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《 表紙のことば 》

那覇市立病院　副院長
　　　　豊見山　直樹

「quiet song」
　晩夏の夕陽、沖縄にしては珍しく、水平線に雲の切れ間が
見えました。
　もずくの養殖筏の浮かぶ水面には静かな波紋がゆっくりと
広がっていき、低層の雲は、まるで和音の音符のようでした。
　奏でられた音のない音楽をしばし楽しみました。
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