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東京はディズニーランド、大阪には USJ と並び称される巨大娯楽施設です。しかし関東人には、わざわざ USJ にな
んか行かずとも…っと言う風潮があったよう。 これを一気に払拭するのが今回のＵＳＪハリーポッター！ついに登
場！ 米オーランドに続く２件目のハリーポッターランド、世界各地からの争奪戦に見事勝利したＵＳＪは過去最高額
の４５０億円を投じてのオープンとなりました。 これで大阪にも関東人が流れ込む…しめしめ・・・。そんな話題の
USJ に早速、７月の三連休初日に行ってきました！

ハリーポッターエリアは入場規制されており、朝早くから整理券（無料）をゲットした人のみが
入れるという特別なエリアです。 魔法使いの住む村『ホグズミード村』
、映画ででてくる風景がそ
のまま再現されていて、ハリーポッターファンにはたまりません。このエリアでしか飲むことがで
きない 『バタービール』は必見！エリア内２箇所販売していますが、長蛇の列です。 泡の部分
が甘く、下の部分はりんごの炭酸のような味でした。正直、最後の方は甘ったるく「うぇ…」とな
りますが、映画のワンシーンのように泡を口に付けて写真を撮るのが流行りのようです。

バタービール
街を抜けると 『ホグワーツ城』。 この中にはアトラクションがあり、待ち列は暗くて厳かな雰囲気の中、城の外ま
で続きます。 この待ち時間中もアトラクションの一部として、要所・要所でハリーポッターの登場人物たちが出てき
て、待つことが前提の飽きさせない工夫がなかなかのものですね。 アトラクションは、空をあっちこっち猛スピード
で飛んでいるような爽快感！ ２回も乗ってしまいました。

ホグワーツ
ホグワーツ城
ワーツ城
USJ が優れているのは、アトラクションの持つ世界観です。 ただの
遊園地の乗り物ではありません。 映画を舞台にしたアトラクションで
すが、映画とは少し違ったストーリーがあり、そのストーリーにお客さ
んが参加する乗り物なのです。 待ち時間にも意味を持たせていて、待
ち時間に得る情報がアトラクションと繋がっています。 流れている映
像などを把握しておくと「あぁ～今から乗るアトラクションはこういう
設定で、自分はこういう立場でこのアトラクションにのるのだな～」と、
より楽しむことができるのです。 つまり、待っている間に徐々に世界
にハマってゆき、一気にＧＯ！ ってことで、この点でディズニーラン
ドより優れていると言えます。 ハリーポッターのアトラクションに１
回目は優先パスを持っていたので、並ばずに乗ってしまった私でしたが、
多少並んで入った２回目の方が、意味がわかって楽しめました。

もう一つの人気箇所は、ハニーデュークスという映画にでてきた
お菓子屋さん。 入店制限されていて、店の前には５列以上の列が
でき、なんと３時間待ちと宣告されました。 人気商品の「百味ビ
ーンズ」と「カエルチョコ」は、映画のワンシーンにもでてきたお
菓子で、お値段は１８００円、１２００円とバカ高いのですが、飛
ぶように売れていました。 百味ビーンズのお味はというと、鼻く
そ味・耳あか味・ゲロ味！バナナ味、チェリー味など普通の味もあ
るのですが、どれもまともに美味しいとは言い難いお味。
それでも３時間も並ぶと、いくつもいくつも買ってしまって、ああ
満足。杖のお店「オリバンダー」でも買わないと気がすまないのが
不思議です。

「バタービール」にしても「百味ビーンズ」にしても、美味しくな
いものに並ばせて、飛ぶように売れる。美味しいものに慣れきった
日本人にはマズイ物が売れる時代となったのかも…。

