励及び支援
の実施。
（勉強会助成金 延べ 5 か所 194,000 円）
⑤ 社員研修用共通入浴券を配布。
オ 顕彰事業
埼玉県サウナ・スパ協会創立20周年にあたり、サウ
ナ・スパの普及啓発活動に対して感謝状を贈呈。
カ 相談事業
４ 会員拡充 基盤の整備。
５ その他 健全財政の確立と公益法人会計業務の適正化
に努めた。
第１号議案

平成 29 年度決算報告

平成 29 年事業年度（平成 29 年 4 月 1 日から 30 年 3 月
31 日まで）の決算について、会計担当の織茂明彦副会長
からの収支内訳の概要の説明がなされた。
決算報告目録
前期末正味財産
69,659,684
当期正味財産増加額
△ 1,149,745
当期末正味財産
68,509,939
その後、山野克己監事、韮澤亮司監事により監査報告
書が読み上げられ満場一致で承認された。

抜粋

初１日 3 交代で 30 人必要でしたが、現在は事務所での

アップ商材のスイーツの注文が入ると、また頼みたくな

ロボット管理とイレギュラーな対応だけなので、3 交代

るように派手な動きでお客さまを喜ばせます。朝から夜

6 名。人件費が 5 分の１ですから、同システムのホテル

まで 1 人でコツコツ働き続ける感じが、見ている人に共

を 100 店舗まで増やそうと計画しています。

感を呼び、ファンが増えているようです。現時点では投

2 番目の事例は、2 月に渋谷にできた「変なカフェ」

資回収に 3 年かかりますが、コストを抑えた無人店舗

の何が解決できるのか、今日は 3 つの

です。この店は利益を出すための実験店で、通常 3 名

活用事例をご紹介します。

で動かす規模のコーヒーショップをロボットと管理者 1

3 番目の事例は、タブレット上のバーチャル美人バー

のパッケージなら、もっと早く利益が出るはずです。

名で運営しています。券売機でチケットを買い、そのバー

テンダーあやちゃんが接客するカウンターバーです。タ

を開業しました。フロントの恐竜をはじめ、約 200 台

コードをリーダーで読ませると、ロボットが認識。お客

ブレットのカメラでお客さまを見ながら、頭と手に IT

のロボットが働いていますが、ロボットの仕事の向き不

さまがカップを置くと、ロボットが豆を挽いてバリスタ

センサーを付けたオペレーターが遠隔地で操作するの

向きの検証の場となっています。例えば、ベットメイク

マシンでドリップコーヒーを入れ始め、出来上がるとお

で、人件費の安い接客未経験のおばさんでもあやちゃ

はロボットには難しく、簡単にメイクできるベットを開

客様番号が表示されます。人間らしい動きをインプット

んになれます。ファジーな接客技術を蓄積してロボット

発するほうが近道です。それとは逆に、フロント業務

しているので、ひと仕事終わるとフィルターを洗うなど、

の接客クオリティを上げることは、あらゆる業種の IT

はロボットに向いています。フロント担当スタッフは最

時間を無駄にせずサボることもありません。売り上げ

接客の可能性を生みだしています。

2015 年、長崎のハウステンボス内に「変なホテル」
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地区協会 総会開催

全国総会と相前後して各地区協会の総会が開催された。

九州沖縄協会（枝元倫介会長）

愛知県協会（森信仁会長）

6 月 18 日（月）午
後 5 時から、正会員
10 社、 賛 助 会 員 16
社の協力により35 名
が参加し、福岡グラン
ドハイヤットホテルで第
5 回定時総会を開催しました。総会のすべての議事が
拍手で承認され無事終了。その後、賛助会員の紹介
があり、なごやかに懇親会が開催されました。来年の
全国総会は九州沖縄協会がホスト協会となり、鹿児島
で開催するとあって、参加者は一致団結して全国総会
の成功を誓いました。

5 月 23 日、全国総会開催日の午前中、愛知県協会
は道頓堀「治兵衛」で、森会長を議長として平成 30
年度通常総会を開催
しました。 議 題はす
べて拍手で承認され、
総会は無事閉会。そ
の後、同店で懇親を
か ねた 昼 食 会を行
い、全国総会会場へ
と向かいました。
総会開催にあたり、関西協会事務局に会場選定の
お骨折りをいただきました。御礼申し上げます。

