再 生 プ ロ ジ ェ ク ト！

題字／金沢市長 村山 卓
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「松の湯」
再生プロジェクト！
サウナととのい術

金沢温泉 金石荘
年ぶりに宿泊再開
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に向かったのです。そ
して、役所でのプレゼ
ンテーションの結果、
遂にいくつかの条件を
満たせば許可をいただ
けることになりまし
た。
その条件の一つが長
町の連合町会長の要望
書の提出でした。某
日、エイジェーイン
ターブリッジの山家さ
んと共に、連合町会長
に松の湯復活プロジェ
クトについての説明会
を行いました。連合会
長は、東京の業者にあ
まり良い印象がないよ
うでしたが、思いを真
摯に語ることで熱意が
伝わり、最終的には賛
同していただけること
となったのです。
提出書類が揃い、最
後は山野前市長にプレ
ゼンテーションを行っ
て何とか許可をいただ
ける段階まで持ってく
ることができました。
再生「松の湯」が入

る建物については、銭
湯の部分以外にも様々
なハプニングがありま
したが、２０２１年
月 日になんとか物件
の引き渡しを終えるこ
とができたのです。約
１年半かかったプロ
ジェクトが漸く終わっ
たと安心したのです
が、何故かその時私は
寂しい思いも持ち合わ
せていました。
そんな時です。山家
さんがさらっと「神並
さん、銭湯の運営をし
てくれませんか」と言
うのです。私はとても
驚きましたが、悩むこ
となく「やります」と
答えていました。銭湯
の運営は私には未知の
分野です。勤めていた
会社からの独立は以前
から考えていました
が、そこに銭湯の運営
は入っておらず、まさ
に青天の霹靂でした。
生活形態ががらりと変

わる可能性もあり、妻
になんと説明する
すごく悩みまし
か ———
たが、経緯を話すこと
で何とか納得してもら
えました。
松の湯が入るビルは
２０２２年５月より
棟全体の改修工事がス
タートし、９月末に完
成予定です。銭湯の
オープンは 月中に予
定しています。
本施設で一番の見ど
ころは、若手の方から
ベテランの方まで多様
な作風の職人さんとコ
ラボレーションした、
オリジナルの九谷焼タ
イルの銭湯空間。銭湯
文化の礎を築いてきた
金沢の歴史、そして伝
統文化を継承し、新た
な時代へと受け継いで
いく地域に根ざしたコ
ミュニティスペースに
なります。
「松の湯」再生プロ
ジェクト。多くの皆様

のお力添えをいただき
ながら、一緒に作りあ
げることができればと
ても嬉しく思います。
オープンした際には、
ぜひ入りに来てくださ
い。皆様にお会いでき
いる日を心よりお待ち
しています！
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わっていることが当た
り前となっている現代
では、「普通公衆浴
場」は廃業により減少
していく一方です。役
所としても新規の許可
の話に驚いたことで
しょう。
私はどうしようかと
考えたあげく、金沢に
ある銭湯、百乃湯を営
んでいる浴場組合理事 んは、私の中学時代の
の百々さんに相談しま 親友の父で、また偶然
した。幸運にも百々さ 母校が同じで総同窓会
でお会いしたことがあ
りました。百々さんな
ら力になってくれるは
ず、そう思い相談した
ところ、「許可を取れ
ない訳がない。なにか
方法がある」と力強く
言われ、様々な助言を
下さいました。
そして、浴場組合の
顧問小林前市議会議員
を紹介していただき、
松の湯復活プロジェク
トについて説明する場
を設けました。私ども
の熱意が伝わり、小林
さんも何か方法がある
はずだと、協力して下
さることになりまし
た。金沢の銭湯を愛す
る絆で繋がった私たち
は、何度も意見を交え
て、許可を得る方法を
検討しました。そして
満を持して、百々さん
を筆頭に５人のメン
バーで再度役所へ協議

〒920-0912
石川県金沢市大手町2番22号
TEL：076-262-3026
https://ishikawa1010.com

の文化である銭湯を金
沢に残していきたいと
いう思いが強く、ここ
から松の湯復活のプロ
ジェクトが始まったの
です。
しかし、銭湯復活へ
の道は決して平坦なも
のではありませんでし
た。まず最初にぶち当
たった壁は、運営の許
可を得ることです。
「普通公衆浴場」を運
営するには、行政機関
の許可が必須
でした。不動
産会社の会社
員であった私
は、そんな許
可など取った
ことがなく、
どのような手
続きを踏めば
許可が下りる
役場
のか
へ確認に訪れ
ました。窓口
で「普通公衆
浴場」の許可
を得るにはど
のような手続
きが必要かと
聞いたとこ
ろ、近年前例
がないことか
ら許可は難し
いと言われた
のです。それ
もそのはずで
す。一般家庭
に風呂が備

松の湯再生プロジェクトに集
まったメンバーは、総勢６
名。それぞれに想いをいだ
き、松の湯再生へエネルギー
を注いでいます。地域の方々
に愛される銭湯を目指して、
日々、奮闘中です！

新生「松の湯」にも
ご期待ください！
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せせらぎ通りにあっ
た銭湯「松の湯」は昭
和 年の開業以来、
年以上にわたり地域で
愛されてきた銭湯でし
た。惜しまれつつ２年
前に廃業してしまいま
したが、奇跡的に蘇る
ことになりました！
この度、再生「松の
湯」の番頭を拝命致し
ました神並です。私は
勤めていたパシフィッ
ク不動産を退職し、こ
の４月に自身の会社を
立ち上げました。
松の湯との出会いは
２０２０年の年末で、
とある不動産業者さん
より案内された物件で
した。事情があり銭湯
の運営が難しくなるた
め売却を検討している
というのです。
各方面に物件を紹介
していくうちに、以前
からお世話になってい
たエイジェーインター
ブリッジ（東京）様よ
り連絡をいただき、興
味があるお客様がおり
物件を押さえてくれな
いかと言われました。
購入を希望されたのは
東京にある法人で、購
入の条件として「普通
公衆浴場」の再建を提
示されていました。銭
湯の復活には費用・時
間・労力がとてもかか
ります。それでも日本

松の湯ギャラリー

～

地域の皆様と共存していく
コミュニティスペースに生まれ変わる

「松の湯」
～

か な ざ わ お ふ ろ 旅 新 聞
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は我慢比べの場でなけ
れば、修行の場でもな
い。体と心を癒すため
に利用する保養施設
だ。あまり知られてい
ない知識だが、サウナ
は湯船に浸かるよりも
水圧がかからない分、
心臓への負荷が少な
い。その他にもサウナ
は認知症対策にも一役
かっている事や、血圧
の正常化など、医療分
野においても効果的だ
と証明されており、サ
ウナを医療行為の一環
として利用するケース

我 慢 比 べの 場 で は ない。
そ の よ う な 誤った 解 釈
や習慣を見直し、サウナ
について 正 し い 知 識 を
身につけてもらいたい。

で、詳しく説明しよ
う。
『サウナ』で体に熱
刺 激 を 与 え ることで 、
熱 さを 対 処 しようとア
ドレナリン（脳内麻薬）
が分泌される。熱した
体に更なる追いうちと
して『水風呂』に浸か
る。急激な冷却により

