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した新しいお風呂を手が
けていまして︑その提案
を受けて︑うちもカウン
ター方式にし︑ラドンも
導入したわけです︒今︑
ラドン湯の温浴室とラド
ンのサウナ︑他に回転風
呂︑赤外線風呂がありま

す︒

ていただくのが温浴室︒
サウナもラドンガスが出
ています︒
︱ラドン風呂は︑どう健
康によいのですか︒
佐原 理屈自体はまだ解
明されていないようです
が︑各地のラジウム温泉

の岩盤浴でマイナスイオ
ンが発生し︑体が心地よ
くなることがわかったの
が始まりです︒それと同
じように人工的にラドン
を発生させることができ
るということで︑開発さ
れました︒

お客さんには︑腰痛な
ど痛みが消えたという方
もいますし︑体調が悪かっ
たのがラドンに入るよう
になって治ったという方
もいらっしゃいます︒た
だ︑﹁何々に効く﹂とい
う言い方はできませんが︒
︱具体例では︒
佐原 女性の方で︑病気
で非常に顔色も悪かった
のですが︑うちのサウナ
に通っていたら︑みるみ
る肌つやがよくなり︑ど
す黒かった顔色がきれい
なピンク色になったので
びっくりしました︒
︱ラドン風呂の入り方は︒
佐原 温浴室はガラス張
りですので︑お湯に浸か
らなくても︑ガスを吸い
込み効果があります︒サ
ウナもそうですが︑長く
座っているだけでもよい
と思います︒

︱遠くからの客さんもい
るのではないですか︒
佐原 車で来られる方は
川越市︑富士見市︑さい
たま市などからも︒常連

末広湯

年後に一度建て替えてい
ます︒当時は︑周りは野
原だったそうです︒

末広湯
ふじみ野市

︱ラドン風呂はどのよう
な装置なのですか︒
︱ ラ ド ン 風 呂 佐原 機械でラドンガス
を 入 れ た の は︒ を発生させて︑ガスがお
佐原 昭和 年です︒大 湯の中に含まれることに
阪の業者が︑番台をなく なります︒そのお湯に入っ

7

ラドン温泉は︑ラドン
ガスを溶け込ませたお湯
に浸かり︑また空中に放
出さ れ るガ ス を吸
い込 む こと で 健康
にな る とい う ︑ホ
ルミシス効果を狙っ
たお 風 呂︒ ラ ドン
温泉のある銭湯は︑
以前 は 各地 に あっ
たが ︑ 今は 少 なく
なっ た ︒ふ じ み野
市にある末広湯は︑
ラド ン 湯を 守 り続
け︑ 遠 来の 常 連客
も多 い ︒地 域 の人
たち の 交流 の 場と
して︑﹁銭湯カフェ﹂
も開 い てい る ︒末
広湯 ２ 代目 の 佐原
直司 さ んに お 話を
うかがった︒
︱こ の 銭湯 は いつ
から︒
佐原 私の 生 まれ
た１ 年 前で す ︒私
は今 歳 なの で昭
和 年に ︒元 々銭
湯だったところを父︵武
司氏︶が譲り受けた︒２

銭湯カフェが地域の交流の場
59

健康法あれこれ
東上沿線物語別冊

さんは︑ほとんどラドン
目当てです︒
︱ラドン風呂の銭湯は他
にもあるのですか︒
佐原 今は︑埼玉県でう
ちと富士見市の﹁健康湯
ランド﹂さんと２軒くら

いでしょうか︒
︱直司さんはずっとここ
で働いているのですか︒
佐原 私は 年間サラリー
マンしていまして︑その
17

健康法あれこれ
東上沿線物語別冊

後少し間が空いて５年ほ すか︒
佐原 スーパー銭湯でも ような位置づけにできれ
ど前に入りました︒カフェ 佐原 厳密には休憩所で 飲食できますが︑店の人 ばいいと思っています︒
は３年前からです︒
すが︑そこで飲食してい 間とや︑お客さん同士の そういう場がこれからは
︱今の時代︑銭湯経営は ただきます︒脱衣場で飲 コミュニケーションがと 必要かなと︒
厳しいと思いますが︑跡 食をしてはまずいので︑ れないところがあります︒ ︱カフェの料金は︒
を継ごうと考えたのはど 普段は仕切っていますが︑ うちの場合︑たとえば色 佐原 習うのに１回千円︑
うしてですか︒
お 風呂 が休 みの土 曜日
プラスワンオーダー
佐原
は︑壁を取り払っ
制 です︒ほ とんど
本当は
てイベントを行っ
ボ ランティ アです
カフェ
ています︒
ね︒
をやり
︱イ ベント はど
たかっ
のような︒
︱銭湯の料金は︒
たんで
佐原 今は 色鉛
佐原 今年 月か
す︒以
筆サ ロンと か読
ら ４１０が ４３０
前から
書会 とかお 勉強
円 に値上げ になり
自宅で
系が 主です が︑
ま した︒銭 湯の料
イベン
最初 の頃は ジャ
金 は物価統 制令の
トやパー
ズや お琴︑ お芝
対象で︑県が指定︑
ティの
居も開きました︒
統一されています︒
ような
近々 ︑また ライ
催しを
ブを行います︒
開いて
︱銭 湯カフ ェは
いまし
珍し いので はな
て︑住
いですか︒
鉛筆サロンなど︑ 代か
まいは 都内 佐原 廃業してカフェに ら 代まで︑和気合い合
末広湯 ふじみ 野市上
なので都内で物件を探し した銭湯カフェはいっぱ いとおやべりしながら︑ 福岡３︲７︲４ ０４９・
ていたんですが︑それな いあります︒ただ︑営業 いろいろな世代の方が交 ２６１・２８４８
らうちでやったらどうか しながらのカフェはたぶ 流できる場になっていま
ということになりました︒ んうちだけでしょう︒
す︒一人暮らしの方とか
︱カウンター前のスペー ︱カフェを開いてどうで 育児中のお母さんとかが ︵２０１４年 月取材︶
スがカフェになるわけで すか︒
集まってくれる公民館の
ラドン温浴室

銭湯料金は430円
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佐原さん
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