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アール (R)は 放射線業界にとつて親しみのある

頭文字です。今年の春以降、元号が令和 (R)に
なり、また、好評の月 9ド ラマ “ラジエーシヨン
ハウス"に より診療放射線技師が注目されまし

た。ごく最近では、畦元省吾 連盟副理事長が繰

り上げ当選されて待望の診療放射線技師の国会

議員 (衆議院)が誕生しました。本邦の診療放射

線技師の歴史の中で最も大きな“R"の波を感じ
る2019夏です。
医療被ばくを適正に管理するための改正医療

法施行規則が公布され、令和2年 4月 より施行

されます。施行後、診療放射線技師には、医療

放射線安全管理責任者の配置 (選任)、 医療放射

線安全管理のための指針の策定、関係職員等ヘ

の研修ならびに患者との情報共有等への対応、

被ばく線量の管理及び記録が求められます。こ

れは、かなり大きな課題であり、診療放射線技

師の手腕が問われています。県技師会としても

研修会を通して対応策を示していきたいと考え

ております。
また、 JART事 業として長年継続されてき

た医療被ばく低減施設認定は、法改正を受けて

社会 (患者)への貢献に重要な役割を担っていま

す。現在県内では認定取得施設は 1施設ですが、

2019]記
(公社)秋田県診療放射線技師会 会長 豊  嶋  英  仁

認定取得に向けて努力されている施設がありま

す。まずはこれらの施設が申請し認定されるよ

うに県技師会としても支援を続けてまいります。

技師法改正による業務拡大に伴う統一講習会

の地方開催は今年度で終了し、来年度は都市部

での開催に限定されます。秋田県では11月 に開

催する講習会が最後になります。前回までの講

習会で秋田県会員の修了者は68%に 達し,主な
会員の方々は終了されました。残る未受講者に

は更なる働きかけを行い、診療放射線技師のス

キルの確保に努めていきます。受講の対象者に

は、ここ数年のうちに入職された新人の方々も

含まれますので、声かけと支援をお願いいたし

ます。

現執行部は2年 目に入 り、後期の事業を充実

させるために誠意邁進 しています。引き続き、

将来的な視点に立ち、当技師会が公益社団法人
としての役割を果たすことを念頭に取 り組みま

す。今後とも会員皆様のご理解とご協力をお願
い申し上げます。
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ら 功労賞の表彰る
[表 彰]

橋 忠 昭 様松
Ｆｒ，‐・・‥ま‐，、̈

この度は、功労賞を頂きありがとうござい
ました。表彰状など無縁な私が、このような
賞を頂いたことは、まさに奇跡だと思います。
私の正体をご存知の方はさぞかし驚かれてい
るとお察し致します。何の功績も無い私の名
前をあげて頂いた、豊嶋会長をはじめ理事の
みなさまに心より御礼申し上げます。例年だ
と、功労賞・奨励賞・学術功労賞と多数の受
賞者がおられるのですが、今回は、今まで出
くわした事の無い、相模司氏の「名誉会員の称
号Jの贈呈と、功労賞が私だけで、先延ばしも
お断りも出来ないといいう事態になってしま
い、足がすくんでしまいましたc

県理事につかせて頂いたのは、2014年のこ
とです。“あれよあれよ"と いう間に3期 6年
日になります。現在は自分の身の丈も考えず
に、県北の支部長をやらせて頂いております。
私がこれまで、支部役員や県理事を続けられ
たのは、能代厚生医療センター放射線科のス
タッフや県北支部の皆様のおかげだと、ただ
ただ感謝しております。今思えば、技師会の
研修会やイベントに連れて行ってくれた職場
の諸先輩や、そこで優しく接して下さった会
員の皆さんのおかげで、ズルズルと技師会に
引き込まれてしまったとう感が否めません。
私も同様に沢山の技師を引き込みたいのです
が、今のご時世、なかなか上手くいかないの
が実情です。
技師会の役員をしていると、正直大変だと

感じる時も有 りますが、それ以 Lに 得られる

ものが沢山あると考えてお ります。その一つ
が「つながり」です。県内の主な病院から集ま
る理事たちとの情報交換や相談、お願い事等
なんでも気軽に出来るような繋がりを持てた
事は最大のメリットだと感じております。も
う一つは、「刺激」です。各病院での通常業務
をこなしながら、技師会の業務も両立しなけ
ればならないというハー ドな生活を送られて
いる、会長、副会長をはじめとした理事の皆
さんを間近で見ていると、私も頑張らなけれ
ばと、モチベーションアップにつながってお
りますc