ととのうとは

最近よく耳にする
「ととのう」とはどの
様な状態を指すのか。
簡潔に説明するならば
「ととのう」とは、体
はリラックスしている
が、頭の中が冴え渡っ
ている状態のことを指
す。ととのい未経験者
には全く意味不明なの

ととのい術

い人もいる。外気浴中
に心と体を開放し、大
きく深呼吸すると快楽
へ導かれる。感覚に抗
わず快楽に身を委ねる
ことで「ととのいの世
界」へ到達できる。
ととのうためには、
適切で適度な負荷を与
えることが重要だが、
こまめな水分補給は必
要不可欠といえる。正
しい知識をもって快適
なサウナ活動を行って
ほしい。また、サウナ
は セットで約１時間
半の時間を要するの
で、時間に余裕がある
時に楽しんでほしい。
ととのうためには余計
なことを忘れて頭を
空っぽにすると良い。
時間を気にしている
と、ととのいにくくな
る人も多い。身心共に
ストレスから解放され
て新境地「ととのう」
を是非体感してほし
い。
また、アウフグース
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も少なくない。このよ
うにサウナには知られ
ざる有益な知識が多く
秘められている。
何度も言うが、サ室は

のお尻を守る為ではな
く、他のサウナーのお
尻を守れるサウナーを
目指してほしい。
また、サ室内では不
要な会話を控える。こ
ういった時代であるこ
とも相まって、サ室内
での会話は他のサウ
ナーへの迷惑行為とな
りかねない。基本的に
はサ室内では己と対話
する時間を大切にしよ
う。

ここからが本題だ。
新境地『ととのう』た
めの手順を説明しよ
う。まずは、『サウナ
に入る』。（８分～
分が適切）次に『水風
呂に入る』（長くて１
分程度）。そして、
『休憩』（外気浴が好
ましい）。サウナ
分、水風呂 分、休憩
分移動を含めて１
セット約 分を３セッ
ト程度繰り返すこと
で、『ととのう』こと
ができる。
休憩中は心臓がバク
バクと大きく脈を打つ
が、数分で落ち着きを
取り戻す。全力疾走の
後のような高揚感と、
お酒を飲んだような陶
酔感が襲ってくる。心
拍数が落ち着くころ、
今までに感じたことの
ないような多幸感に包
まれる。
最初の１セットでと
とのう人もいれば、何
回入ってもととのわな
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サウナの
ルールとマナー
サウナにはいくつか
のルールとマナーがあ
る。ここでは必要最低
限だけを伝えることに
しよう。
１つ目は、万全の体
調で入浴すること。体
調管理は絶対的条件で
ある。体調不良、泥酔
状態でのサウナ利用は
誰も幸せにならない。
温浴施設を笑顔で後に
できるよう、己の体調
管理は徹底してほし
い。
２つ目は、公衆浴場
であることを認識し、
自他共に気持ち良く利
用できるよう心掛け
る。サウナ前に体を清
める。水風呂の前には
汗を流す、当たり前の
行為だ。汚れた体で入
浴するのは言語道断。
本来、洗体・洗髪には
発汗を高める効果があ
るので、サウナ前には
必須行動とも言える。
最近ではサウナハッ
ト以外にもサウナマッ
トを持ち込むサウナー
が増えている。サウナ
マットの利用は自分の
お尻を守るだけでな
く、自分の汗を持ち帰
ることを目的とし、次
の利用者への心遣いが
できれば本物のサウ
ナーだと言える。自分
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昨今メディアでも多く取り上げられるようになったサウナ。しかし、サウ
ナの正しい入浴方法については意外と知られていない。サウナについての知
識を身に付けることで、効率的に心身をリラックスさせることが出来る。さ
らに、町の銭湯を利用すれば、数百円で極上のリラクゼーションを味わうこ
とが可能だ。
サウナに心を奪われた私はサラリーマンの傍ら熱波師（アウフギーサー）
として、北陸のサウナを盛り上げるため、サウナの正しい入り方と、ととの
いへの道標を多くのサウナーに布教している。
今回はメディアでは取り上げられないマニアックなサウナととのい術を公
開していこう。

サウナの
正 し い 知識と理解
＂

1
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サウナととのい術

サウナは、体と心に
適度 な負荷をかけ、
その負荷を一気に解放
することによってリ
ラックス効果を得る温
浴方法だ。サウナにお
いて 適度 な負荷は
とても重要な要素であ
り、過度な負荷は体に
悪影響を及ぼす危険性
がある。適度な運動は
身心にとってとても良
いとされているが、間
違った知識と過度な運
動は逆に怪我に繋が
る。サウナも同様だ。
サウナ室（以下サ室）

アウフグースの
ご依頼お待ち
しております！

（2）
2022年（令和4年）９月
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ナを
北陸のサウ
しょう！
盛り上げま

北陸アウフグースチーム
公式Twitterアカウント：@hokuriku_auf

ストレスは最高潮を迎
える。仕上げに『休
憩』をとる。サウナは
この『休憩』を楽しむ
ためのものと言っても
過言ではない。最大限
に膨れ上がった緊張状
態を一気に解放するこ
とで『ととのう』状態
が生まれる。この、ア
ドレナリンが放出され
ていて、同時に体がリ
ラックス状態である瞬
間がととのっている状
態といわれている。

を受けることで格別の
ととのいへ誘われるこ
とも少なくない。アウ
フグースを経験して初
めてととのった人も多
い。石川県内ではアウ
フグースを行っている
温浴施設は数少ない。
私が所属する北陸アウ
フグースチームは北陸
三県を中心にサウナを
盛り上げるために活動
中だ。アウフグース初
心者にもぜひ我々のア
ウフグースを体験して
ほしい。
サウナ初心者や、外
気浴の概念のない古参
のサウナーたちを「と
とのいの世界」へ導く
ため、私は今日もどこ
かのサウナでタオルを
振り続ける。いつかど
こかのサウナで会える
ことを楽しみにしてい
ます。

記 事

北陸アウフグース
チーム広報部長／

しんすけ

ブルな価格設
定にしていま
す。
また今回
リニューアル
にて部屋の名
前で使用させ
て頂きました
他事業の分野
の方々とも協
力し、お客様に
喜んで頂ける企
画やイベントを
実施して、地域住
民だけでなく、多
くの方がコミュニ
ケーションをとっ
て頂ける銭湯を目
指していきたいと
思います。
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年間変わり湯情報

