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会　長　挨　拶
岡野　　祐会長

　先週は夜間例会でした。7月以来の親睦となりま
す。
　さて、ロータリークラブにとっての親睦とは、
2010年に発効された国際ロータリーの戦略計画の
中にあるロータリーの中核的価値観に定められてい
ます。ロータリーの中核的価値観とは、①奉仕②
親睦③多様性④高潔性⑤リーダーシップの5項目で
す。これはロータリアンの行動原理、行動規範とし
てロータリアンが共有すべき価値観です。
　具体的には、私たちは奉仕を通じてリーダーシッ
プと職業のスキルを活かし地域社会に取り組みま
す。私たちは高潔性をもって約束を守り抜き、倫理
を守ります。多様性を誇るロータリーは、さまざま
な考え方を繋ぎ多角的なアプローチで問題に取り組
みます。私たちは親睦を通じて生涯にわたる友情を
育み、国や文化を超えた理解を促します。
　私たちは5つの価値観を常に意識し、行動の指針
としていかなければなりません。この5つの価値観
への思いは、人それぞれだと思いますが僕は"親睦
を通じて"よりも"奉仕を通じて"親睦を図る、の方
が好きです。皆と一緒に地域貢献奉仕をし、達成し
た後に親睦した方が建設的だと思うからです。

　そうは言ってもロータリーの親睦は何のしがらみ
もなく本当に楽しいものだと思います。これからも
親睦を深めていきましょう！！

会　長　報　告

１．第5回理事会が11月8日に開催されましたので
報告を致します。

　　①会計報告(10月分)　異議なし
　　②12月の例会について
　　　忘年例会は開催する(但し会員のみ)
　　　チャリティバザーを実施(社会奉仕委員会)
　　③2022-23年度地区委員推薦について
　　　会員全員に、推薦、立候補者を募る
　　　いなかった場合は、クラブからの推薦はなし
　　④出前教室実施に向けての進捗状況
　　　12月15日(水)　10時～
　　　　周西中学校(1年生)
　　　1月19日(水)　10時～
　　　　八重原中学校(1.2年生合同）
　　　2月17日(水)　10時～
　　　　周西小学校(6年生)
　　　以上、会員より参加企業を募集中
　　⑤きみつ愛児園のクリスマス会について
　　　日時：12月24日(金)　10時25分集合
　　　参加者：会長・幹事・社会奉仕委員長
　　　　　　　サンタ役3名
　　　プレゼント：お菓子の詰め合わせ
　　　　　　　　　800円×60名
　　　　　　　　　(代金はライオンズと折半)
　　⑥ 第50回君津市社会福祉大会の後援について
　　　日程：令和4年1月27日(木)　受付12時45分
　　　　　　＊例年通り後援する
　　⑦ その他
　　　次回理事会：12月6日(月)例会前　
　　　　　　　　　11時30分～　ホテル千成
　　　新理事会：12月13日(月)例会後
　　　　　　　　13時30分～　ホテル千成



２．11月12日(金)かずさアカデミアパークホールに
て第5グループ情報研修会が開催されました。
当クラブからは16名(オンライン出席5名含む)
の方が出席しました。お疲れ様でした。

　　後程、佐々木幹事より報告をお願いします。

３．11月14日(日)千葉市文化センターにて第2回青
少年交換オリエンテーションが開催されまし
た。

　　当クラブからは、青少年奉仕委員会　秋元政寛
委員長、茂田副委員長が出席されました。お疲
れ様でした。

４．公益財団法人ロータリー日本財団より認証状及
びバッチが平野会員へ届きましたのでお渡しし
ます。

　　　平野会員　新ポール・ハリスフェロー　　

幹　事　報　告
佐々木昭博幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム

〈報　告〉
１．11月21日(日)、地区三委員会合同セミナーが開催さ
　  れます。
　  受付：13時～
　  点鐘：13時20分
　  場所：TKPガーデンシティ千葉
　  出席：鈴木ガバナー補佐
　　　　 佐々木幹事
　　　　 公共イメージ委員会　原田委員長
　　　　 会員増強委員会　武田委員長
　　　　 ＊全員ZOOM参加

