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《 表紙のことば 》

八重洲クリニック
　　院長　友利　博朗

「リアル雨のち晴れ」
　数年前に久米島旅行に行った時の写真です。久米島からさらに船
に乗り、「はての浜」という砂浜でできた島に到着した時、海上遠
くで激しいカタブイが起こっていました。私たちの頭上は抜けるよ
うな青空が広がっているのに、雨の降っているところはまるで夜の
ように真っ黒。そのコントラストを美しく感じ
写真を撮りました。あまりセンスの無い私が撮
った奇跡の一枚です。
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