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「頼成の森」花しょうぶ祭 り

砺 波 市 頼 成 の森
砺波市にある 「頼成の森」は北陸最大級の水生植物園で、 600品 種 70万株の花 しょうぶが咲き

誇 ります。期間は6月 22日 から7月 1日 までだそうです。富山県は水が豊富で、昔からコメを作 った り

お酒を作った りされていますが、今の時代はそれだけでは生きていけない時代だと言われています。

今朝の新聞にも載っていましたが、米どころと言われた富山県や新潟県より、さらに努力をされてい

る他の地域のコメが高く評価されているようです。厳 しいからこそ努力をする、その結果素晴らしい

ものが出来て来て、高く評価される事が普通 になっています。私たちも、物を作っているのですが、

どうやって価値を高めていくか、努力し続けていかなければ、やがて取 り残されていって しまうこと

になると思います。そんな事を忘れて、ぼんや りとしょうぶを眺めて、つかの間の時を楽 しみたいと

思います。



梅雨の過 ごし方
2012年 も半年間を過ぎようとしており、いよいよ暑い夏 !の前に梅雨がやってきま

す。梅雨入り 梅雨明けの時期により 休日の過ごし方などが変わつて<るため気になる

ところです。

今年沖縄では4月 28日 頃、平年よりも11日・昨年よりも2日 早<に梅雨入りしました。

梅雨時期の雨量は一般的に西日本では年間降水量の4分の 1、 東日本では5分の1程があ

よそlヶ月間前後の間に降ります。

梅雨の0寺期には、体調の変化が起こりやす<な ります。人の体は、恒常性 (ホ メオスタシス)という性質が

あり、気温の変化に合わせて体温は調整されます。 4月から気温が上がり始めますが、 6月頃体がやっと暑さ

|こ慣れ始めたときに梅雨が始まります。梅雨は、雨の日は肌寒<感 じたり、晴れ間は暑かつたりと気温や湿度

が大き<変化します。その結果、体の恒常性がついていかな<な り、体調が悪<なってしまことがあるのです。

オフイスの冷房調整も難しいので、極端に寒さを感じることもあり自律神経も乱れがちになります。結果、気

分の憂鬱さ、体のだろさや疲れ、風邪をひきやすい、頭痛や食欲不振といった症状が出てきます。では、どの

ような対策をしたらよいのでしようか。

■天気予報を     ■晴れている日は  ■お風呂に
チェック :     外に出かける !   入つて汗を出そう !

毎朝、天気予報を見て出かけ    雨がやんでいるときは、   38-40℃ ぐらいのぬろめのあ湯での

る方もあると思います。その   なるべ<外に出かけるよ   半身浴があすすゃ。冷房の効いた部屋

時は、雨が降ろ降らないだけ   う |こ しま しょう。仕事中   にいると、皮膚の末梢の血行が悪<な
ではな <、 最低気温と最高気   ならあ昼休みに少 しだけ   り、汗をかきに<<な ります。外に出

温もチェック。気温差が大き  散歩 するの もお すすめ。  た途端、大粒の汗をか<人は汗1泉の機

いほど疲れが出やす<な った   太陽の光 にあ た るの は、  能が落ちている可能性が。お風呂に

り風邪をひきやす<な ります。  体内0寺 計を整え睡眠の質   入つて、汗をた<さんか<と汗腺の働

夜の気温が下がりそうなら 1   をよ<す る効果もありま   きがよ<なるのです。これで上手に汗

枚余分に持つて出かけるなど、  す。憂鬱になりがちな気   をか<ことができ、熱を体に貯めに<
衣類で調整するようにすると   分をリセットすることも   <な ります。汗をか<ことで爽快感も

いいですね。           できます。          得ることができます。

湿気の多い梅雨の時期は、食中毒が発生しはじめたり、様々な被害をもたらす集中豪雨も懸念されているの

でご注意を。少しの工夫で今年の梅雨をのりきりましょう !(渡辺)