振 り返ると、あっという間の6年間でした
が充実した日々を送らせて頂いたと感じてお
ります。これからも、 (公社)秋 日1県診療放射
線技師会の発展に微力ながら協力させて頂き
たいと思いますのでご指導、ご鞭撻の程宜し
くお願い致します。
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第79回

令和元年 5月 18日 (土 )、 にぎわい交流館 (AU)
3階多目的ホールにて、第79回定時社員総会が
開催されました。今年は、同日に同場所におい
て、フレッシャーズセ ミナーと放射線安全管理
セ ミナーが開催されたことと、教育講演 と特別
講演が開催されることもあって、多 くの会員の
出席がありました。
総会に先立ち、名誉会員の贈呈と功労賞の表

彰が行われ、名誉会員、功労賞に各 1名、計 2名 の
会員が表彰されました。
表彰式終了後、定刻にな り、川又副会長の開

会の辞により、定時社員総会が開会されましたc

はじめに、資格審査委員、社員総会運営委員が
指名され、続いて豊嶋会長より挨拶を頂 きまし
た。その後、資格審査委員長より総社員の過半
数の出席を確認 し、本会が成立 したことが報告
され ました。次いで、社員総会運営委員長 よ
り、総会運営にかかわる事項が説明され、その
後、議場に対し議長の選任方法が諮られました。
参加会員よリー任の声があ り2名 の会員が議長
に選任されました。今回選任された議長は2名
とも若い女性会員であり、時代が変わったこと
とともに、時代の流れというものを感 じました。

定時社員総会0教育講演0特別講演報
市立秋田総合病院  田 博 文

生口　村

その後、総会役員が指名・承認され、各議案の
審議に入 りました。各議案とも満場一致で承認
され、議長団の進行がスムーズであったことも
あり、定時社員総会は無事終了しました。
定時社員総会終了後には、学術大会の第 1部

が開催され、6名 の会員による演題発表があり
ました。すべての演題において活発な討論がな
され、講演会前にも関わらず、会場はすでに熱
気にあふれていました。
学術大会終 了後、教育講演が開催 され、「ラ

ジエーションハウス誕生秘話」と題して、東京大
学大学院総合文化研究科の五月女康作先生 より
ご講演いただきました。先生は、十数年前から、
診療放射線技師が主人公の漫画を作 りたいと活
動を続けて来 られた方で、監修された、このラ
ジエーションハ ウスは、数年前に漫画化 され、
さらに、今年の 4月 からは ドラマ放送 もされた
話題作 となつています。先生の講演を聞いて、
ドラマはもちろんのこと、漫画本 も全巻読破 し
たい気持ちに駆 られました。会場の皆さんも同
じような気持ちになったのではないでしょうか。
教育講演終了後 には、引 き続 き特別講演が

開催 され、「診療放射線技 師 とAI(Artincial
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Intelligence)の 棲み分け」と題 して、駒澤大学大
学院医療健康科学研究科の奥山康男先生よりご
講演をいただきました。先生からはAIに 関す
る基本的なことから、AIの 利点・欠点、応用
まで、非常に詳 しくご講演いただきました。 ま
た、「AIの 仕事は人間よりも、はるかに早 く、
正確で疲れない、数年後を見据えて今からAIに
関する勉強をスター トさせてお くべきである」と
おっしゃったのが、印象に残 りました。
特別講演終了後は、来賓をお招 きし、ホテル

メ トロポ リタン秋田において、情報交換会が開
かれました。情報交換会では、毎年恒例 となつ
た表彰受賞者のスピーチ と、若手診療放射線技
師の自己紹介、研修会の紹介等があ り、盛会に
終わりました。
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2019年度
学術大会,学1術講演会報1告| 秋1田赤十字病院 大■1隅■1康■之

|1210■91年1511月:1181日 |(「_)t1191日|(書)の-2E31
FH5●120110年 1度く公社)1秋1由1県診療放1射線技師
会1学1術大会1並|びに学1術1講1演1会力,開催されま|

した
=元
号|も1宰1成五|ら1令和べと変わり、1会の|

1世代交代も1進|む1中|で0若●ヽ会員|が先頭1.こ 1立う
|て,発表す|る1大1会,こなら|た|ど感じました|:■●|
■今理つ1学衛1本1合,=■■日IⅢ101擦1諄|12詢|

