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ラッコ新聞

■如月の由来：寒さで着物を更に重ねて着ることから「着更着（きさらぎ）」とする説が有力とされる。

2/12建国記念日
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露天草津温泉について
当健康センターの人気露天風呂、草津温泉の湯の効能について触れ
てみたいと思います。

身近な健康維持のお手伝いができる癒しをテーマとした総合健康
センターとして、湯の泉は皆様に愛される存在でありたいと日々、
研究・努力をしています。

手ぶらで気軽に行ける温泉！

湯の泉は「365日24時間」営業中！
お客様に最大限おくつろぎいただけるような健康センターを目指して年中無休・
24 時間営業を行っております！

『歩み入る者にやすらぎを
　　　　去り行く人にしあわせを』

【草津温泉で命拾い】
草加健康センターは開店以来利用しています。10年ほど前、永年の飲酒がたたり急性アルコー
ル肝炎を患ってしまい 78kg 有った体重も 35kg までに落ち込んでしまいました。当時勤務
していた深夜のマネージャーに勧められて「信じる者は藁をも掴む」心境で草津温泉での入
浴を繰り返していた所、半年後には体重も 45kg まで回復し、 その１年後には 75kg まで戻
りました。病院の先生の話では「３年は安静療養しないと元通りに快復しない」と言われて
いましたが入院もしないで快復し健康を取り戻せ本当に感謝しています。草津温泉の白い湯
は体に良く、暖まり力がみなぎります。まだまだ元気に美味しいお酒を飲みカラオケを歌い、
心身共に人生を楽しみたいと思っています（草加市酒井様）

これは群馬県草津の草津町章とともに書かれていた詩ですが、当センターの草津
湯をご利用頂けるすべてのお客様にやすらぎとしあわせを届け続けていける店で
ありたいと考えています。ぜひ効仙薬湯と草津温泉をご愛顧頂ければ幸いです。

浴衣・タオルのほか、シャン
プーリンス・乳液などのアメニ
ティ、ドライヤーなどもご用意
しています。

充実したアメニティ 男女休憩室
終電を逃してしまっても安心。
ゆったり出来るリクライニング
チェア・無料Wi-Fiを完備！

手作りの本格的料理
和・洋・中華・寿司、豊富な
料理の数々。お風呂の合間の
お食事にぜひご利用ください。

本場草津温泉の湯畑から直送の源泉を使用し
た露天草津温泉、自慢の生薬を独自配合した
効仙薬湯などの、健康とくつろぎのお風呂で
リフレッシュ。職人による手作りの多種多様
なこだわりのお料理で美味しく満腹・満足。
宴会やイベントなどが行える多様なスペース
で楽しみ。各種お得プラン、多数のサービス、
アメニティも色々。気軽に、手ぶらでもまるごと 1日ゆっくり過ごせる場所。
また、入浴だけでなくその合間にお食事やイベントなどをお楽しみいただける『楽
しみと癒しの空間』をご堪能いただけます。

草津
特集

草津温泉湯畑直送
草津温泉は江戸時代の温泉番付では当時の最
高位である東大関に格付けされた、日本を代
表する名泉の一つ。当センターの露天草津温
泉は群馬県草津温泉湯畑より直送の源泉有効
成分を濃厚にした液状の浴剤を使用していま
す。泉質は含硫化水素明ばん泉で、主成分は
硫黄、アルミニウム、硫黄塩、硫化水素他となっ
ております。“美肌の湯” としても有名です。

当センターには本場草津温泉より有効成分を
特殊な方法で温泉成分を温存し液状のまま運
ばれてきます。
草津を利用されたお客様の体験談の一部を記
載させて頂きます。

◆神経痛
◆リュウマチ
◆肩こり

◆美容
◆冷え症
◆痔疾

◆二日酔い
◆疲労回復など

◆湿疹（あせも）
◆打身
◆むちうち症

温泉水の持つ強い硫化水素臭から
「くそうづ」と呼ばれたことが
地名の由来（草津）という説があります
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2月3日は「節分」
「せち分かれ」とも言い本来季節の変わり目の前日を
指す言葉です。豆をまいて悪疫退散や招福の行事が行
われます。

恵方を向いて、無言でお願い事をしながら、センター手作りの巻
ずしを丸かぶりしましょう！そして、おおいに福を呼び込みましょう！

節分に食べると縁起がいいという「恵
方巻」。「恵方」とは、陰陽道でその年
の干支に基いて定められためでたい方
角のことです。江戸時代末期に大坂・
船場の商人たちが商売繁盛と厄除けを
祈願する風習として始まったという説
が有力です。巻き寿司を切らずに食べ
るのは「縁を切らない」という意味が
あり、具材を海苔で巻くことで「福を
巻き込む」という願いも込められてい
ます。
湯の泉では今年もオリジナルの恵方巻
きを販売いたします！