加賀棒ほうじ茶湯

金沢市百坂町のお茶のあず
ま園の棒ほうじ茶を贅沢に
使用。
さっぱりしたほのかな甘み
と芳ばしい香りが特徴。

暑い夏にピッタリ！スッキリ！爽やか‼
血行促進・美肌やリフレッシュ効果に期
待。

レモン風呂

全 国 的 に ５月 ５日 の 端 午 の 節 句 に 一 年 の
無病息災を願って行われるが、
石川県では旧暦にあたる６月
上旬に入る習慣がある。

菖蒲湯

健康な美をテーマにした天然生薬１００％
の薬湯。

健美泉湯

血行促進効果で体の芯から
ポッカポカ。風邪予防の効
果も期待。

柚子湯

漢方薬にも使われる、みかんの
皮を乾燥させた陳皮を使用。リ
ラックス効果抜群。

みかん湯

能登ヒバの間伐材を使用。とても良い香
りがする大人気の変わり湯。

能登ヒバ湯

９月

金石荘
ス、金石港、千里浜）
部屋は名前に合わせ
ており、壁紙から畳、
ふすま、電気等、細部
に
• 渡りその部屋のイ
メージの内装になって
おり、何度泊まって頂
いても楽しめる雰囲気
となっております。
中でも、加賀友禅の
部屋（四季・群青の
間）は、何と吉永小百
合さんの着物制作を
担った事もある加賀友
禅作家の上坂幸栄氏に
依頼して、特別に描い
て頂いた金石荘でしか
見る事の出来ない作品
となっております。
釣りを目的として来
られるお客様や県外か
らの旅行を目的として
来られる
方、企業
研修・ス
ポーツ合
宿で利用
される方
等、沢山
の方々に
この温泉
に入って
頂 き た
く、極力
シンプル
に素泊ま
り で 、
リーズナ
【宿 泊】
大人／１泊6,000円 小人／１泊3,000円（小学生以下）
※入浴料込み（入浴時間／9：00～23：00）・食事なし
チェックイン／16：00・ チェックアウト／11：00

金沢温泉

肌効果に期待できる天
然の保湿成分と言われ
るメタケイ酸も大量に
含まれている『美人の
湯』です。（１２８
９ｍｇ
／ｋｇ
）
１ ㎏ あ た り ５ ０ ｍｇ以
上で『美肌の湯』、
１ ０ ０ ｍｇを 超 え る と
『美人の湯』と言われ
るようになるそうで
す。
宿泊再開の理由は、
遠方から湯治の目的
（アトピー性皮膚炎や
ケガの治療）で来て頂
いて、来られた際には
お湯を持ち帰るお客様
もおられるので、せっ
かくならお客様にゆっ
くりと金石荘の温泉を
堪能して頂きたいとい
う思いから再開を決意
致しました。
金石荘の温泉に多く
の方にゆっくりと入っ
て頂きたいという思い
の他、県外の方にもっ
と石川県と金沢市の事
を知って頂きたいとの
ことで、 部屋全てを
観光名所や特産品にち
なんだ部屋の名称にし
ました。
（加賀友禅、兼六
園、金沢城、金箔、加
賀棒茶、五郎島金時、
香箱、ハントンライ

1243人

記 念 品 一 覧

無料（おとな）入浴券１枚

イスターを
スーパーマ
んか？
目指しませ

も

あなた

金沢市内の銭湯で使用できる

11巡以降

◦グ ラ ン マ イ ス タ ー／

オリジナル木桶

10巡（グランマイスター）

年ぶりに宿泊再開
金沢の港町（金石）
にある元湯金沢温泉金
石荘。
銭湯の名前の通り、
宿泊を 、 年前に
やっていましたが、今
回新たに素泊まりが出
来る温泉として、宿泊
業務を再開します。
まずは当店のお湯の
特徴をご紹介させて頂
きたいと思います。
港が目の前という立
地で地下１３００ｍか
ら湧き出る ℃温泉の
泉質は『塩化ナトリウ
ム強塩泉』で加水な
し ・ ろ 過 な し の
１００％源泉掛け流し
でとにかく濃い・熱い
温泉が特徴です。
『塩化ナトリウム強
塩泉』は、湯冷めしに
くい事から「温まりの
湯」とも呼ばれます。
又、塩分の殺菌力
が強く傷や火傷などに
対する鎮痛効果や、吸
い込むことで痰を柔ら
かくして気道を浄化す
る作用もあります。
そのため、慢性閉塞性
呼吸疾患（慢性気管
炎・肺気腫など）の治
療としても利用されて
います。
また、温泉の成分に
は保湿効果が高く、美
22

57人
41人

◦プレミアムマイスター／

バスピローなど

（実人数：455人）

延べ人数：

（ボディタオル・巾着・ストラップなど）

3～5巡（スーパーマイスター） ケロリングッズ

◦スーパーマイスター／110人

（歯みがきセット・石けん・入浴剤)

6～9巡（プレミアムマイスター） ケロリングッズ

（令和4年7月末現在）

1・2巡（マイスター）

オリジナルトートバッグ

※在庫が無くなったら、内容が
変更になる場合があります。
1～10巡は、オリジナルフェ
イスタオルも付きます。

かなざわおふろ旅
マイスター 認 定 者 数

スタンプラリー情報

かなざわおふろ旅

20

3

65

10月

（冬 至）

1月

▲▲▲▲▲
金石荘の情報は
こちらから

住
所：〒920-0336 石川県金沢市金石本町ニ91 電話番号：076-267-0630
【 公 式 】金 沢 温 泉 金 石 荘 ／ h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / k a n a i w a s o u /

【日帰り入浴】入浴時間／11：00～23：00
大人（高校生以上）／460円 ・ 中学生／300円 ・ ※日曜日は小学生、幼児無料
小学生／130円 ・ 幼児（0～未就学児）／50円 ※学生は学生証提示で300円

11月

12月

（初 湯）

6月
8月

か な ざ わ お ふ ろ 旅 新 聞
（3） 2022年（令和4年）９月

四季・群青の間

か な ざ わ お ふ ろ 旅 新 聞

サウナブームと銭湯

2022年（令和4年）９月

（4）

回数券と風呂道具
町のお風呂屋さんは、地域に根ざした普段使い
の場所。
毎日同じ時間に来られる常連さんは、その都度
入浴料を払わず、お得な回数券を利用されている
方が多いようだ。
洗面器やカゴに自分の名前を書いて、脱衣場の
棚にキープしている方も。いつもそれを見ていい
なぁと思っていた私。ある時、番台に
「このお得
の入浴券ください」
と伝えると
「最近よく来てくだ
さってありがとうね」
と快く応じてくださった。
今日、その入浴券が最後の一枚になり、また新
たに購入。勇気を出して
「私の洗面器も、あの棚
に置かせてもらえますか？」
とお願いしたら、承
諾してくださって、飛び上がるほど嬉しかった。
これで明日から、常連を気取れる。

野村将彦（能美市）／マイスター№3
2021年1月中村町の『あわづ湯』から始まった私のかなざわおふろ旅、それまでは大型施設をよく利用
していたのでローカルな銭湯を訪れると毎回驚かされることばかり。
◦誰にでもローカル対応の番台さん
◦近所の子どもたちの絵が飾られた浴室
◦火傷しそうなほど熱い湯船
◦スプラッシュマウンテンのようなサウナ
◦有名温泉に負けないほどトロトロなお湯
◦聞いたことがない曲ばかりの有線
どこの施設も特徴的だが必ず常連さんがいてそして愛されている。だがこの数年、廃業された銭湯が何
軒もあり『いつまでもあると思うな親と銭湯』状態。
老朽化もあると思うがファンとしてはなるべく銭湯文化が残ってくれることを願います。
蒸しらっきょ（金沢市）／マイスター№873

金沢市に引っ越してきて驚いたのは、市内に
「ま
ちの銭湯」
がかなり残っているところでした。調べ
てみると、金沢市の温泉・銭湯支出額は全国でも
上位であり、東京や大阪の銭湯の店主には石川県
出身者が多いこともわかりました。
元々銭湯好きだった私は、当時3歳の息子を連
れて足掛け2年かけて一巡目の「かなざわおふろ
旅」
を達成。おふろ旅のスタンプラリーを集めてい
る中で、市内の銭湯はお店ごとに個性があること
もわかり、徐々に息子にもお気に入りの銭湯がで
きたようでした。
そんな息子も、今は7歳。先日、あるお店に
行った時にふと
「あのスタンプラリーやりたい」
と、
とうとうおふろ旅デビュー。
彼は何歳頃にマイスターとなるのか楽しみにし
ています。

