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《 表紙のことば 》

仲本内科　　　　　　　
　　院長　仲本　昌一

「 月 桃 」
　2019 年今年の梅雨入りは 5月 16 日、梅雨明けは
6月 29 日と平年より 7日程遅かったそうです。月桃
は 5～ 6月の花です。月桃の名の由来にもなっている
白桃のような蕾と香りあるムーチーの葉を青空と絡ま
せて 2019 年 3月 17 日に撮りました。このキャプシ
ョンを書いている 7月 5日も梅雨の戻りで雨ですが、
皆様のお手元に届く頃は
夏真っ盛りだと思います。
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