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《 表紙のことば 》

山城整形外科眼科医院　
　　院長　山城 千秋

「桜満開の五稜郭」
　令和の時代の幕開けで、日本中が祝賀ムードに
湧いた昨年 5 月の連休でした。家族 4 人で訪れた、
北海道函館の五稜郭展望台からの満開の桜です。
　世界中を安心して旅行できる日が 1 日でも早く
来ますように。
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