岡山県協会（松田進龍会長）

東京都協会（岸野肇会長）

7月11日
（水）午後 5
東京都協会は 6 月
時から、通常総会を
27 日（水）午後 5 時
開催しました。まず7
から「かに道楽 新宿
月5日に発生した、西
本 店（ 東 京 都 新 宿
日本大豪雨による12
区）
」で、平成 30 年
府県の被災者の方に
総会を開催しました。
哀悼の意を表し、黙祷を行い、松田次雄会長を議長と
岸野会長から挨拶があり、事務局からの総会成立
して第1号から5号の議案が承認されました。第6号議
報告の後、会則に則って岸野会長を議長に選出し審
案の役員改選では、松田次雄会長が退任して新たに
議に入りました。
相談役に選任。新会長には
（有）
ワンダフル・リゾート代
第一号議案平成 29 年度事業報告、第二号議案平
表取締役社長の松田進龍氏が満場一致により選任さ 成 29 年度収支決算報告、第三号議案監査報告、第
れました。その後、社会貢献活動の報告があり、多田
四号議案平成 30 年度事業計画案、第五号議案平成
事務局長が挨拶を行い、すべての議事が終了しました。 30 年度収支予算案について、岸野議長が諮ったとこ
恒例の賛助会員7社の商品説明がなされ、懇親会の会 ろ原案通り拍手で承認された。
食の後、場を改めて二次・三次会を行い、情報交換と県
総会終了後懇親会が開催され、和やかな雰囲気の
協会発展のための結束を図りました。
うちに終了しました。

ダイエット&ビューティーフェア2018
スパ＆ウェルネス ジャパン

2018年9/10日（月）～12日（水）東京ビックサイト 西１・2ホールにて開催

第13回 東アジアスパ会議 in済州島
日本代表視察団ツアーのご案内
9 月 7 日、8 日に済州島で開催予定の東アジアスパ
会議の視察団のスケジュールが確定。
成田・関西空港より直行便にて済州島で集合し、
会議のスケジュールの他、済州島のリゾートも視察す
る。最終日は自由時間を設定しているので、オプショ
ンでロッテ火釜サウナや海水サウナの体験もできる。
また、今回は個人手配で現地集合も可能。その場合
も会議の参加登録は必要となる。
スケジュール
9月6日
（木） 成田12：25 ティーウェイ航空242便 済州14：35着
関空12：55 ティーウェイ航空246便 済州15：00着
18：00 ウェルカムディナー
オリエンタルH 泊
9月7日
（金） 09：00参加者登録
10：00 開会式・スピーチ
12：00 昼食
13：30 会議
18：00 晩餐会 オリエンタルH 泊
9月8日
（土） 9：00バスにて南済州へ
12：00 昼食
13：00 観光
視察団で夕食会（日本参加者のみで別途企画）
オリエンタルH 泊
9月9日
（日） オプションで島内観光
済州16：00 ティーウェイ航空241便 成田18：15着
済州16：30 ティーウェイ航空245便 関空18：10着

会議登録料	1人300US ＄			
（ランチ2回、ディナー2回、視察を含む）
旅行代金
48,000円～
（予定）
			
（航空代、ツインルーム2名利用）
※1室1名様利用は3泊／20,000追加。
締め切りは8月3日（金）
。問い合わせ・申し込み
は下記まで。
旅行会社
㈱ JTB 虎ノ門第一事業
担当：加藤 ℡03-5539-2757

公衆浴場における入浴着を着用した入浴等への理解促進について
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課は 6 月

浴着を着用した入浴等への理解の促進について、周

等の関係部署とも連携しつつ、都道府県等のホーム

30 日付けで、各都道府県、政令市、特別区の生活

知が十分とは言えないケースもあることから、管内の

ページなどにおいて情報提供を図るとともに、管内の

衛生担当課に対し下記の内容を周知した。協会にも

入浴施設等の事業者に対し周知の徹底を図り、適切

入浴施設等の事業者に対し、積極的な情報発信を

本件について会員への周知徹底の連絡が入ったので、

な対応がとられるようご協力をお願いいたします。ま

行うよう依頼する等のご協力をよろしくお願いいたし

その内容を紹介する。

た、消費者の理解も十分に促進されるよう、都道府

ます。

公衆浴場において、乳がんを手術した方などの入

県等のがん対策主管部局や障害保健福祉主管部局

平成30年度受講開始
厚生

労働省後援

受験生
募集中

サウナ・スパ健康士／管理士
サウナ・スパ健康アドバイザー

厚生労働省の後援を受け、本年度の養成研修講座の受講者募集中です。まだ受講
されていない方は 是非この機会にお申し込みください。
人気の「サウナ・スパ健康アドバイザー」は累計 2080 名の人気講座で、温浴従事
者は是非取得いただきたい資格です。また昨年から、資格者は協賛店 40 店舗の入館
料が割引きされる特典も加わりました。詳細は協会 HP をご覧ください。