菫|こ17演題●1合計,3演1題と,若1幸1少|な|めに1感|

じた1大1会|と|な|ウ|ま||じ|たも●た|だ|し ■ヽ今1太1会|は
′ヽランス|の,と|れた|セ|シ|シ|ヨ|ンで1内1容1ま濃|ぐI
Iど|の時間も1沢山の会員ら`参|力Eしヽ1熱気‐ど活
発な質疑応答で会場は常に盛り上がってい
ました。2日 目の学術大会最後のセッショ
ン7 MIRII■では||1予1定の1時間を超過する
ほど

“
■卜|ア,|プして,|ま|した,1学1術1大1会|

り盛況のうちに終了した大会‐となり|ま|した
=

f履曇:履3ぽ炒よ襲「111,3
1:●11■||||||ltlll● :|||■ |1111111111111111111111111● |11111111111111111■ 111● ||||■ 1111111111111111● :||||||■■|■ |111111111■

喩一擬鷺）一・鍮機薬分け
』
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救理
'サ
●■||シ|ヨ|ンカン|フ|ブレ|ンスペ参加して

JICIH10秋田1病院 中■西■沙■紀

lllt~1午や1季111゛|■■要いな救甲ソリテ
=

1題1点|や1工1夫している点について各病院の現

県で働いているということは、技師として
も女性としてもとても心強く感じました|

:祭 ::暑‐1.:‐鶏 ■ 1雪 17
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救理ソリ三■|シ・ョンカンファレンスに参加.し|て
(公財)秋腱1県総合保健1事業団 藤 丼■真 |‐紀

‐平成 31年 1月 19■ (土)、 平成最後の救
理事業であるソリユ■シヨンカンファレン
スに参加し.ま し|た 61会場となったにぎわい
交流館AUは、1総会や学術大会など技師会
ではおなじ|みの場所ですが、パフォーマン
スニ房に足を踏み入れるのは “初"で した:‐

プロ・‐・リン|グ に鏡張 りのスタジオはピーラ
テイスを行うには最適な場所で(参加さ|れ
たお子様も安心して遊ぶ.こ とができたよ・う
でしたも |‐ ■‐|■■■ | ■ |■‐ ‐ ‐
最初に、 ピラテイス講自Fの 山方千晶先生
より1時間ほどピラティスの基礎について
実践を交えて教えていただきましたごビラ
ティスを行う上で大切な呼吸方法や、普段
意識しない筋肉を意識しながら動かすことt

それにようてインナニマシス|ルや体1幹が1鍛

えられることを教‐わ|り まし|た :‐ ピラ|テ イ|ス
が全 ぐ初め|て のわたしにとちて―

`ま

t日 1頃|の

運動不足 もあり先生の説明のとおりにでき
てい るのかどうか 1ヽ正直自信|があ―りません
でし|たょ個人的に1衝撃1的だうたのは、参加
された女子のみなさん力ヽ まぼほぼヨガマッ
トを持参してきたことです:(若いひとたち
には、|ヨ ガマツトやヨガバンツって必須ア
イテムなのだと実感…3)おそらくこのよう

な企画|で も|な い限 りtl個人的にビラティス
を体験すると,ヽうことはなか

`た
と思う|の

で大変‐貴重|な1時間と―なりましたし1継続|す る.
ことで|よ り1効1果がある|と思うので,ぜひ続
けて―み|た 0,と 思い.ま |し|たき|■ ‐|‐ | ■ |

1会―の後1半はtl車1座 |こ なつての情1報1交1換|で

した:|テ |■・マは業務体市Jや勤務形1態 につし―ヽ

てで
―
す:‐勤1務 1先|の|シフト表等を各自持参し、

そ|れぞ|れ比較し|た り贅簡|し .た りしま|し |たし
産前産後の働き方やマンモグラフイ|につい
てのローテーシヨンな―どti女 1生技師ならで
1ま の特有の悩みや問題もいくつか挙げられ
ましたこ各施設によって対応はさまざまで
すが、他施設の会員の意見を聞くことによ
り違う|た1見1方ができ|る カー)も し|れなoヽと感じt
またいろし―ヽろな1意見カー

