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１２月１日から１月１８日まで、心斎橋のお隣・御堂筋ではイルミネーションが行われました。
堀橋までの２キロでしたが、今年は難波までの３キロに延長し、世界最長になったそうです。
を使用。

昨年は淀屋橋～長

LED は約１０６万個

果たしてその効果や評判は…？

今年のイルミネーションは、ピンクの LED ライトを基調とし
て、 サイドをイエローライトで構成していて、
『ゴージャス感
が増した！』と当局は言うようですが…。 このピンクという
か紫色というかの LED、なんだか暗くて周りの評価はいまひ
とつです。 今となってはアリ線とも言えましょうが、昨年同
様に、青色と真っ白の LED の方が幻想的でロマンチックだっ
たように思います。 特に、青色発光ダイオードでノーベル賞
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御堂筋イルミネーション

が３名も出た記念すべき年なのですから、素直に青と真っ白と
いう方向でよかったのでは…？！

寒い寒い真冬の夜に、ピ

ーンと張りつめたようなブルーと真っ白の世界！

之こそ『真

冬！』って感じが好きなのは私だけでしょうか？

2014
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もう一つは大阪城・スーパーイルミネーション。

入場し

てからの光景は別世界のようで素晴らしく、カップルにはま
ずまずの価値がありそうです。 日本での最大級のイルミネ
ーションショーということですが、それにしては客が寂しか
ったですが…。

ただ、光と音楽の３Ｄマッピングという、

大阪城に映像を映しながらの音楽ショーなるモノは、なんだ
か変です。あんなことやってもいいんだなぁ…、大阪城って
のはいったい誰のものなんやろうか？っと思わせるような
内容。 入場料＠１７００円とまぁ、派手好きな豊臣秀吉な
らば喜んでいたかもしれませんが…。
このような取り組みは、電飾でもって大阪の魅力を発信していこうという
の一部です。 この取り組み全体にかけられている大阪市の予算は３億円！

「大阪

光の饗宴」という冬の取り組み

イルミネーションを行う最大の目的は『集

客』ですが、光のアートでロマンチックな空間を創造しても、集客～経済効果がなければ意味がありません。
人を惹きつけ、人を魅了し、消費が発生し、そこに豊かさが現れなければただの『浪費』になってしまいます。最近は、
ライトアップやモトクロス大会など、観光を振興しようといろいろ手を打っているのですが、風情のないものばかりで
す。

その予算があれば、少しくらい文楽や交響楽団など、文化的・歴史的に重要なことにも予算配分を配慮してほし

いものですね。

ストレッ チに通 って早 一年 。それで も寒い 時期に なっ てくると 、肩は 上がっ

そこで 今回は 実感使 用中 のアイテ ムをご 紹介し ま

てコリコ リがひ どく、 足腰 も不具合 が生じ てきま すよ ね。皆さ んもさ ぞや悩 ん
でおられ ること でしょ う！
しょう。 正に体 感マー ケテ ィングっ てとこ ろです ね。

ワガママ な客ば かりで 、肩 コリっコ リの水 商売の おね ぇさんた ちがい つも行

もう一つお勧め肩こりアイテム、ピップマグネループＥＸ！

忘年会の席 で

お隣に座った藤本社長に、『この手のものをなんぼも購入したけど、どれもこ

れも実感できない！』と失礼な話し…。が冷静実直なる藤本社長は 『今度の

社長自らが着用しておられましたので、今回ばかりは良

は違います…』と一言。 ２０個の磁力が入って効き目が違う、なんたってＥ
Ｘですか らねぇ ？！

今一つは 、スト レッチ 先生 お勧めの ゲタゲ タ！

お 手頃 価格の２ ０００ 円也！

そこでストレッチ先生のお勧めアイテム・ＲｅＦ

ヒザの手 術後、 どうし ても 左右のバ ランス が悪

いと思わ れます 。

ダイヤカッ ト したボー ルがコ リコリ をつ

くという痩身術『リンパマッサージ』。これが実に良いと言うのですが、男子禁

ａａａａ ＣＡＲＡＴ レファカラット 。

く、外足 に乗っ てしま って 身体のセ ンター が使

制らしく 経験で きませ ん。

かんだり 、マイ クロカ レン トなる微 弱電流 を流し なが ら、エス テシャ ンの手 技

えていな い私で す。そ こで 敢えてバ ランス の悪

((((

))))
何かい い！

２万円 くらい の

ッスンを 日常的 にやろ うと いうアイ テム。

い下駄を はくこ とで、 バラ ンスを取 ること のレ

実際に エステ に行っ た

と同様の 効果を 発する とい うもので す。

家族み んなし てお 気に入り となっ てしま いま した。

ことない 私です が、コ ロコ ロやって いるう ちに非 常に ゆったり とした 良い気 分
です。

高価なも のです が、価 格だ けの効果 あり！ と納得 の女 子必須の アイテ ム。
最近足も 上がら ず、ヨ ロヨ ロしてき たと自 覚の

日 常の家 事仕

ある方、 ０脚に 悩んで いる 方はバラ ンス強 制を
してみて はいか がでし ょう か？

事の時に これを 履きな がら １０～２ ０分動 き回

バランストーン、２０００円也！

っている と、自 然に脚 が鍛 えられる ことは 必定
です。

世の中に は色々 と考え てく れている 人がい るもの です 。

こういっ たグッ ズを多 用し て、今年 も健康 維持に 努め
ましょう ！

今回の通信はいかがでしたでしょうか？皆様お正月はゆっくりできましたでしょうか。
私はふぐや焼肉と、普段食べないおいしいものをたくさん食べ過ぎて、お腹を壊しました。
いいものは食べ過ぎるのはよろしくないと身にしみて感じた新年でした。皆様も体調にはお気をつけください。
今年も通信をどうぞよろしくお願いいたします。
松村