西日本豪雨の被災者の皆さまに心より哀悼の意を表します
西日本豪雨義援金受付け開始

協会は各加盟店に設置している募金箱の目的を、以下の「西日本豪雨義援金」に変更し義援金を受付
けます。ご協力よろしくお願いいたします。

日赤募金箱
各店舗に設置した日赤募金箱への5月11日
から7月10日までの募金金額は以下の通り。
今後とも、よろしくお願いします。
■寄付金入金状況
（7月10日現在）
ニュージャパン観光
（株）
…………………
スパリゾート雄琴あがりゃんせ……………
薬湯市原店……………………………
サウナ＆カプセルイン岡山… ……………

￥１４,８９２
￥１０,１６８
￥１７,７４６
￥８,８１２
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暑中お見舞い
公益社団法人日本サウナ･スパ協会

会

中 野 憲 一

長

相

談

役

事務局長

平 井 要 子

代表取締役

〒130-0014 東京都墨田区亀沢 1-5-12 東新ビル 6F
TEL 03-3621-2617 FAX 03-3621-2618
www.edoyu.com

中野憲一
中野克啓

代表取締役会長
代表取締役社長

〒542-0071 大阪市中央区道頓堀 2 丁目 3-28
TEL 06-6211-0832（代）

会 長

松田進龍

〒700-0904 岡山市北区柳町 1-13-21
TEL 086-233-7351 FAX 086-233-7352

株式会社 メビウス

九州沖縄サウナ・スパ協会
長

〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通 1-2
TEL 046-826-1848 FAX 046-826-1849

株式会社東新アクア

（公社）日本サウナ・スパ協会諮問委員
岡山県協会

〒530-0015 大阪市北区中崎西 2-1-9
TEL 06-6312-7521

会

織 茂 明 彦

大東洋
アムザ

洪 里 卓 志
洪 里 勝 信

代表取締役

両国湯屋江戸遊
神田アクアハウス江戸遊
市原天然温泉江戸遊

平成二十六年 吉日

代表取締役

〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-8-30
アルス市ヶ谷 907
TEL 03-5275-1541
（代） FAX 03-5275-1543

サウナ＆カプセル
サウナ＆カプセル

横須賀建物株式会社
サウナトーホー

枝 元 倫 介
志 賀 正 浩

〒182-0038 福岡市博多区祇園町 8-13
プリンスビル３F ㈱ウェルビー内
TEL 092-271-3354
shiga@wellbe.co.jp

オアシスサウナ アスティル

代表取締役社長

〒105-0004 東京都港区新橋 3-12-3
TEL 03-5401-0356
http://www.oasissauna.jp/

松村 讓 裕
カプセル＆サウナ ロスコ
ユーランドホテル八橋

心のこもったおもてなしをご提供します。
その感動を、わかちあう。

アサヒビール株式会社

代表取締役社長

小 野
平
路 伸
明 一
善
しん

いち

〒130-8602 東京都墨田区吾妻橋 1-23-1
TEL 03-5608-5226 FAX
TEL 03-5608-5111
03-5608-7112

代表取締役会長

鈴 木 皓 雄

吉永

株式会社 エーワン・ホールディングス
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-7-1
新宿171ビル5階
TEL 03-6457-8611 FAX 03-5361-7062
e-mail : suzuki-t@a1-hd.com
http://al-hd.com

昌一郎

ecoタオル製品

シック・ジャパン株式会社
代表取締役

吉 田 智 彦

〒141-8671 東京都品川区上大崎2-24-9
アイケイビル
TEL 03-5487-6801

実用新案第3199408号

乾燥時間約23％短縮
環境に優しい
代表取締役

大賀康司
本
社 TEL（06）6329-5181（代） FAX（06）6329-5185
東京本部 TEL（03）3568-6801（代） FAX（03）3568-6805
HP:http//www.repos-a.co.jp E-mail: info@repos-osk.com

