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乗 馬
先 日、射水市にある下村馬事公苑での馬術大会を見

てきました。趣味として、空いた時に時々行くだけで

すから、上達もしていません。写真のようにハー ドル

を跳ぶところまでではないですが、落ちない程度には

乗れるようになったそうです。
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地元のワインイλ ントについて:
ここ近年、開催されているワインイベントで、6月 は海幸山幸、ib月はЁAtt WINE

どのイベントもズラリとワインが並んでいてどれが良いのかわかんない.!(笑 )

そんな中で活躍して<れるのが当日のワインリストと料理の資料。この料理とどのワインが含うよ一つていうのを載せてあつ

たり。ワインを勉強している人にとつては当たり前の生産地域と畑の名前とともにワインリストが載つてぃぅ′‐`ンフレット。

今年の海幸山幸ではブルゴーニユのワインがメインだつたので皆さんが良<間 <ボージ∃レもありましたよ.1111 
‐

そして純粋に楽しいのはお昼から飲めることや、行きたかつたイタリアンのお店やカフェなどが何店舗もフ=ドを提供してい

て良いとこ取りで食べ歩きした気分も味わえる洋風屋台もイベントのあいしいところ。電車で1時間揺られて行き来しても友

達と無邪気に楽しめます。おすすめです。(黒田理)
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一人時間のススメ
ゆったりとカフエ気分に浸るのはあうちでもできることです。

い<ら でもコーヒーメーカーだつたり、お湯注くタイプの ドリン

クだったりでそれなりに楽しぬことができます。

それでも私がカフェに行つて得たいものとは ?

美味しいものや自分にはないインテリアのセンスとその世界に浸

る非日常の幸せ。そこが表面的な理由だつた。フアツシヨン、ア

クセサリーのようなイメージ。でも、心は………。

「自分自身」を意識 して、自分自身はどうしたい ??とが色々者

えたりすることが多<な った今。自由に思者を張り巡らせ、遊ば

せ、出て<る答えを追い求める、それを実生活と照らし合わせた

り関係性を見直したり。 考えが熟すまで続けて。

そんな事を出来るB寺 間をここ最近大事にしてきました。なぜ、ど

こでもできそうな自分自身に立ち返る」作業を家でやらないの

か ??家族つて思い立ったその瞬間に声をかけられてしまうから

そのことで思者を張り巡らせていることが台無し|こ なつていると

思うのです。集中して入り込んでいる日寺は特に。

思者の完結を見るまでは止めた<ないし、その次元 。その思者の

続きにしつかり入り直すことが後からできないのです。そんなこ

とが無ければ対応できるのですが家にいるとどうしても「0の

私」が出てこないような感じ「0の 自分」に立ち返るのは重要で

す。

まるで瞑想のよう 。自身のセンタリング。そのことによつて、

今後の自分の進み万を整理して決められ、実行にうつし、時々見

直して軌道修正もできるのです。(黒田 理)
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「道の駅 。能生」は、日本海夕日ラインの愛称で親 し

まれている、海岸線を走る国道 8詈沿いにあります。能

生漁港に隣接 しているため、鮮魚センターには、とれた

ての海の幸がいつぱい。かにや横丁には特産べニスワイ

ガニの直売所が 9軒並び、これらの新鮮な魚介類を素材

にした料理はレストランでも食べることができます。ほ

かに能生マリンホール、キヤンプ場などもあります。

施設内の電力供給に風力発電を使用し、その巨大な風車

も見ることができます。また、

海に沈ぬ夕日の美しさは格別。

サンセツトタイムを狙つて訪

れる人も多 <、 日が沈んだ後

もその余韻に浸つて夕景を楽

しんでいます。長い ドライブ

途中のリフレッシユに立ち

寄つてみてはいかがでしよう

か。(池田)
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社内行事

―トナミデンタルラボ社員様向け一
ヘレウス“時短セミナー"