'間
く.こ とができて―良

かつた|と思いましたま直接|の 1解1決策に結び
つか|な いものもあ|る.か もしれませんがtそ
れでも―話すこと―で知うてもらうたリアドバ
イスを聞いてこれからの業務―の参考になる
のではないかと思いました6他の勉強1会や
研修会もたくさんあり業務も多忙|かと思い
ますが、.こうして1女性技師‐が定期的に集ま
るこ|と が今後も継続して開1催 していた.|だけ
ればと思います:|■ ‐■‐■‐■ ■■■■ |
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ヤネージータ|ンート|■医療画像情報研修会
が開1催さ|れま.し.た

秋田労災病院 岩 根 敦

握昇:二撃きど菖ス量套不鍾島彗[卜it
ま―.しそ1‐

■ё施護からそれぞれ機器告理●安
全‐管理|1被|ば く管理のご報告をいただま
■施設よリー医療被ばく低減施設認定施設取
得||むけた取り組みをご紹介いただきまし
た11機器管理についてご報告いただいた秋
由労災病院く林部長からは過去1手 様々な要
国で1発1生 した.基線‐楽軍の使用‐許可申‐請漏4

1`萩1由 1請1良病院:幸サ|1技師良からは白施設‐で行われている医療安全確保のために行わ
れている取り組みについてご報告いただき
ま|したol安全管理は基本的かつ重要な管理
|で|あ|り 1‐ ||く YITゃ システムによる注意喚起
|な ど大1変1参考になつたと尋われます|‐‐採‐tギ

憔鼻是塩‐璽:五 ,曇豊糧事‐各風「獣:豊黛‐長|よ りご
―
義‐告tヽたた|き まし.た 111嗅 |ら|れ.た設

[11に慧奄「裏翼票豪:傍早:‐ふ冒彗
1カする|こ とが重要であると改めて感じまし
たI今後1認定施1設取得を目指す施設には大

奮念喜腐鷹‐11喜‐曇讐i;1‐霞機吾.T農磯

環‐t‐l:纂:嘉:]:肯:ξ
「

轟彗撤逮壷11,:‐:|サ

社力|‐ら11ま医1用 画像データフローマネーン
メ|ジートをむ紹介いただき、シーメンス社と
Ё120社からは最新の医療被ばく線量管理シ

に触れて。|ただ|ま||‐皆様興味沐|く 1軍 |ヽた
だきました:‐■|||||■ |■■■|■ ‐‐

政府
―の1戦1略 ↓こついて、日指す医療は何かと

しヽうことをわかりやす くお話しいただきま
した=専門性と分散ということ、医療を提
供する側だ{す でなく受ける償1も 考える取 り
組みが行われているなど、取 り巻 く環境は
目まぐるしく進んでぃるこ.と を実感できま

|:菖鷹鷺‐1辟‐‐iよl:]
張→.た1感 |じ |で

―
|まゎ―,奉‐|た.´

'|‐

1111111芦
1様め今後|の活動のご参考になれば幸し―)です=
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母の日キャンペーンに参加 して

5月 19日 に行われた母の日キャンペーンに、
秋田県放射線技師会救理委員として参加 しまし
た。天候にも恵 まれ、気温 も少 し汗ばむような
陽気の中、乳がん検診の啓蒙活動 として自己検
診の仕方が書かれた ピンク リボンのポケ ット
ティッシュと乳がん検診啓蒙パンフレットを配
布しました。
11時過 ぎから 1時間を目安に行いましたが、

Jヒ秋田市民病院 中 西 沙 紀

母の日キャンペーンヘの参加人数も多く、日曜の
昼という時間帯 もあり、早い時間で多 くの方に
配布を行うことが出来ました。配布した方からは
「乳がん検診毎年受けてます l」 といつた声も間
くことが出来ました。現在50%に も満たない秋田
県の乳がん検診率を増やしていくためには、今回
のような定期的な啓蒙活動を継続して行つてい
くことが、とても大切であると感じました。
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生活1習1慣病1検診従1事者1講習1会‐に参加して
中通総合病院 進 藤 良■輔