かなざわおふろ旅を知ったのは、全国のサウナ
好きが集まる投稿サイト
「サウナイキタイ」
。
そこで、あるサウナーさんのおふろ旅スタンプ
ラリー投稿を目にし、私もやってみようと思い
立ったのがきっかけ。
銭湯といえば、番台や脱衣場、浴場などに漂う
昭和レトロな雰囲気。そんなレトロな銭湯をスタン
プラリーという目標を持って巡れてしまうところ
が金沢おふろ旅の魅力である。中でも、番台さん
とのコミュニケーションは銭湯文化の宝だと思う。
残念ながら巡っている間に廃業されたお店もあ
り、今では応援したいという気持ちもラリーを継
続している理由の一つ。そんなラリーも現在４巡
目。これからも巡り続けていきたい！
ピルクル（金沢市）／マイスター№1125

小濱尚美（佐賀市）

TVCMがきっかけで、銭湯が金沢に沢山
あることを知り、それまで馴染みのなかっ
た銭湯へ足を運ぶようになり、気付けばグ
ランマイスターになっていました。昔なが
らの薪を燃料にして沸かしたお湯は湯冷め
しないし、スチームサウナや押し出し式の
カランは銭湯ならでは。大きな温泉で非日
常を味わうのも悪くないけど、ケロリン桶
で体を洗い熱いお風呂でため息をつく日常
は銭湯でしか得ることが出来ない至福の一
時です。
イシカワ（加賀市）／マイスター№193

須田暁憲（金沢市）／マイスター№768
2021年3月に、こちらの大学を無事に卒業し
た長男。その４年のあいだ、ただ彼の部屋の掃除
をするために、年に２回ほど石川まで通っており
ました。片道17時間かけて、九州からたくさん
の荷物を積んで、車で行ってました。
２泊３日の間、夕飯も宿泊も寮でお世話に。た
だ、お風呂だけは近くの額温泉に行ってました。
町の銭湯に行くのは、かれこれ50年ぶりのこ
と。幼い頃の想い出がよみがえり、私のひそかな
楽しみになりました。
その息子も天国へ旅立ち、想い出の地となった、
野々市のまち、そして町のお風呂屋さん。
これからは、自分のお風呂セットを用意して、
心と身体を癒しに、額温泉に行きたいと思ってま
す。

みなさんから銭湯への
あたたかい想いが
届きました！

テレビや雑誌によると、今は空前の「サウナ
ブーム」
だそうだ。私は苦手だからめったに入ら
ないけれど、サウナと水風呂に交互に入ると
「と
とのう」
んだとか。
確かに最近、銭湯でサウナと水風呂を楽しむ若者
の姿をよく目にする。石川県には40軒以上の銭湯
があるけれど、すべての銭湯に水風呂はない。もっ
と言えば普通の浴槽１個だけの銭湯だってある。
「サウナも水風呂もない銭湯に、460円も払うのは
もったいない」
そんな声を聞くたびに残念に思う。
たった一つの浴槽に満たされた、暑くてきれい
なお湯。郷愁を感じる佇まいに、脱衣所で交わさ
れる常連さんの会話。サウナがなくったって銭湯
はとっても楽しい。そんな楽しみ方を見つけてほ
しいな。

いちばん身近な銭湯の話。昔はただ汗をかけば
いいと思っていた。サウナで倒れたことがきっか
けで気が付けば銭湯への足が遠のいていた。
それから17年、再びサウナにハマり帰還。特
にここの冷たい水風呂にはなかなか入れずにいた。
入れるようになりたい、と通いつめ２カ月かけて
肩までどっぷり浸かれるように。サウナ室は何だ
か独特な匂いがして壁のレンガが落下してきたこ
ともあった。
他愛無い話をして、決まった時間に同じ顔、特
別なんてない。銭湯はみんなの家だ。そんな日常
の風景に私もいたのだった。中学生の私に伝えた
い。あなたの銭湯愛はこの先ますます強まる、と。
どうかこの先の未来にも銭湯がありますように。
CoHoKaのキク（氷見市）

かなざわおふろ旅マイスター認定を平成30
年4月にうけて、グランマイスター認定を経て
5月現在で、13巡を達成。
金沢の銭湯（風呂屋）文化に関心を持ち、
金沢の江戸期の状況について調査。
文化８（1811）年に書かれた金沢町名帳を
精査。金沢に38軒の風呂屋を確認。所在地
は犀川以南に3軒、浅野川以北に4軒、両河
川の間に31軒であった。惣構の橋番人で風
呂屋を営む2軒が存したことは興味深い。浅
野川大橋近くの橋場町緑地に江戸期（文化8
年の金沢町絵図で確認）、大桑屋の営む風呂
屋が有り、現地に立ち当時を偲んでみた。
現在、継続して日曜日にカミサンと市内
の銭湯巡を行い、金沢の銭湯文化に触れ合
い中です。
坂野謙志（金沢市）／マイスター№51

か な ざ わ お ふ ろ 旅 新 聞
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北陸三県の新潟県、富山県、石川県は東京都の銭湯の
聖地ともいえる縁ある県だと認識しています。
私の所属している広報委員会が企画したこんぶ湯にも
今は亡き母は、若い頃から銭湯が好きな人でした。生活の中 手を上げて実施していただいた富山、石川県の銭湯には
に銭湯が自然に存在していました。認知症と診断されてからも 感謝します。
私が広報委員になった時に銭湯の歌を作ろうと、企画
その習慣は変わらず、むしろ銭湯に通い続けたことで最後まで
元気に母らしく過ごせたのではないかと思います。銭湯に通う があり何曲か聞いたのですが、銭湯もりあげた〜いがプ
ことは、お風呂の準備、外出、お金を払う、衣服の着脱、会話 ロデュースした北脇さんの曲が素晴らしく使わせてもら
など、高いレベルの身体機能や認知機能を求められるからです。 いました。
曲はもう最高のできで、ビデオクリップまでよくでき
高齢になった母と一緒に銭湯に行った時の出来事です。
「今
ね、食堂に働きに行っとるんよ。こんな年になっても雇ってく ていました。耳に残る曲でつい口付さんでしまう曲！
そんな名曲を作ってくれた北脇さんが東京で行われる
れるとてもいいところ。働いている人たちも優しくていい人
ばっかりねんよ」
。湯船につかりながら真面目な顔で少し得意げに話す母。その話をとても興味 銭湯サポーターフォーラムで即興で作ってくれた各銭湯
深く聞いている同年代の顔なじみのお風呂友だち。
「へえ～、そんないいところがあるんや。私 の歌が素晴らしくてその中に妙法湯の曲があったのが嬉
しくて、いつか本格的に曲を作ってとお願いしたところ、
にも紹介してほしいわー」
。
少し離れたところから、そのやり取りを聞いていた私は内心ハラハラしていました。だって、 また名曲を作ってくれちゃいました！北脇さんありがと
うございます。
母が話している食堂って、デイサービスセンターのことでしたから（笑）。
自分らしく過ごすには、好きなことを続けるのが一番大切だと思います。元気でいないと周
妙法湯・柳澤（豊島区）
りに迷惑をかけるからと、例えば、好きでもない脳トレなどを課題のようにやることに効果が
あるようには感じませんでした。私たちはそんな母の介護をきっかけに、いろいろな人が行っ
いろんな銭湯を子供達と行くことで親子の楽しみが増
てみたいと思えて、自分が暮らしている地域で、できるだけ長く暮らし続けることを手助けす え会話も増えました。
る居場所を作りたいと思うようになり、2020年7月1日に
「おしゃべりcaféめてみみ」
という喫
幼い時に親戚の家からは百乃湯さん、自宅からは額温
茶店を築60年以上の古民家を改装して開業しました。人にとってケアとは何かを考えるちょっ 泉さん。旦那さんとのデートにれもん湯さん、お風呂上
と変わった喫茶店です。
がりのコーヒー牛乳や、ケロリン洗面器等がいろんな想
とはいえ、喫茶店を標榜するからには、料理も頑張ってます！週替わりメニューで野菜をた い出を呼び起こしてくれます。
くさん使ったランチ、酒粕とまとカレー、昔懐かしい喫茶店ナポリタンなどを提供しています。 銭湯でのルールは銭湯以外でも大切なことがたくさん
もちろん、オリジナルブレンドコーヒーなどのドリンクやチーズケーキ、ガトーショコラなど あり、地域性もあっていいですね。これからもずっと続
の手作りケーキもあります。みなさん、遊びに来てくださいね。
いてくれることを願っています。