研修会
先日、「 0寺間短縮」をメインとした社内研修会が行われました。講師はヘレウスの佐野隆一先生です。

技工土は長時間労働が当たり前…だと悪うのですが、先生曰く、そうではありません |

仕事 |こ おいて、作業のどこに3寺 間がかかつているが考えてみる。自分の作業 B寺 間を的確に把握 しているかが

重要です。仕事の進捗状況を自分で把握できるようになれば、あと何0寺間で作業が終了するが判断できるし、

状況 |こ 応じて仕事量もコントロールできるかと悪います
;築盛や形態修正にB寺 間がかかると思います。先生曰 <、

また作業において、例えば前装冠の製作なら、レジ〕

築盛から研磨までの目安は、 1歯 30分だそうです。こういつた具体的な 0寺 間の感覚を身につけるのも大事だ

と思いました。目からウロコだつたのは、使用する材料の特性を踏まえた上で道具を使い分ける、ということ

です。最後に先生は、時短で浮いた時間を、充実した時間に充てることが目的だとあつしやつていました。家

族のため、自分のため |こ B寺間を有効に使うことができればいいなと強<感 じました。
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砂漠に特別興

味がな<て も、

写真の美しさに

感動します。

昼夜の気温差が

激し<、 風や嵐

で砂が舞い上が

ると「目や□を

あけていられな

<な り、耳や鼻は手や布で731さ がなければならない」

気候であり、撮影B寺の砂塵によるダメージを防ぐため

の機材の取り扱いなど、大変なこともあるけど、砂漠

には、それを上回る魅力があると書いています。

生活する人がいて、文化があるのを「知らない、関

係ない」と言うのは「自分のノbや矢0識の地図に広大な

空白地帯をつ<る ようなものだろう。」という著者の

言葉に共感しました。砂漠が舞台の本や音楽、映画の

紹介もあります。読んだあと、砂漠のことを考えてみ

た<なる本です。(り |1岸 )

マイブーム

海外ドラマ
私のマイブームは、「海外ドラマ」です。平日に撮り溜めしたものや、

レンタルしたD∨ Dを、週末にまとめて見ています。

私は特に刑事 (FBI)モ ノのジヤンルが好きで、その中でも「クリ

ミナルマインド」と「 BONES」 が大好きです。どちらも気が滅入

るような犯罪ばかりで、内容も絵面もかなりエグいのですが、主人公

たちが小さな証拠をもとに犯人像を導き出す姿はとても格好よ<、 最

大の魅力かなと思います。海外ドラマは 1シ リーズ20話以上と長<、

しかも人気のドラマだと、シーズン 2、 3と続き、さらには、スピン

オフシリーズ放送…と延々と続<ので、話を追いかけるのが大変です。

上記 2作品、シーズン 10の放送が決定しており、楽しみな反面、今

から気が遠<なりそうです…。

最近のお勧めは、刑事モノではないのですが、「アンダー・ザ・

ドーム」と「ワンス・アポン・ア・タイム」で、どちらも現在シース
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人気のバン屋さ

んで休日の朝

10:00の 開店

B寺 には行列がで

きています。店

内はさほど広<
な<最近見かける対面ショーケース販売で、選んだバンを店員

さんがとつて<れます。昼頃になるとほぼ売り切れています。

平日はこんなことはないんですよ 。・ 。と店員さんはあつ

しやつて<ださいましたがお目当てのバンがあるときは予約を

おすすめします !

〒939-1315

冨山県砺波市太田1070

80763-58-5310
・定休日/火・水曜日

・営業時間

月:10:00‐ 19:00

本―日:10:0019:00

石動駅前にあ

るバン屋さんで

す。ハード系の

バン好きにはう

れしいお店です。

バター□―ル、

クロワツサンといつた定番のバンももちろん美味ですが、キタ

ノカオリという北海道の小麦を使用 したバゲットがお勧めです

店内のバンには手描きで材料名やカロリーが表示されており買

いすぎ防止 !?になります。福十ではクリスマスシーズンにド

イツの伝統的な発酵栗子の `シ ュトレン'が販売されます !こ

ちらは限定80個の販売になりますが、合わせてフランスアル

ザス地方の発酵栗子 `ク グロフ'の販売も始まります。マリー

アントワネットが好んで食べていたお栗子です。毎週金曜日の

焼き上がりになりますのでぜひご賞味下さい。

〒9320053富 山県小矢部市石動町1318
」R石動駅から徒歩約 1～ 2分

80766-67-0584
。営業時間930～ 2000・ 定休日/日 曜日 。第3月曜日

※祝日営業してます 駐車場2台(交差点向かい 6番 7番 )

http:ノ ノ tonami‐
普段あまり矢0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

編集畿舅穆福昌喜憂諾警FIFギ歎櫓と運
『
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翌勤翫誅l配3帰
後:言己 ら、富山市の富岩運河環水公園のゴールを目指す』ものです。新しい年、新し<富山から発信され

るイベントに今からワクワクします。 (渡邊)
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