テクニカル

徳島にあるCAD/C∧Mの プリントセ

ンター(デ ンタス)へ見学に行つてきま

した。

そこでは技工所でスキヤンした模型

のデータをパソコン上で、デザイン・

設計し、そのデータをプリンターに送

信してパターンを作るという作業をし

ていました。機械で作業することによ

り、大幅に0寺間短縮と品質の均一化も

できる、利便性に秀でた機械だなと感

じました。

ただ、機械を作業するにしても正し

い知識がないと質の高い補綴物は作れ

ないので、知識の幅を広げてい<こと

が重要だと感じ、思いを新たに日々の

仕事に取り組んでいます。(水本)
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2C年

今年も3人の技工士さんが仲間に入りました。そこで、去る4月の 21日にトナミ駅前の虎鉄にて新人歓迎

会を開催しました。今回は翌日に技工■会の生涯研修があり、講師の山田さんも同席しての歓迎会となりまし

た。自己紹介をしたり、隣の人と笑つたりの不□やかな時間となりました。この歓迎会が会社に慣れて、楽し<
働けるきつかけになればいいと思いました。 (細川)
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■剰
立野友脩
1.有床課

2.ドライブ

3。まだまだ、作業の手は

遅いですが、より短時間

で効率よ<仕事ができる

ようにがんばります。

福丼彩人
1.有床課

2.映画鑑賞

3.一人でも多<の
人に喜んでもらえ

る様、腕を磨いて

いきたい。

田 部 志 穂

1.加工課 2.な し

3.早 <仕事に慣れ

てミスのない

的確な仕事が

できるよう

頑張りたいです。

中自由美
1.営業課

2.スノーボード

3.正確、丁寧にを

心がけ、日々努

力を怠らない !

護‐rか
林 実
1.営業課

2.陶器鑑賞

3.日 々前進
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おすすめスポッ

音の小学校を移築 した建物

であり、中に入ると広い階段

がありそこを上ると日本はも

ちろん世界の和紙の資料の部

屋がい<つかありとても勉強になります。

一階には喫茶店があり異国的かつ大正時代を思わせるこだわり

の家具や食器が並べられています。卓上には山野草が飾られ、

窓から見える森の緑に心癒されます。(橋場)富山市八尾町鏡町668

『日本人の

日本語学校のなぎ子先生と外国人留学生の笑えて為になる

コミックエッセイ本です。外国人学生の素朴で超難問な疑間、

買間 |こ 答えるなぎ子先生を通 して日本語の正 しい使い方や外

国との文化の違いを楽 し<学6こ とができます。個性的な学

生達からのマニアツクでフリーダムな質問の数々に思わず

笑つてしまう一冊です。(山本)

ランチマップ
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の魚や新鮮な海の幸の料理を楽 しみたい

には「海買」 とい う食堂 をお勧 め します。

この食堂は、氷見漁港内にある魚市場の三階

にあ り、味だけ でな <雰 囲気 も楽 しめ ます。

メニューは束」し身や焼 き魚の定食、海鮮丼等

があ り、 さらに全てのメニューにかざす汁が

付いてきます。このがるす汁があ tllめ で、魚

や海老のアラがごろごろ |こ 入 った味贈汁の

ことなのですが、魚介の出汁がよ<出ており非常に美味しいです。店内は収

容人数70人 と広 <、 ゆつ<り <つ ろぐことができます。あ子様ランチもあ

るので家族で来るのもあlllめ です。海を眺めながら新鮮な魚介料理を楽しんで

みてはいかがでしようか。(米原)

お問い合わせ :丁EL0766-74-5346富 山湾観光船株式会社丁EL:0766-74-2111「 氷見温泉郷 <つ ろぎの宿 うみあかり」

http:ノ /tonamiロ
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、

を見ることが出来ます。ぜひご覧<ださい。

dl.jpノ
社員の仕事の様子など

編 集  梅雨の季節となりましたね。その時ならではの楽しみごとがあると、日本の四季をあますとこな<
後 言己 楽しめる。私たちはそんな場所に生まれた幸せを味わえるのではないかと感じました。(黒田理)
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