銭湯好きな母の介護から生まれた喫茶店
～おしゃべりcaféめてみみ～

西﨑史人／マイスター№31

6月下旬。かなざわおふろ旅3巡目を石引温泉さんでゴール
しました！
次の日、お財布を落としてしまい、クレジットカード等は
停止して再発行できるけど【かなざわおふろ旅】【かがのと
湯めぐり】のスタンプカードも入っていたのに水の泡になっ
てしまいました…
立ち直れず、これをネタに記事を書くことにしました。警
察に届け出る際にお財布の中見を事細かく聞かれ、私はお風
呂行くのが大好きなので『かなざわおふろ旅の水色のカード
とか、テ○メ金沢のカードとか〜無料券が5枚くらい〜…』←
風呂のカードばっかりやないかい！と1人ツッコミ。
【かがのと湯めぐり】のカードに関しては能登は制覇してな
かったものの、今年閉店した川辺湯さんや東湯さんの貴重な
スタンプもあったのでショックです
まぼろし〜になった3巡目記録はおふろ旅の黒色バックと写
真を撮ったインスタに残っています。
emickey.39（金沢市）／マイスター№986
夫婦揃って銭湯好きで、夏には暑さが少しおさ
まった夕方に自転車でくわな湯へ行き、ひと風呂
浴びてサッパリしてから帰宅ルートにある定食屋
さんで冷やし中華＋ビールを味わうのが我が家の
定番です。
子どもが生まれてからはなかなか気軽に行くこ
とができず、また慣れない育児で夫婦喧嘩をする
ことも増えましたが（笑）、たまに一人で銭湯へ
行って気分転換をすることで前向きに子どもと向
き合ったり頭を冷やして夫と仲直りしたりするこ
とができ、銭湯の良さを改めて実感しています。
1歳半になった娘はまだ家以外のお風呂が苦手
で旅先でも大きな湯船に浸かることを怖がります
が、いつか家族揃って銭湯に行くのを楽しみにし
ています。
なな（金沢市）

西﨑真奈美／マイスター№32

miiko（野々市市）／マイスター№196

私が銭湯巡りにハマるきっかけの話になります。元々温泉巡りが好きでドライブがてら
温泉に浸かりに行っていました。その流れでサウナにハマりスーパー銭湯のような大きな
施設によく行くようになりました。
ところがここにきてのコロナ過により遠出する事や密になる事を避けねばならないとい
う事態になってしまいました。
そうなるとスーパー銭湯や温泉はどうしても密が気になります。しかし日頃のストレス
解消はしたい、そんな時に存在は知っていたが挑戦していなかった
「かなざわおふろ旅」
に
取り組んでみる事にしたのです。遠くの施設はダメでも地元の銭湯なら混まない時間を選
べば問題ないであろう、、、と。
正直それまでは銭湯にはあまり魅力を感じていませんでした。規模はどうしても大きな
施設より劣るし積極的に行こうと思う事がなかったからです。
しかしいざ金沢の銭湯を巡ってみると一つ一つの銭湯に個性がありレトロな雰囲気もあ
いまりこれはこれでアリだな、、、と思えるようになりました。
大きな施設にはない銭湯の良さ、地元密着したゆっくりほっこりした雰囲気は大きな施
設にはない癒しでした。温泉、サウナに加え新たに銭湯とストレス解消の選択肢が増えた
のはとてもありがたい事でした。この度は楽しい企画に参加する事ができとても感謝して
います。
匿名希望（能美）・マイスター№912

銭湯に
「通う」
のは実に約30年ぶり。自宅の
給湯設備の修理期間、
「くわな湯」
に通い、体
と心が芯からほぐれたことをSNSで熱く語っ
た と こ ろ 、 友 達 か ら「 ス タ ン プ ラ リ ー っ て
知ってる？」
と
「かなざわおふろ旅」
を教えても
らいました。
徒歩圏内の５銭湯を巡った後は、休日にバ
スや鉄道を使って
「遠足」
を楽しみました。ラ
リー終盤、番台の女将さんから「どちらから
スーパー銭湯の様なザワザワと違って、地域の方
来なさった？」
「 あらあ～、それは（遠くか
や番台の方々との何気ない会話が楽しかったです。
ら）ようこそ。」
と言っていただきました。
小さな子どもが居てもマナーを知っているし不快
約30年前、金沢に住み始めた大学１～２年
時の下宿生活、優しかった大家さんご夫妻、 が全くなく、のんびりする事ができました。
色んな意味で昔ながらの銭湯の良さを再確認でき
通った
「ひろみ湯」
のことを懐かしく思い出し
ました。大切にしていきたいですね。
つつ、ラリー2巡目チャレンジ中です。
北川千恵（金沢市）／マイスター№1218