２．次週11月22日(月)は、休会となっております。
　  お間違いないようお願いいたします。
　  また、11月29日(月)の例会プログラムは、駅前花壇
　  の花植えとなっております。ご協力、お願いいたし
　  ます。

３．下期よりガバナー月信がメール配信のみとなりま
　  す。会員の皆様には、事務局より転送しますので
　  宜しくお願いいたします。
　  他、財団NEWS、ハイライトよねやま、バギオだよ
　  り、希望の風、等メールにて届いているお便りにつ
　  きましても例会場での回覧を中止し今後、メール
　  配信にてお届けする予定です。宜しくお願いいた
　  します。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第5グループ週報
３．第45回RYLAセミナー開催の案内
４．ロータリー冊子(英語版)
５．バギオだより（11月号）
６．財団室NEWS(11月号)
７．ハイライトよねやま
８．コーディネーターNEWS(12月号)
９．かずさマジック応援の案内

挨　　　　　拶
来訪ロータリアンご挨拶

袖ケ浦RC　荒木行雄会長

　君津ロータリークラブの皆様
こんにちは、本日は例会にお邪
魔させていただききましてあり
がとうございます。又このよう
に挨拶の時間を設けていただき
誠にありがとうございます。
　私は今年度袖ケ浦ロータリー
クラブで会長を拝命しました、
荒木行雄と申し上げます。職業
分類は「事務所用品」です。
　ロータリークラブに入会して6年になります。入会の
きっかけは以前から誘いはありましたが、私自身は仕
事一途で恐れ多い団体には無理だなと思っていまし
た。ところが65才頃になるといろいろなクラブ等から
誘いがありまして、仕事にも余裕ができたので今まで
と違う環境や変化も別の方向からみるのも良いのかな
と思い入会しました。例会では多くの企業の人に会う
ことや、外部卓話で新鮮な話も聞けて参考になります
ね。やはり色んな情報が入りますね、今までとは違う
視野が広がりますね。
　思えば私が独立する前に勤務していました会社の社
長も色んな団体に入っていました。今では小企業です
が120年以上の歴史のある企業になっています。これも
情報による方向性を時代と共に歩んできた証かな。
　さて、ロータリーの2本柱は、親睦と奉仕です。親睦



を深める場所は毎週1回の例会ですが必ず出席して情
報交換する事も大事ですね。そして明るく、楽しい場
所にしたいですね。
　奉仕は身近なところから「誰かに喜んでもらいた
い、良いことをしたい」と思い、袖ケ浦ロータリークラ
ブでは去年から始まった「こども食堂」支援に今年度
は地区補助金を活用して活動しています。こどもの貧
困はマスコミでもよく取り上げられていますが奥が深
いですね。
　終わりに君津ロータリークラブの岡野会長、佐々木
幹事の下でのご活躍を祈念して、私の挨拶といたしま
す。ありがとうございました。

袖ケ浦RC　若林　侑幹事

　こんにちは。袖ケ浦ロータ
リークラブ本年度幹事の若林で
す。本業は弁護士をしておりま
して(事務所は木更津市清見台
東のきみさらず法律事務所)、実
家が袖ケ浦市横田ということで
袖ケ浦ロータリークラブに入っ
ています。ロータリー歴は平成
27年1月からなので、7年半で
す。当事務所には松岡邦佳という弁護士も在籍があり
ますところ、松岡も木更津東ロータリークラブに参加さ
せていただいておりまして、松岡と面識がある方もい
らっしゃるかもしれません。
　私と君津ロータリークラブさんとの関わりとしては、
私は以前かずさ青年会議所に入会していたのですが、
そのときにお世話になりました先輩方とは面識がござ
います。特に隈元先輩には公私にわたりお世話になっ
ております。ありがとうございます。
　袖ケ浦ロータリークラブは毎週月曜日の12時半から
のぞみ野の菜心味で例会を行っています。会員数は
20名強を推移しており、女性会員も数名いるところで
す。卓話の内容としては、ロータリー月間のテーマに
沿ったものをプログラム担当が企画し、外部卓話も月
１回から2回程度の頻度でお願いしております。外部卓
話の講師としては、袖ケ浦市議会議員根本駿輔氏や袖
ケ浦市長の粕谷智浩氏や袖ケ浦市教育庁の御園朋夫
氏を過去にお呼びし、これからはエンゼル薬局代表取
締役の齋藤武氏やとみざわ薬局統括部長の冨沢道俊
氏をお呼びして、会員のビジネスや日常生活に役立つ
話題を提供することを目標としています。
　皆さま、機会がありましたら是非袖ケ浦ロータリーク
ラブにメイクアップにいらっしゃいませんか。お待ちし
ております。