■16月29日|に秋田‐県立1循環器・脳脊髄セン
タ■にお|‐ てヽ|1令不口元年度の生活習慣1病検
診従事者1講1習会が開催されました:1今 1日|は

情報1提‐供■題と1講1凍 3題が行われました|■ |

■‐|ま ず'情1報1提供は伏見製薬株式会社のFll脇
大1輔1先生による「バリウムの副作用につ―い
て1でした:‐

‐主な副作用として、過敏症、穿孔、
誤1曝tl■過性の血圧低下が挙げられていま
したも1実際にあつたバリウムによるアナフィ
|プキ|シ

ー
■―ショシクや血圧低下によつて転倒

|‐ 1茨にt■秋田県健康福祉部健康づくり推進
課力
'ん
1生1活習慣病対策班の辻目博史先生よ

191秋 田県のカー
'ん
対策|こついて」と題して

に携ゎる1着1護1師や技師を養成する病院に対
しそ|あ経費め助1成があ―|る ことを知‐りました..

||‐ |■ ||||■ |||||■ ||||||||||■ |||■ ||■ ||■ |‐ |‐
■

|‐

 ‐

1織1灯鰊 戦‐F″g栃
色々な1施策も間くこと―カミで―き

=県
‐どしての取

り1組みカミよく分かり.ましたよ||
■続|い て |ヽ‐公‐義朗・同漱1人1岩
手県予防1医1学‐協1会|の久保ll憲
宏先生より「当施‐設|の大1腸 C
Tの現1状J‐ と題し―て|の講演が
行‐われまし.た|:|‐

1先生|の施設で
行|わ|れているC‐TCの流‐れに

1沿ち|て1紹‐介‐と説明をして頂きましたこ横行結|
1賜―の|つぶ―れ防ttのためにコロンマットを使
1用|して11‐|る ことtl前処置の薬斉1の組み合わ
せによる画‐質検討|1体‐型とBMIに よる炭

警察
`::な

,1'1叢,1冤‐1‐「.:‐黒辱
が分からました:1教育めtl■|す .さ や

―
Ⅲ像差

を減らすためにも「手技の統‐イヒと明‐確イヒ1
が大切と話されていたのが印象に残りまし
た。               | ‐■ |‐

ロリ菌感本の有無やtll委縮11‐ 1軍 条、賜上率
化生、辱など―に呼,II`||1牛‐警‐庁や特学な|
どを解謀L/て頂きました||1講影するにあた.つ

[言号螢詈保霙;言1'「1:総怠[烹]
|́|り

1付
1芦 1導171宇毎1尋|"ミ手要と話さ||

=員
計
'事

‐肇,7当η]82[厖F属革
|か綺‐麓な1画1像|を撮‐影する|たけでなく、レポ■
|―ド添付も必要と話‐ざれていました。また「読
影1補助1認1定 3-ll度 ]||が設立され、読影力が求
め―ら||れて―|ヽる.こと力S分かりましたこ    ‐
■今1回の1講1習 1会 に参加して学んだ事をこれ
力,|ら |の業務に活かしていきたいと思い.ます

`



AART NEWS 秋放技ニュース 通巻6フ (11)

生活習1質病検診従事者1講習1会に参加して
雄勝中央病院 武■田■育■子
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﹈目一
〈蚕

彰推薦に必要な書類」より隊 式5」 をダウンロードし、履
歴をご記入の上、以下までご郵送願います。
なお、こ提出後AAR丁 にて推薦された会員は′来秋
に開催されます全国学術大会にて表彰されることになり
ます。なお、当日出席できない方には賞状と記念品が郵
送されます。
また、過去に対象者(上記太客以前に技師籍を取得され

ている会員)でありながら表彰を希望されなかつた方でも
要件を満たす方は推薦の対象となりますので、こ一報い
ただけますようお願いいたします。

お問い合わせ :表彰委員長 谷□ 直人
〒010-8543
秋田市広面字蓮溜 4-2
秋田大学附属病院 中央放射線部
Tel:018-884-6305
巨―mall:tani― rt@glpc.akita― u.ac jp

1青 幸辰
【会員数】 (2019年 6月 21日現在)

356名 (正会員353名、名誉会員3名)賛助会員i24社  県北支部:89名 、中央支部:179名、県南支部:88名
※会員情報(住所・氏名・勤務先等)の変更は、日本診療放射線技師会のホームページにで手続きをお願しヽ致します。

鷲JART 30050年勤続表彰のお知らせ
○勤続表彰のお知らせ
」AR丁表彰規程において会員の永年(30年、50年)勤

続を表彰するとされており、19nl年 11月ころにその推薦を
行つております。
表彰者推薦の要件は
(ア)診療放射線技師籍登録後、放射線技師業務に30年

以上(あるいは50年以上)従事した会員
(イ)本年度までに会賣未納の無い会員
(ウ )」 ART入 会後′連続15年以上経過した会員(再

入会は新規入会とみなす)