株式会社 朝日印刷
福岡支店
支店長

内門 康 弘

〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目25番25号
TEL 092-482-4351

（順不同）
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申し 上 げ ま す

平成三十年 盛夏

埼玉県サウナ・スパ協会
代表取締役

米田 行孝
〒460-0008 名古屋市中区栄 3 丁目 27 番 33 号
TEL 052-261-1401 FAX 052-241-3333

三蔵商事株式会社

代表取締役

岡村篤秀

事務局長

副会長

サウナ＆ホテル
パークプラザ大宮

代表取締役社長

湯遊ランドホテル三光

〒330-0845 さいたま市大宮区仲町 1-119-1
パークプラザ大宮ビル 6F
TEL 048-642-3715 FAX 048-641-7491

代表取締役

愛知県サウナ・スパ協会
長

阿戸健次
木所勝邦

長

金

憲碩

〒220-0011 横浜市西区高島 2-19-12 スカイビル 14F
TEL 045-461-0223

株式会社ジェム
神戸サウナ＆スパ

石垣商事株式会社
ニューサウナ シャン

〒252-0004 神奈川県座間市東原 3 丁目 15-7
TEL 046-252-0588
FAX 046-251-7360

会

会

国際企業株式会社

石 垣 繁 一

〒532-0024 大阪市淀川区十三本町 1-14-3
TEL 06-6309-7558（代）

代表取締役社長

米 田 篤 史

〒650-0022 神戸市中央区元町通 2-3-2 ジェムビル 6F
TEL 078-392-1234

キリンビール㈱

森 信仁
佐藤一重

代表取締役社長

〒460-0008 名古屋市中区栄 3-27-33
ローターリーマンション栄 2F ㈱ウェルビー内
TEL 052-261-5003

布 施 孝 之

代表取締役社長

〒164-0001 東京都中野区中野 4-10-2
中野セントラルパーク
TEL 03-6734-9738（代）

「与える喜びが自身の幸せ」
と
思える社会

遠藤 宏 治

〒501-3992 岐阜県関市小屋名 1110
TEL 0575-28-3131

“水”をテーマにリラクセーション空間を創造する

株式会社リフレッシュセンター
代表取締役

鬼 塚

代表取締役

健

株式会社

代表取締役

東京支社

代表取締役

近 藤 康 之

〒143-0023 東京都大田区山王 2-5-9
TEL 03-6429-3600
本支店営業所 大阪・浜松・名古屋・奈良・神戸・福岡

株式会社 白興

関 口 晴 雄

〒212-0057 川崎市幸区北加瀬3-21-10
TEL 044-588-048 FAX 044-599-2648
事務所 川崎・横須賀・町田
http://www.r-laundry.com

アクアエンタープライズ

URL http://www.aquaenterprise.co.jp

株式会社 旅館ランドリー

不二熱学工業株式会社

隆 文

〒105-0004 東京都港区新橋 5-10-7 山下ビル
TEL03-3433-4177 FAX03-3433-4188

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 4-2-26
天神第一ビル 6F
TEL 06-6101-8511

空気と水のエンジニア

重

代表取締役

本社

堀井 正 隆

東京都荒川区荒川 3-33-1 TEL 03-3807-0306
リネン営業本部 TEL 03-3891-5137
FAX 03-3891-5139

サウナ・スパ施設に関するご用命は ～賛助会員～
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第17回 国際サウナ会議 視察団報告
勉強・視察・体験と「サ旅」を満喫

クホテル。国際サウナ協会（ISA）の
リスト・エローマ会長が、
「サウナの
新情報や文化、新しい体験など、参
加者すべての方が、何かサウナに関
わるお土産を持ち帰っていただくこと
を願っています」と開会の挨拶して、