まぁさん（野々市市）／マイスター№60

そのお陰かたまに私の

具体的には銭湯の脱衣

させて頂きました。

その銭湯もりあげた〜

場や休憩スペースに高座

じゃけんど…（笑）。」 と

周りから人が消えて貸切

教えてくれて石川県と銭
いのご縁で現在でも豊島

湯との繋がりを始めて知

殆ど銭湯に通う機会も
れるスポークスマン、通

今の銭湯の状況を発信さ

頂き「妙法湯の歌」を作

で近所の常連さんの何気

きます。

円のみで落語は投げ銭制。

入場料は入浴料４６０

の地域の生活感や習慣を

落語を聞いて面白けれ

ばケロリンの桶にお気持

ちを入れて頂くシステム

お気持ちですから金額

です。

さえあれば「銭湯行こ

にかく銭湯が大好きで暇

小原庄助さんの様にと

年時代は、まるっきり統

して私の少年時代から中

されるそうです。）こう

に妙法湯サイトから披露

てはならない身近なオア

私にとって銭湯はなく

レビから流れる笑点を何

ながら休日に脱衣場のテ

ザ・昭和な空気に浸り

川県公衆浴場組合さんを

ることはできないかと石

を発信し銭湯を盛り上げ

して大好きな銭湯の魅力

そんな落語やネタを通

あります。

家の割引券だったことも

せ中身を確認すると吉野

後ほど期待に胸を膨らま

たお客様がいらっしゃり

も中身も色々で過去には

う！ サウナ入ろう！」

一性の無い銭湯ライフで

シスです。

も考えずボケェ〜と見て

私にとって銭湯は落語

色んな妄想を膨らませな
と熱心に誘ってきまして、

仕事終わりに大きなお

これで美味しいもの食べ

私 が 生まれ育った穴水
が ら「 銭 湯の子 供に生ま
ホープ師匠と出逢った

ワクワクする出逢い、ご

はじめ多くの方々のご協

やネタの創作の場でもあ

町 に 物 心ついた 頃 、近 所
れたかった…。」などと考
年間くらいは都内某所の

力のもと月にいちど県内

てとポチ袋を入れてくれ

に銭湯 が あった記憶は無
えておりました（苦笑）。

いるときなどは平和な日

「 子 供 の 頃 、手 伝 いで 番
いた頃、風呂無しアパー

お陰でその頃は風邪もひ

いつまでも残してゆきた

伸ばして「ぬぅあぁ〜」

しだすほど至福のひと時

素っ裸でご先祖様に感謝

『銭湯数珠繋ぎ寄席』を

各地の銭湯を落語で巡る

と思います。

気楽に見に来て頂ければ

ありますが、私に素敵で

いのですが、中学一年生の

本に生まれて良かったと

台に座った時、好きだった

と腹の底から声を出すと

この取り組みでこれま

ます。

はお風呂を楽しんで頂け

てきますので落語のあと

もちろん入浴券が付い
いと願いながら「この歌

階が娯楽スペース・

社交スペースとして利用

の

そもそもその昔は銭湯

開催しています。

かず快眠快食で芸に邁進

立ちます。

よって生業の落語にも役

また銭湯に通うことに

トに住んでいて銭湯に

最高のリラックスです。

女の子が入りに来てドキ

なった。入りに行こうか

お風呂の他にも歴史を

です。

そんな折、首都圏を中心

なぁ〜。」と思って頂け

感じるレトロな佇まいや

疲れも一緒に吹き飛んで

丁度アパートの目の前

に銭湯愛好家が結成した

る様な曲を世の中の皆様

聴いたら銭湯に行きたく

が銭湯で、夜中の

「銭湯もりあげた〜い」

しておりました（笑）。

聞いて思春 期 だった私は
３時半ぐらいまで

店内に流れる昭和で時が

で銭湯に馴染みのなかっ
にお届け出来たらいいな

されており、そこでは落
というグループの方々と

止まったかのような雰囲

ブツブツ呟く落語の稽

やってましたが、

〜。と思っております。

た方々に銭湯の魅力を
動

んです。

知って頂き新たな集客に

ご縁が出来「銭湯

タイル絵やペン

語会も開催されていたそ

お客同士で将棋や

画のテーマ曲を作って欲

古はお風呂やサウナに入

囲碁をさしたり親

しい」と依頼を頂き作っ

数を数える代わりに落

語を稽古することでこの

キ絵（県内では湊
湯さん）、赤と青

落語なら

分で終わるな

のカラン、レトロ

マ ッ サ ー ジ チ ェ ア 、 どタイマー代わりになり

ました。

現在はコロ

ナ禍のため開

注意点は周りから見る

２０２０年２

おりますが

催を見送って

とブツブツ独り言を呟く

月までに

お か ま ド ラ イ ヤ ー 、 ます。
店内に流れる昭和

危ない奴と思われること

銭
歌謡ポップスの有

です。

湯で
線などなど。

コインタイマー、

い開催に至り

繋がればと思います。
父さんと雑談した

た「銭湯せんとうセン

石川県内の銭湯の皆様

うで、きっと銭湯と落語

り、平成３〜４年

トーの歌」ですが、動画

ら「出身どこ？ 石

にも撮影ご協力頂きまし

は相性が良いだろうと思
でしたが昭和の古

にマッチして随分色々な

川県？ 石川県は銭

た。その節は本当に有難

気 に も 癒 さ れ ま す 。 りながらがちょうどいい

き良き雰囲気が

イベントで歌わせて頂き

湯 経 営者 が多いん

うございました！

回開催

16

ました。

や で 。ワ シ は 広 島

10

P
R

2

21

その親父さんか

漂っていました。

通っていました。

2

ドキした…。」という話を

ですので、肩肘はらず
風呂でたっぷりのお湯に

ります。

宝庫です。

がいらっしゃってネタの

銭湯は本当に色んな方

作ったりもします。

感じ取りそこからネタを

ない会話を聞くことでそ

時間半ほどやらせて頂

をつくり落語を２〜３席

区西池袋の「妙法湯」店

減ってしまいましたが、
称「銭湯界のスーパーア

成しました。

1

浸かり手足を思いっきり

曲！（近日中

他にもお風呂やサウナ

り状態になることがあり

主の柳澤幸彦社長はメ

金沢市在住（七尾市出身）
落語家
吉本興業所属：石川県住みます芸人
かなざわおふろ旅熱湯話芸大使

ます。

りました。

私の目の前に三度の飯よ
キダイ」と勝手に命名さ

ディアやテレビなどで昨

り銭湯大好きな芸人さん

年くらいは

マイスター№105

縁、仕事を与えて下さい

しかも

ろしく～ねっ！」で一世

その柳澤社長から依頼を

せて頂いておりますが、

それから

月 亭 方 気

ました日本の銭湯文化を

あ ホープ師匠です。

落
語
も
ネタ作りも
銭
湯
で

行きつけの銭湯に毎日

東京都在住（穴水町出身）
シンガーソングライター
かなざわおふろ旅熱湯歌唱大使
銭湯せんとうセントーの歌 作詞＆作曲
通っていました（汗）。

北 脇 貴 士
それから時は流れ、大

銭 湯 物 語
学時代を大阪で過ごして

古 き 良 き
担任が風呂屋の息子で

2

風靡したコントゆーとぴ

「ゴムパッチン」「よ

が現れました。

20
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三度の飯よりお風呂が好き
30年前、金沢市若草町に
「若草湯」
という
銭湯があった。そこが自分の銭湯愛の原点
となった浴場。遠い親戚が経営していたこ
ともあり、幼少期の頃から毎週のようにば
あちゃんと手をつないで銭湯通い。出入口
右が女湯だった関西式の銭湯。真ん中に泡
風呂があり、奥には鯉が泳いでいる池を眺
められる真っ赤な高温薬湯。脱衣場に上が
る前は
「風邪ひくといけないから。」
という理
由 で い つ も そ の 高 温 薬 湯 に 浸 から さ れ 、
嫌々言いながらカウントダウン。当時は女
湯しか入ったことがなく、よく地元の常連
さんに可愛がってもらったことも思い出す。
何度か番台に座らせてもらったこともあり、
暖簾一枚で男女行き来できることに感激し
ながらも、銭湯は男湯と女湯が
「左右対称」
という作りを知ったのも若草湯だった。そ
んな思い出のつまった若草湯も後継者不足
から約15年前に廃業。当時番頭をしていた
お母さんも3年前に天国へ旅立ち、今は改
装された自宅がそのまま残っており、お風
呂屋さんがあったという面影は全くない。
それ以来、私の風呂好きは変わらず、学
生時代もアルバイト先はスーパー銭湯。求
人があるか何も調べることなく電話したの
を覚えている。理由はお風呂入り放題だか
ら。お風呂が好きだから。ただそれだけ。
現代の若者は多くが
「町の銭湯＝公衆浴場」
より健康ランドのような
「スーパー銭湯」
に
足を運ぶ。確かに健康ランドのような施設