(工)50年勤続表彰者はすでに30年勤続表彰を受賞し
た会員

となつております。
今年度30年勤続表彰の対象となる会員は、技師籍登録
1989年 (平成元年)の会員です。lyl年 、対象となる会員に
は、はがきや電話にてご案内しております。表彰を希望
される会員は」ARtt HPト ップページ/「各種様式」/「表

● 令和元年10月 5日 土曜日  ● イオン大曲店(大仙市)

興0未のある方、また近隣にお住まいの方は、ぜひお立ち寄りください。
開催時間、内容等詳細につきましては、ビンクリボンキヤンペーンin Akta2019ホ ームページをご覧ください。

国 日 回 団
■今年度も、皆様からのご協力により、情報誌LATIT∪ D E40N通巻67を発行することが出来ました。原稿をくださつた皆様、大変あ
りがとうございました。広報委員会では、引き続き原稿を募集中ですので、今後もご協力のほど、よろしくお願いいたします。  (田 村)

■今年の梅雨は、九州から関東にかけて連日の雨やゲリラ豪雨と日照不足となりました。
対して秋田といえば、空梅雨で梅雨らしくなかつた感じがします。そんな今年の冬は厳冬になるのか暖冬となるのか、今からヤキモ

キしております。さて時代は平成から令和となり、この機会で運気上昇となるのかと勝手に思いきや、医療の取り巻く環境は一向によ
くなりません。当院においても機器の早期更新や人員の確保、給与アップなどの要求 願いはあるものの、即決出来ない状況となつて
います。リアルな現実、早々甘くはないですね。目の前にある現実…年末に向けて一時金、厳冬となるのか暖冬となるのか?
寒くなつて欲しくないなあ… 【汗】                                         (大 隅)

■うだるような暑さ !1雨 もここ2週間降つていません。畑はひび割れ状態で雨乞いをしている状態。今日久々の雨。ほつとして空を見
上げると、なんと真つ暗 |!そ して台風並みの風と、バケツをひつくり返したかの大雨 |!なんなんだ、この天気。世界的に異常気象
のようだがこの先大丈夫なのだろうか。じりじりした暑さの中、空を見上げている   。
週間天気予報だとまだお日様マークが続いているよ 1! (佐々木)

■病棟回りのポータブル、一応真面目には仕事をしていますが、ついつい窓の外に目が行きがちになります。以前能代勤務の際、病棟を
ポータ押しながら停泊していた「飛鳥 H」 を見て只々大きさに度肝を抜かれたことがありました。今年、予定では秋田に二十数回寄港す
るとの事。竿灯期間中には秋田港に4日連続で入れ替わり豪華クルージング船が寄港します。4月 に、あの「クイーンエリザベス」が来た
時には初寄港を記念して抽選で100名 船内見学が出来ましたが私は…。田舎者には一生に一度のチャンスなのに…。残るは自力で南国
の青い海を優雅にクルージングなどと限りなく僅かな可能性も無くもないですが、クルーの人とのコミニケシヨンに問題が 。 (佐藤)

■ある日、伝票書類で「R元Jと手書きで記載していました。「字が汚い読めない」という訳ではありませんでしたが、読めずに理解できま
せんでした。周りに聞くと「令和元年でしよ !Rlでも来ますよ |」 と言われて、「あつ !元号」ようやく読めて理解しました。頭や言葉
では「令和元年Jと発しているのですが、アルファベットの元号略「R」 が染付いていなかつたのです。
それからしばらくして手書きで、検査日を列記することがありました。「令和元年○月○日…J目 視して、頭でも「令和」となつている

のですが 一文字にすると「H31 」と無意識に書いているのです。「ヤバい !Jペーパーレスの弊害なのか、令和の「R」 を書き慣れてない
為、全て「H」 から書き始めていました。皆さんは令和の「RJは書き慣れましたか。 (22'睾 )

■バスケツトボールで、試合終了のブザーが鳴るのと同時に放たれて決まるシユートを『ブザービーター』と言う。先日、自分の子供が出
場している試合でそれを目の当たりにした。もちろん人生初の経験である。いつも相棒の一眼レフで写真を撮りながら観戦する私だが、
その『奇跡の瞬間』は興奮し過ぎて両手をハンズアップしていた…。自分よ、あれを撮らずに何を撮る。 (鈴木)