6 月 6 日、飛行機を乗り継いで会場近くの空港ま
で約15 時間の長旅の末、
夜遅く国境を超えてスウェー
デン・ハパランダのホテルにたどりつきました。

その後「サウナと健康」
、
「歴史と文

るなど、なごやかな雰囲気となり、講演が終了する

化」、
「テクノロジー・デザイン・建築」

時には会場は大きな拍手に包まれました。

の３テーマで、各国演者の発表がスター

この日の夕方は、ファイナルパーティと併せて ISA

ト。今回は同時通訳があったので、各

創立 60 周年の記念パーティが開催された。各国から

国のアカデミックな内容の発表も学ぶことができました。
夕方からはキャンプ場に移動してモバイルサウナの
展示見学や各種サウナ体験など、夕方からではもっ

のプレゼント交換などで盛り上がり、別れを惜しみ
ながら 4 年後の再会を期してお開きとなりました。
ツアー後半のヘルシンキでは新しい施設を探訪。

翌日は北極圏を通過し北に 100 キロほどのソーコ

たいない、 中身の

観光客と地元の人を結ぶサウナ施設として 2 年前に

ヤルヴィのスモークサウナへオプショナル体験ツアー

濃い数時間をすごし

完成した「ロウリュ」
。翌日は大聖堂近くのサウナ

に参加。朝早から 6 時間もかけて薪を燃やし、サウ

ました。

ショップを訪ね、午後からは船で 20 分ほどのロン

ナストーンを熱して私たちを迎えてくれたことに感激

会議 2 日目には、

ナ島に足を延ばして 1 年前に完成したサウナを体

しつつ、伝承されてきた 5 つのオールド・スモークサ

サウナ大使のタナカ

験。帰国日には、フィンランドサウナ協会が運営す

ウナを体験しました。

カツキ氏が「日本の

るサウナセウラでスモーク

この日の午後開催された理事会で、金憲碩氏が理

サウナ文化について」と題した講演を行い、金憲碩

サウナとの別れを惜しみ、

事に選出されました。夕方になると、河畔でウェルカ

氏が通訳。日本でのサウナブームの高まりと日本に

最後までサウナづくし。大

ムパーティが 催され、

おけるサウナの独自の進化を紹介し、サウナ室やリ

満足の「サ旅」でした。

北欧の豊かな暮らしを

クライニング席のテレビ、サウナには付き物の冷たい

垣間見ることができま

水風呂など、ごく普通の日本のサウナ施設の映像が

した。

各国参加者にとってはとても興味深いものらしく、参

会議の会場はフィン
ランド・トルニオのパー

加者は身を前に乗り出していた。大使のマンガ
『サ道』
が映し出されると、それに合わせて大使が笑いを取
講演抜粋

エローマ会長から、注目するべき発表として紹介

調査の対象は 42 〜 60 歳の明らかに健康な男性

ループの発症率を 100％とすると、2 ～ 3 回行くグ

があった、
「サウナと認知症に関する調査」
。東フィ

2,315 人で、この被験者を週に１回サウナに行く人、

ループの発症率は 78％、4 ～ 7 回行くグループの

ンランド大学の Jari Laukkanen 教授チームが行っ

週に 2 ～ 3 回サウナに行く人、週に 4 ～ 7 回サウ

発症率は 34％。アルツハイマーの発症率は、週１

たその調査の概要を紹介する。

ナに行く人の 3 つのグループに分けて、1984 年か

回サウナに行くグループの発症率を 100％とする

ら 1989 年の 5 年間に基本的なデータを採取。本調

と、2 ～ 3 回行くグループの発症率は 78％、4 ～ 7

査の特徴は経過調査期間が 20.7 年（18.1 年～ 22.6

回行くグループの発症率は 35％であった。

サウナと認知症に関する調査

サウナの利用頻度は、認知症および
アルツハイマー病の発症率に反比例する
これまでサウナと記憶障害のリスク

年）と、長期にわたっていることである。
被験者のうち、期間中に認知症と診断された人
は 204 人、
アルツハイマーと診断された人は 123 人。

結論として、フィンランドのこの男性集団では
高い頻度のサウナ入浴は、認知症およびアルツハ
イマー病のリスク低下がみられた。

に関する研究はない。本研究はサウ

調査結果は年齢、アルコール消費量、BMI、収縮

サウナ入浴と記憶疾患をつなぐ潜在的なメカニ

ナ入浴の頻度が認知症およびアルツ

期血圧、喫煙状態、心筋梗塞の既往歴、2 型糖尿

ズムを確立するためには、さらなる研究が必要で

ハイマー病のリスクと関連しているか

病など、多数の条件が考慮されている。

はあるが、サウナがもたらす幸福感やくつろぎが

どうかを調査することを目的として実施した。

結果、認知症発症率は、週１回サウナに行くグ

健康状態に影響を及ぼした可能性も考えられる。