ナビゲーター

西

は飲食もできる、友人と長居できる、宿泊
できる、娯楽施設もある、風変わりなお風
呂がたくさんあるという魅力が多くある。
ただ、
「町の銭湯」
には健康ランドにはあ
まりない人情や独特の雰囲気がある。熱々
のお風呂やサウナ、蒸された浴場内の空気
感やにおい、近所の常連さん同士の話声、
ワンコインで入浴できるこの上ない極楽気
分。それらがすべて町の銭湯には溢れてい
る。また赤と青のプッシュ式のカランや固
定シャワー、数えきれないほど多くの赤
ちゃんが愛用したであろう木製ベビーベッ
ド。そして今ではあまり見られなくなった
10円のマッサージ機や測り式の体重計。
これらは銭湯にしかない古き良き遺産では
ないだろうか。こういう時代の名残ですら
銭湯は我々に語り続けてくれる。
「健康ラ
ンド（スーパー銭湯）」
と
「公衆浴場（町の
銭湯）」、暖簾をくぐれば、その先にお風
呂があるという共通点に変わりはないが、
環境や持ち味がそれぞれの個性として表現
されている。家のお風呂ではなく、たまに

白骨温泉

は手足を伸ばし
てどっぷり浸か
れる大きなお風
呂へ。そんな銭
湯の良さをこれ
からも体感しな
がら1日の疲れ
を癒して睡眠に
入ってほしい。

高島

村山市長（右）

悠

「おふろ旅チェアマン」として、銭湯文化継承、発
展のためのPRへの協力、かなざわおふろ旅マイス
ター倶楽部の運営統括に従事。過去に「かなざわ
おふろ旅ガイドブック」を制作・発行。全国巡った
温泉地は北海道から鹿児島まで約70か所。
・かなざわおふろ旅グランマイスター
・温泉ソムリエ ・温泉観光実践士

ガイドブック制作のメンバー

の

銭湯の魅力は無限大！
私と銭湯の出会いは、大阪で学生生活をス
タートしたこと。銭湯初日、番台のお兄ちゃ
んに「ねえちゃん能登のひとやろ？言葉でわ
かったわ。俺もそうやから」と言われ、これ
からシティガールを目指していた私は以来、
そのお兄ちゃんと言葉を交わすことはなかっ
た。オフロなしの下宿生活だったので必要に
かられて行くぐらいにしか当時は銭湯への熱
い想いがなかった。まさに生活の一部だった。
そこから月日はながれ、入ったアマチュア劇
団が、主宰をはじめみんな大のオフロ好き
で、オフロ博士といっても過言ではないく
らい北陸のオフロを網羅していたメンバー
に囲まれ、自然とオフロ好きになりいろん
なオフロに行くようになった。そこから私
のオフロ好きに火がついた。様々なオフロ
に足を運べば運んだ数だけ魅了されていっ
た。何がいいかって、あの独特な空間。マ
イナスイオンたっぷりで大きなオフロに入

るだけで癒される。「あぁぁ極楽極楽」と
言ってしまわずにはいられない。その土地
ならではの、味わい深い体験ができるのも
銭湯ならでは。コアな体験もいっぱいあっ
た。そして、かなざわおふろ旅の企画がで
きて金沢市内すべてのオフロにはいってみ

と
える
か
が
を
見方 の魅力 ー。
銭湯 ますよ
増し

ると、同じ金沢市内でもこんなに雰囲気が
違うものかと驚かずにいられないくらい、
それぞれいい味をだしている銭湯に出会え
る。そして、オフロ好きに悪い人はいない。
かなざわおふろ旅の企画を通して、貴重な
出会いがたくさんあった。銭湯やオフロの
話題は本当に楽しい。話が弾む。こんなこ

と今までなかった、心が躍った！ならば、
オフロ好きが集まって語りあえる場を作り
たい。とイベントを立ち上げたが、そこで
一緒に開催している大切なパートナーもか

なざわおふろ旅を通して知り合った仲間だ。
というか、かなざわおふろ旅の企画がなけ
れば私のイベントは企画倒れだったと思う。
かなざわおふろ旅は私にとってなくてはな
らない存在です。銭湯は、見方をかえると
魅力が1000倍増します。そのお手伝いを、
ナビゲーターとしてできればなぁ。と微力な
がら思っています。皆さんのご協力なくては
何にもできないので、これからも宜しくお願
いします。

ナビゲーター：西

わず
問わ
ず、
を問
、
代を
世
世代
こり
りす
っこ
する
ほっ
る
がほ
心
心が

オススメの絵本
パンダ銭湯

作：tupera tupera
出版社：絵本館
銭湯というネーミングだけで、手にとった絵本だっ
たが、ページをめくっていくとアッという間にひき
こまれた一冊。
えっそんな展開？かわいいというか。おもわずにっ
こり微笑んでしまいます。
パンダの親子が通いつめる銭湯。そこには…。
疲れた時にめくると、癒される絵本。親子で読んで
もらいたい。愛情たっぷりの物語です。

か な ざ わ お ふ ろ 旅 新 聞
▶▶▶▶▶

金沢星稜大学 経済学 部 経 営 学 科
坂頭 陽歩

私は百乃湯に来て、日々地域の方々と直接お話をす
ることが楽しいなと感じています。私は百乃湯のメン
バーの中で一番最近入ったばかりなので、わからない
ことが多々あったのですが、以前から百乃湯に来られ
ている地域の方々に反対に色々と教えていただくとい
うこともありました。
番台に立つのは一人なので初めは不安を感じていまし
たが、「頑張って」と声をかけてもらうことが多く、そ
の度に元気をもらうことができます。そのため、百乃湯
にいると「地域に根付いている」ということを実感する
ことができました。
また、お客様には遠くから訪ねてこられる方や、幅
広い年齢層の方がいらっしゃるので様々な人が集まる
場だなと感じます。そして、百乃湯は昔ながらの雰囲
気が残っている銭湯だとも思いました。百乃湯では薪
を使ってお湯を沸かしていると聞いた時は本当に驚き
ました。このような銭湯は今ではもう少ないと思いま
す。そんな貴重な経験ができる場所だと思っています。