委員会報告
「第5G情報研修会の報告」

佐々木昭博幹事

　先週11月12日(金)、第5Gロータリー情報研修会が
アカデミアホールで開催されました。
　第5G幹事の当クラブ福田会員の司会進行。当ク
ラブ鈴木ガバナー補佐の点鐘。ホストクラブであり
ます、当クラブ岡野会長の挨拶で開会されました。
　鈴木ガバナー補佐からは、全員参加でロータリー
を盛り上げる為にDLP、CLPの活用を探求し、地
区に積極的に参加・関わる事によって、更に有意義
なロータリーライフを送りましょう、と情報研修会
の趣旨説明が有りました。
　次に講演者として第2590地区の地区ロータリー
財団副委員長の川崎マリーンRC鈴木慎二郎様から
「DLP、CLPへの取り組み/財団・米山への寄付推
進への挑戦」と題し、2590地区でのDLP・CLP改
革を行ったご経験を踏まえ、ご講演、ご講義をいた
だききました。先程から出てきているDLP・CLP
とは何かと言いますと、DLPはディストリクト・
リーダーシッププランの略で地区リーダーシッププ
ランの事。CLPはクラブリーダーシッププランの
事です。DLP・CLPとは、地区・クラブレベルで
ロータリーを強化する為に運営上の各組織の役割を
明確化すると共に、円滑に運用できるように体制を
整える改革の事だそうです。
　2000年以降ロータリークラブ会員数の大幅な減
少が問題となっております。2790地区で言います
と、1997年が最多の4337名。それが今年2021年1月
現在での地区会員数は2735名となっており、最多
時の63％まで減少しております。
　また、会員数は63％まで減少しているのにクラ
ブ数はほぼ変わっていない為、少人数のクラブが増
えております。こうした少人数クラブの増加でガバ
ナー補佐を出す余裕が無いクラブが増えたり、そ
もそもガバナー補佐自体の負担が大きいのでやりた
い会員が少ないなど、ガバナー補佐の不足も問題
となっているそうです。この様に地区でもクラブ
でも少ない人材できちんと運営していく為には、
DLP・CLPに取り組み、全会員が積極的に活動に
参加して負担のかたよりが無い様にする事。
　また、ガバナー、クラブ会長もそうですが一部の
職責を他の方に移行することにより、生まれた余裕
の部分で新規事業に取り組んで行く事が出来ます。
他にDLP・CLPによって浮き出された問題点とし
て、今回の情報研修会のような重要な各研修会が活
かしきれていない現実。また会員のロータリーに対
する関心の低下による、地区とクラブとの距離が出
来ている事が挙げられました。