今年の恵方は「南南東」

●太巻き１本用意する（切らない）
●南南東を向く
●願いごとをしながら黙々と最後まで食べる

海鮮太巻（とろサーモン）

（ハーフサイズ有）
太巻
（ハーフサイズ有）

海鮮太巻（まぐろ）

（ハーフサイズ有）

肉にく太巻 サラダ太巻

お渡し期間
…2/2（金）・2/3（土）

館内販売
…2/3（土）迄

相模健康センターより

1/5（金）に「斬波新春特別ライブ」が開催されま
した！「望郷じょんから」や「あずさ 2号」など演歌・
歌謡曲の名曲をカヴァー。キレのあるダンスと圧倒
的な歌唱力でお客様を魅了！

お客様の声が相模店の「宝」です！
皆様のお声を聞く事が私たちの何よりの喜びです。

斬波のライブを初めて見ました。
圧巻でした！また是非斬波メン
バーを呼んでください（50代男性）

いつも純烈の時にしか来店しませ
んでしたが、たまたま見た斬波を
見せて頂きファンになりました。
純烈同様、センターに呼んでくだ
さい！（60 代女性）

お正月休みに寄ってみたら斬波と
いうグループがステージで歌って
いて感動しました。また是非見た
いです（60 代女性）

初登場！
新春特別ライブ

イベント
レポート

斬波特別ライブお客様の声！

特別歌謡ショー

14時～
19時～
北川大介
イケメン演歌歌手「イケメン3」メンバー
神奈川県足柄上郡松田町出身の演歌歌手。

11
（祝·日）

26
（月）

風呂の日

生姜湯
生姜には、リュウマチや冷え性といった症状を和らげ
る効果があると言われています。

生姜の香りで
食欲増進・リフレッ

シュ！

東名厚木健康センターより

特別ライブ

14時～
19時～

24
（土）

twitter 始めました！
東名厚木店

→ @yunoizumiatsugi

フ
ォ
ロ
ー
し
て
ね

現場のスタッフより
　　最新の情報をいち早くお届け！

毎週土曜日、18 時より
1Ｆ女 性 専用岩盤浴
コーナーにてホットヨガ
無料教室を専任のインストラクターの指導で
行っています。初心者・経験者問わず個々の
状態に合わせて進めていきます（定員：12 名）

女性専用
ホットヨガ教室

大人気

第２３回
三蔵グループ
新年賀詞交歓会
1/19（金）に地下 1
階宴会場にて、三蔵
グループ新年賀詞交歓会を開催いたしました。
会場には、三蔵グループスタッフと取引業者
様、総勢 144 名が一堂に会いし、新しい年の
始まりを祝いました。

特別ライブ

14時～
19時～

10
（土）

業界一のお客様満足度を獲得するべく迷いなくス
ピードをもって努力して参ります。（従業員一同）

今年は 2021 年に東名厚木健康センター
の新築・開業に向け、センターとホテルの
設計施工を行う年であります。特に東名厚
木センターの新築工事に際しては、富士山
の見える露天風呂･効仙薬湯･草津温泉･天
然温泉･炭酸風呂、健康センターにしかな
い物を作りたい。皆様楽しみに待っていて
ください。（当社 代表取締役 岡村篤秀）

草加健康センターより

特別ライブ

14時～
19時～

3
（土）

特別ライブ

14時～
19時～

25
（日）

草加健康センターのお客
様小椋孝雄様が、音楽
情報番組『夢劇場 音楽
堂』（テレビ埼玉）出演
予定です。
2/21（水）午前5時30分～
皆さんご覧ください！

テレビ出演予定！

1/15（月）より無料送迎
バス新路線『竹ノ塚便・
蒲生便』がスタート！！
ぜひご利用ください。
詳しくはホームページ、
または草加健康センター
店頭にてご確認ください。

送迎バス新路線開始

1/1（祝・月）～ 3（水）の３日間行われた新春
特別企画『2018 年ピタリめざせ！現金つか
み取りチャレンジ』でなんと終了 3分前にピタ
リ賞が出ました！！商品券 10 万円分 GET！今年
は良い年になりますね。おめでとうございます！！

埼玉県川口市在住　石田様

現金つかみ取りピタリ賞！！
イベント
レポート

出ました
2018！！

小椋孝雄様