2022年（令和4年）９月
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銭湯で働く楽しさは、他のどのアルバイトとも違ったものがあって新鮮です。薪
を焚べる作業、ポンプやシャワーなどの機械を触る作業は、銭湯ならではの作業な
のでとても楽しいです。
また、最近は、百乃湯のアルバイトＴシャツを作成するために、Ｔシャツのデザ
インを考案する機会をいただきました。なかなか無い機会なので、とても嬉しく楽
しくデザインを考案することができました。
銭湯は、老若男女問わずお客様がいらっしゃいます。働く前は、ご高齢の方が多
くいらっしゃるイメージだったのですが、学生のお客様も意外と多いです。フレン
ドリーに接してくださるお客様が多く、ついつい話が弾みすぎてしまうことも...。
色々な方々と交流できる点は、とても魅力的に感じています。
銭湯で働いていることを友人に話すと、とてもびっくりされます（笑）若い人た
ちには、それほど馴染みがないのかもしれませんが、魅力と楽しさがたくさん詰
まった場所だと、働いているからこそ感じられるものもあります。古き良き銭湯の
魅力が多くの方々に伝わるよう、日々楽しく頑張りたいです。

金沢星稜大学

経済学部経営学科
佐藤 友希

若者が銭湯で働く
楽しさ
彼女たちは、いまどきの若者である。
およそ馴染みが薄いであろう、
「銭湯」
というこの場所の
何に惹かれ、何を感じ、何を想っているのか…
その、こころのうちを聞いてみましたー

はじめて｢番台のバイトをしないか？｣と言われた時は、正直、特に何かを期待するわけで
もなく、｢なんとなく面白そうだからやってみよう｣という気持ちで始めたのを覚えています。
しかし、当時のその安易な気持ちとは裏腹に、今では番台に立つことが日々の楽しみと
なっている事が、自分でも信じられません。
百乃湯に初めて足を踏み入れた日、初めて番台に立った日のことは今でも鮮明に覚えてい
ます。初めて行う仕事では、誰しも緊張が伴うと思います。私も、初日に一人で番台を任せ
られた時は、「失敗したらどうしよう」「お客さんに何か聞かれたらどうしよう」とたくさ
ん心配事を抱えていました。
しかし、そんな心配を一掃するかのように、百乃湯のお客様はすごく優しく、温かい方ば
かりなのでした。新しく入った私を、「新しい学生の姉ちゃん」という風に温かく迎え入れ
て下さり、たくさん喋りかけて下さったお陰で、安心して仕事を全うすることが出来たのを
覚えています。
それからは、番台に立った日には毎日お客様との会話を通し、笑顔が絶えません。お風呂も
ぬくぬく、人も温かい銭湯です。私は、そんな百乃湯が大好きです！

金沢星稜大学
江守 未南海

人間科学部スポーツ学科
金沢大学

▶▶▶▶▶

人間社会学域地域創造学類
河端 陽菜乃

～かなざわおふろ旅新聞
クイズ～
第

1

全国の銭湯浴場組合に加盟する銭湯で、小人料金が最も安
いのは石川県である。

2問

全国で一番多い銭湯の屋号は梅の湯である。

第

第

問

3問

銭湯でよく目にする桶、黄色い底にはケロリンと記してあ
る通称ケロリン桶には、関西バージョンと関東バージョン
がありますが、石川県内の銭湯で多いのは、関東バージョ
ンである。
答えはこのページの一番下にあります。

◦ 編 集 後 記◦

かなざわおふろ旅新聞をお読

みいただきありがとうございま

年々、町の銭湯が減りゆく現

す。

状ではございますが、今一度銭

湯を盛り上げたいという強い思

いから、この企画が生まれまし

そして銭湯愛溢れる皆様から

た。

の投稿や、銭湯と共に生きる

号へと発刊

方々の熱意あるお言葉をいただ

号、

いて発刊へと辿り着くことがで

今後も第
3

きました。

をご期待ください。ということ

高島  悠
西 彩巴子

で今日も明日も銭湯へ行きま

しょう！

チェアマン

かなざわおふろ旅

ナビゲーター

2

汗だらだら
暑っ―い夏の日の夕暮れに熱っーい銭湯の湯船の中。女湯の方からは近所の常
連さんや子供の笑い声。んっ、若い娘もいるみたい！などと妄想しながら、今日も
ダイエットと旨いビールを飲むためにもう少し我慢して熱い湯につかり汗をかく。
以前、お風呂好きの方から「銭湯やサウナって思いっきり汗かいた後の冷たい
水シャワーや水風呂、湯上りの爽快感が気持ちいいのでお金出してでも来るんだ
よなー」って聞いたことがある。確かに汗を流すだけなら家庭でのお風呂で十分
な気がする。しかし、私も含めてお風呂好きの人は、とくに銭湯ではついつい我
慢して汗をかき、その後の気持ち良さを追求してしまうようだ。大きな湯船を持
つ銭湯の最大の魅力とは、入浴後の冷水刺激や湯上りの爽快感なのか？
寒い時期に冷えた身体を温かい湯船に浸す時も一つの魅力だが、その季節でも
やっぱり汗だらだら⇒冷水刺激⇒爽快感のスパイラルに陥ってしまう。
近年この温冷浴
（温冷交代浴）
が健康に良いことが提唱されている。
期待される効果：ダイエット効果、むくみ改善、疲労回復、アレルギー症状の改善、
自律神経を整える、冷え性の改善、低血圧の改善、うつ病の予防、
美肌効果、育毛効果、医学的にも。

これは身内の浴場組合のHPですが、血管の拡張・収縮作用が
起因しているようです。
銭湯の魅力はその他にも多々あるが、いずれにしても健康な心身を保持してい
ないと銭湯にも行けなくなる。爽快感⇒健康⇒銭湯⇒爽快感⇒健康⇒銭湯…
このスパイラルをもっと多くの方に伝えるうえでも、この新聞の役割は非常に
大きいと考えています。
百乃湯オーナー 百々和弥

～かなざわおふろ旅新聞
クイズ～ 答え

▲▲▲▲▲

もともと昔ながらの銭湯に通う習慣はなく、百乃湯と出
会ったのは、サークルでフリーペーパーを作成するため取
材に訪れたことがきっかけでした。
その後
「働いてみないか?」
と声を掛けていただき、アル
バイトとして番台に立つようになりました。取材を通して、
薪を焚いてお湯を沸かす、浴槽に竹炭が入っているなど、
素敵な魅力がある銭湯だと分かっていたので、働けること
に大きな喜びを感じていました。
働き始めてから、公衆衛生の要所としての機能はもちろ
ん、地域の人が集う交流の場としても重要な役割を担って
いることを実感しています。脱衣所やロビーで飛び交う地
域の方々のお話は聞いているだけでもほんわかします。
また番台にいる私にも話を振っていただくことも多く、
大学生活では触れられないだろうお話をたくさん聞くこと
ができます。百乃湯のInstagramアカウント運営も、働く
やりがいの1つになっています。投稿を見てくれる方々の
笑顔を思い浮かべながら、こだわりを込めて掲載画像を編
集する時間がなんだかんだ1番楽しい時間かもしれません。
これからも皆様にあたたかい百乃湯をお伝えしていきたい
です。

第1問 〇／50円（石川県のみ・2022年7月1日現在）。富山60円、福井70円、一番高い料金100円
第2問 ×／松の湯(町田忍(銭湯研究家)さんによると、全国の銭湯
の40軒に１軒は松の湯)
第3問 〇／関東ver：直径22.5㎝高さ11.5㎝360グラム 関西ver：直径21㎝高さ10㎝ 260グラム

