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河 口湖畔か ら見える富士 山

宮士 山

Mount― Fリ ー

日本 の 山の象徴 で あ り、日本 その ものの象徴 で もあ る、富士 山。新幹線 に乗 って も、飛行機
に乗 って も、富 士 山が 見 えれ ばなぜ か嬉 しくな ります。この 写真 は河 口湖 畔か ら平成 21年 の
12月 に撮 った もので す。この時は、名古屋 か ら東京 に向か って東名高速 を走 って いたので すが、

あま りにもきれ い に富士 山が 見えて、思わず寄 り道 を して撮 って きま した。数 日前 には、立 山
もきれ いに見えて い ま したが、山と雪は相性 が いいので しょうね。
その雪で すが、嫌 う人 も い ますが、私 は雪の 恩恵 で 得 られ る、豊 富な水 とそ こ に育 つ、お い
しいお米や魚、水力発電か ら得 られ るエ ネルギ ーな ど、自然 の恵み に感謝 と思 つて います。日々
の生活の 中で は、確 か に駐車場 の 除雪、営業 の 際移動 に時 間がかか るな ど、マ イナスな面 もあ
りますが、昔 か ら見 る と融雪装置や機械 で の除 雪な ど、改善 され て いる こと もた くさん あ り、
自然 との共生を考 えて い ます。
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研修 (修 行)
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黄粟宗 萬福寺 へ2泊 3日 禅 寺特訓道場 へ 参力0し てきま
した。朝 5Ю Oか らの座禅修行に始まり、姿勢 や挨拶の訓練、
10年 後 の理想 の 自分像 を想像 して人生 プランをたてるな
どの講義 をみ っち り受 けま した。お寺 での研修 とい うこ
ともあ り普段経験 で きな いことがい っぱい でとても勉強
にな りま した。禅 の気持 をいか して何事 にも挑戦 してい
きたいと思います。 (水 木 )
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社 外研修

◎ CAD

C∧ Mフ ォーラム

糊汗1多 会

CAMフ ォー ラ ムが
開 かれ社員全員 で行 つてきま した。昨年 も何回か CAD・ CAMに ついての
2012年 1月 15日 に名古屋 国際会議場 にて、 CAD・

講義は開 いたこともあ りま したが合回の講義を聞 <と 前回よりもよ りCAD・
CAMに よる補綴物の精度や効率 の 良 さなどが理解 できて、これか ら自分 た
ちが仕事 を してい <上 で絶対 に必要 にな つて <る と実感 しま した。もっと自
分からそういう0寺 のために準備 していけたらいいなと思いま した。 (米 原充)

2わ つはつ歯倶楽部

あ ず ずめ スポ ッ ト

マイ ブ ーム

氷見あ いや まガ ーデ ン

プラセンタと聞 <と 美肌や しみ、そばかす、 <す み等 々
お肌の悩みに効 <と 思われがち 000。 でも、 プラセン
タには疲れ、日覚めの悪さ、睡眠不足、ス トレスを和らげ、
元気 に仕事 をする為に必要なエネルギ ー補給効果もある
そうです。そんなプラセンタゼ リーから元気をもらい日々
仕事 に取 り組んでいます。お い し<頂 け、美容・ 身体に
もいいなんて一石二鳥でしょ !?(黒 田理)

広大な庭園には240種 、3.000本 を越える多種
多様なバラや世界 の名園を模 した『 ブッキャ ー
ト風ガ ーデン』、ハ ー トの形の池や展望台など
があ ります。四季折 々の 花 々に出会える西洋風
の庭園です。 (山 田)
人 ¥400
料金 :大 人 ¥800 月ヽ
:9:00〜
17:00
年中無休
開園
1月 ・ 2月 03月 の毎週水曜 日は定休 日です。

会社活 動

I
亀
:メ

■

12肩 10日 に南砺市福光の華山温泉にて、
忘年会が4■枷 ました。今年は 1泊 のスケジユー
ルでビンゴゲ ームやマブシヤン蜃気楼 のマジツ
クを見 た り温泉 に入 り 1年 の疲れ を癒 して き
ま した。また 1年 間頑張 ろうと決意 を新 た に
しま した。(松 本)

3わ つは つ歯倶楽部

エンタメ

長 谷部 誠
心を整える 長谷吝
6誠
言わずと知れたサ ッカー男子 日本代表キヤプテンの長谷35誠 選手の本。
フットボ ールに凝 り固まらない内容 で、 フッ トボ ールに興味のない方でも自己
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啓発書として読める。
また、E日 税を東日本人震災の被災者へ寄付する点も注目。 リーダーの人、これか
らリーダーになる人にお勧めの一冊。(村 田)

スウイーツマツプ
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いに広がります。□―ルケーキは、とてもしつとりしたスポンブ生地と731ん わ

や た

を一切使わず、作 りたてのおい しさがいつぱいのケ ーキ屋 さんです。ぶ りんは

http://tonami―

d

￨.jp/

普段あまり知る機会の無い トナミデンタルの取 り組みや、社 員の仕事の様子な どを見
ることが出来ます。ぜひご覧 <だ さい。
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た。今年も一年良い年にな りますようにと願っております。 (渡 邊)
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卜です。
せな気持ちになれます。塩シフォンは米粉使用でアレルギーの人にも安′
'ば
ー
みです。
(三
輪)
の商品も充実し
には、更にチ∃コレ
ト
今から楽し
■の時期

