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加 者を 楽し ませ てい た。

随所に彩られている蓮の花も、参

の花が見頃を迎えており、庭園の

されていた。また当日は丁度、蓮

産が、趣向を凝らした様式で展示

梵鐘、雲中供養菩薩像といった遺

見学した。鳳翔館には国宝の扉絵、

いる平等院ミュージアム鳳翔館を

そびえ立つ鳳凰堂や、併設されて

は平等院。多くの参加者が荘厳に

散策した。中でも人気があったの

参加者らは思い思いに夏の宇治を

最初に向かったのは京都・宇治。

医 師等 ２６ 名が 参加 した 。

冨久酒造見学を行い、医師や歯科

の宇治や萬福寺、佐川美術館や美

なるバスツアーを開催した。京都

支部は７月１６日、第８回目と

など、口に料理を入れるたびに驚

一見かまぼこにしか見えない長芋

理法があり、りんごの天ぷらや、

を、別の食材を用いて擬製する料

料理と呼ばれる、肉や魚、卵など

た。特に普茶料理には「もどき」

からはたびたび驚嘆の声が上がっ

凝らされた料理の数々に、参加者

ており、見た目も美しく、工夫が

普 茶料 理は 精進料 理の 中で も、
料理自体を楽しむという面を持っ

えた とさ れて いる 。

に伝え、食文化に大きな影響を与

蓮根や孟宗竹（たけのこ）を日本

料理の他にも、いんげん豆、西瓜、

料理」のコース。隠元禅師は普茶

隠元禅師が中国から伝えた「普茶

て、一行は昼食会場へ。昼食は、

華風の装飾に彩られた伽藍を通っ

続いて向かったのは萬福寺。中

間が足りないくらいでした」といっ

参加者からは「全て楽しくて時

ん だ。

子さんも、糀を使った甘酒を楽し

鼓を打ち、またお酒が飲めないお

を始めとする、日本酒の数々に舌

飲コーナー。「美冨久オリジナル」

した後は、お待ちかねの日本酒試

伝統を持つお酒造りの設備を見学

創立１００年となる酒造の、長い

と いっ た感 想も 聞か れた 。

たかったので、来られて良かった」

は「佐川美術館には一度行ってみ

ものもとても美しく、参加者から

られていた。また佐川美術館その

デザインには、多くの好評が寄せ

美や、人を惹き付けるポスターの

に見られる、女性の柔らかい曲線

②

③

①：華やかな普茶料理を目の前に、思わず笑顔

③：100年の歴史を持つ酒造りの秘話に聞き入る

大 好評 のう ちに 終了 した 。

②：美しい佐川美術館をバックに、全員集合

賀市の美冨久酒蔵。今年が丁度、

最後に訪れたのは、滋賀県は甲

また 、宇 治の お茶 も人気 を集 め
ており、茶団子や茶の葉といった

た感想が寄せられ、バスツアーは

と鑑賞した。特にミュシャの作品

られた美術品の数々を、じっくり

鑑賞。それぞれのコンセプトで作

アルフォンス・ミュシャの作品を

平山郁夫や佐藤忠良、樂吉左衛門、

続いて訪れた佐川美術館では、

393 393

きがあるということで大変好評だっ

投稿歓迎！

宇治ならではのものを、お土産に

2017・8・5

た。

①

購 入す る参 加者 が多 く見 られ た。

第８回 バスツア ー「佐川 美術館＆ 宇治自由 散策」を 開催
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ぜひ 使っ てい きた いと 思い ま す。

れた。前号に引き続き、一部を紹

ン―」では、多くの感想が寄せら

笑顔と心遣いのコミュニケーショ

接遇研修会「接遇力アップ！ ―

支部が６月２７日におこなった

ていきたいと思いました。また

番実践に活かせそうで、今後やっ

心してもらえるということが、一

は、「忘れられていないな」と安

る時や点滴をしている時の声掛け

患者さんに待っていただいてい

【 印象 に残 った こと など 、感 想】

ない よう に気 をつ けて いま す 。

笑顔、口角を上げる」ことを忘れ

なすことに必死ですが、「優しい

まだマニュアル通りに仕事をこ

いて 】

している点、苦労している点につ

【日頃患者さんとの対応で、工夫

（ふ くや ま病 院・ 看護 師）

介 す る。
「記憶力」というところでは、自
（阪 田整 形外 科・ リハ ビリ 助 手）

い こう と思 いま した 。

の色んなことを覚える努力をして

で、私も常に集中して、患者さん
ず、優しげにして、高めの声で話

るので、なるべく目元をきつくせ

普段マスクをして業務をしてい

わる 音の 情報 に注 意し てい ま す。

では、顔が見えない分、相手に伝

そうと心がけています。電話対応

☆ 参加費：無料 （どなたでもご参加頂けます）

医療機関名

（

18才で呉の、北條家のお嫁に

メーション映画初主演を飾る。
やって来る。

17：00～

□ 参加します
参加費無料）
明石貞楽

）
-

）人
□ 参加します（
◆ 映画「この世界の片隅に」上映会

14：00～

◆ 総会議事＆懇親会（ 寿・割烹

絵を描くこと等。本作でアニ

（西 岡皮 ふ科 医院 ・医 療事 務 ）

０７８－３９３－１８２０

県出身。趣味・特技はギター、
描くことが大好きな女性。

虚な姿勢になると知り、こんな方

☆ 会場 ：子午線ホール (明石駅下車徒歩3分アスピア明石北館9階)

法で簡単になるのだと驚きました。

）
返信ＦＡＸ

1993年7月13日生まれ、兵庫
広島市江波に生まれる。絵を

）Fax（
Tel（

& Cast
☆ Character

日（土）午後2時～4時30分

9 月 30
☆ 日時 ：

声:のん
北條すず (旧姓:浦野)

右肩を下げることで優しく、謙

（ 医療 機関 名匿 名・ 看護 師）

覚えてもらえたらすごく嬉しいの

分に置き換えてみても、他の人に

兵庫県保険医協会明石支部 第34回支部総会記念企画

映画 「この世界の片隅に」 上映会

参加者らは挨拶や表情作りなど、接遇の実習も行った
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