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《 表紙のことば 》

仲本内科・小児科　　
院長　仲本　昌一

　2019年の御
うがん

願バーリーのいちシーンです。沖
縄の伝統行事を撮りたくて行きました。青い海に
伝統衣装の青服を着た那覇の艘、一点の赤冠が印
象的でした。
　コロナ禍で那覇ハーリーが2020年、2021年
と連続して中止となり残念です。