この７月に、２０年ぶりの入院生活を経験しました。 しかも同じ病院に２回も…。 中学生の時に膝の手術をして以来、
同じ部位を今一度やり直すという膝の手術と、ホホにできていた脂肪腫を切除手術でした。 （う～ん、今はやりの立派な
美容整形とでも言いましょうか…） 長年の懸案事項を一気にこの７月に切り捨ててきたというもので、ああすっきり！
さて、病院は国立大阪医療センター。 看護師の人手不足を言われる昨今ですが、さすがは国立なのか、職員の数は豊富
そのものです。 さらには、看護師の入退室時には、 失礼します！ ありがとうございました！ などと患者ではなく、
お客様扱いって感じの立ち振る舞い。 これはモンスターペイシェント（ 暴言を吐きまくる患者たち ） の影響かもし
れませんね。
食の仕事に携わる以上、
『入院食』なるものの味はなによりも気になるところ。
一食＠２４０円設定という病院給食が美味いわけがなく、さらに国立ともあればな
おさらまずかろうという、何とも偏見に満ち満ちていたのですが、これが結構イケ
る味。 私は食事制限がなく普通食だったので、しっかりと味付けも出来ており、
なかなか美味しい。 質素な食事とはいえ、栄養バランスや見た目、満足感も気づ
かっているということは理解できるもの、今や病院食も美味しい時代なのですね。
ただ、誰が頼んだわけでもないのに、ご飯が２５０ｇの『特大』があてがわれ、も
ちろん、ちりめん山椒やウマミタスも持ち込んでいますので、食べる食べる…。
（大盛り料金はとられたのだろうか？） 膝のために体重を落とせると思ったせっ
かくの入院生活が台無し。 内科疾患の方などは減塩食や材料制限などもあって、
美味しくない食事なのかもしれませんが…。コンビニもあって快適な入院生活であ
り、おかげをもちまして世話のかからん『紳士』として退院できたかと思われます。

ただし、まいったのは全身麻酔から覚めた時の異常な尿意、および管を抜く激痛…。
しかしこれでギャーギャーと文句言っていたのではモンスターのそしりを免れませ
ん。
こういった非常時にでも 『紳士』 たる者、さらりとジョークでかわさな
ければなりません。 『うう～、赤玉が出た感じ…』
。
入院生活も気を使うモノです。
（松村）

手術直後の紳士

ほっぺたスッキリ
してましょう？

①

③

ストレッ チ教室 に通っ て早 ５か月。 特に膝 の手術 後の リハビリ にも相 当な威
力があるようで、放っておくと、自分だけではいつまでたっても歩けない状況
だったで しょう 。 人 間、 一晩寝た だけで 体は固 まっ てしまう ものの ようで 、
手術後に 特によ くわか りま す。 寝起き １時間 くらい が相当に 歩きに くいの で
す。 動 かすか ら動け る、 つまり日 常では ないポ ーズ を意識的 にする ことは 、
重要なこ とのよ うです 。
首・肩の凝りでお困りの方は非常に多いようですが、みんな繋がっている肩甲
骨をしっ かりと 動かさ ねば なりませ ん。 両方 の肩甲 骨の中間 の背中 がすべ て
の熱源と言われるそうで、ここを柔らかくしてゆくことで、血液の循環が良く
なって体 全体が 活気づ いて きます。

さて、今 回も首 から肩 のス トレッ
チです。 肩甲 骨にも 影響 します
よ。
① 真っ直ぐ片手を上に上げ、も
う一段手を上げて、肘をパターンと
内側に曲 げます 。

② もう一方の手で肘を持ち、横
から斜め 下へ引 っ張る こと 、３０
秒。

③ 解いて、今一度頭の後ろに肘
をできるだけ深く持ってきて、今度
はもう一方の手で、肘を真下に押し
ますこと 、３０ 秒。
こぉ～れ だけ！

ストレッ チの注 意事項 です が、これ は必ず 守って くだ さい。
① ゆっくりとじんわりと２０～４０秒間維持する。 決して、グイグイと
反動をつ けない 。 ジ ワジ ワと筋は ゆっく り伸び てゆ くもので す。
② 必ず鼻で呼吸をゆっくりとして、特に鼻から息を吐くときが一番の脱力
シーンと 心得る 。
③ 人 間はす ぐに逃 げる 動作をす るので 、きち んと した姿勢 を崩さ ない。
姿勢を乱 して深 く曲げ る必 要はなく 、むし ろ効き 目が なくなる 。
④ 各 人がで きる範 囲で の動作と すべき で、無 理な 曲げ伸ば しは怪 我の元 。
毎日テレ ビを見 ながら でも 、少しず つ実行 しまし ょう 。

②

皆さま、今回の通信はいかがでしたでしょうか。夏も終わりに近づいておりますが、体調
管理には十分お気をつけください。たまには、健康法師おすすめのストレッチをしてみる
のもいいかもしれません！ 次号もお楽しみに♪
松村