　各研修会が活かしきれていないと言うのは、研
修会に出席した会員が自クラブに戻り、きちんと
フィードバックしきれていない事が多く、クラブ
に波及しきれていない。研修というのは出席して
50％達成、自クラブに戻り伝達して100％達成にな
る。クラブ内で共有するところまで行うのが重要と
の事でした。
　また、ガバナー補佐について、昔は名誉職みたい
なところもあったが、現在はきちんと実務の出来る
オールラウンダー的存在が求められている。なので
実務的な経験値を積むためにも、地区などに積極的
に参加して欲しいとの事でした。
　次に財団と米山についてです。ロータリーとロー
タリー財団の違いについて、ロータリーはロータ
リーらしい人間を作る場。財団はつちかった物を活
かす場との事です。ロータリー財団プログラムは
「不易流行に基づく社会貢献プログラム」を行うべ
き。不易は理念、流行は変えて行くべき事。ロータ
リーの創設者ポールハリスが説いたロータリーの理
念と実践にもありますが、ロータリーの奉仕理念は
哲学としてみだりに変えるべきではありませんが、
奉仕の活動の実践は、社会のニーズに従って大胆に
変化させなければなりません。そうしなければ誰か
らも頼りにされないばかりか、相手にもされないで
しょう、とあります。きちんと地域や世界が何を必
要としているのかを考えた活動をする事が重要で
す。そして、その奉仕活動をする為にも、R財団や
米山の寄付金は大変重要なものです。しかし、ただ
お金を募るのではなく、きちんと使われ方を説明し
理解してもらう事が重要です。そうすれば今以上に
会員の皆さんも協力してくれるはずです。
　また、地区補助金・グローバル補助金をもっと
もっと活用して欲しい。地区補助金・グローバル補
助金はクラブからの年次寄付をR財団で3年間運用
し3年後にクラブに戻し活用してもらえます。R財
団の運用益は平均で約5％と高い利率で、調査団体
からも4つ星評価をもらっているそうです。また、
米山については日本国内で累計22,000人の奨学生を
輩出しており、その米山奨学生達が学友会を作り、
独自に日本人学生への支援をしたりして、彼らなり
に恩義を感じて活動をしてくれている。未来のロー
タリアンになる人材も多数いるので、米山へのご理
解もいただき活動を支援して欲しいとの事でした。
　講演終了後は、地区役員の3名から挨拶がありま
した。地区補助金プロジェクト委員会の堀内委員長
(木更津東RC)からは、地区補助金をもっと活用し
て欲しい。2790地区では82クラブ中24クラブしか
地区補助金の申請がなかったので、との事。次に地
区RLI推進委員会の松岡委員(木更津東RC)からは、
会長・幹事予定者や新入会員などロータリーへの理

解を深めたい方、深めなければいけない方はぜひ
RLI(ロータリーリーダーシップ研究会)にご参加下
さい。地区の参加目標10％にはまだまだなので積
極的な参加をお願いしますとの事でした。そして、
ロータリー研修委員会の当クラブ谷委員からは、
ロータリーの友に掲載されていました「連載コミッ
ク、ポールハリスとロータリー」が委員会のホーム
ページに掲載されているので今一度皆さんに読んで
欲しいとの事。また、松戸RC小倉ガバナーエレク
ト、千葉若潮RC鵜沢ガバナーノミニー、富里RC寒
郡ロータリー情報委員長の3名がリモートを活用し
た卓話を実施しているので、ロータリーの知識向上
の機会として、是非クラブで申し込みを、との事で
した。
　最後に山田修平パストガバナーからの講評では、
寄付金とはただお金を渡してそのまま使用されるだ
けだが、R財団は約5％の高い運用益を出してから
使えるので、積極的に活用しましょう。あとは、
地区への出向者が少ない傾向なので、もっと率先し
て出して地区に協力して欲しい。無気力・無関心を
無くして活動して行きましょうとのご意見をいただ
き、閉会の点鐘となりました。

会員卓話
「黒崎播磨と耐火物について」

大森敏隆会員

　皆さん、こんにちは！　黒
崎播磨の大森です。この度は
卓話の機会をいただきまして
ありがとうございます。
　以前、前任の薮から一度、
弊社についてご紹介させてい
ただいたと思いますが、「黒
崎播磨」ぱっと見て漢字4文字
で何をやっているか分かりに
くいと思いますので、改めて黒崎播磨(株)とその主
要事業であります耐火物についてお話しさせていた
だきます。
　先ず、当社ですが業種は窯業になります。その中
で耐火物の製造・販売を主要事業としており、従
業員は2,400名、連結で4,800名です。社名ですが、
「黒崎」は福岡県北九州市八幡西区にある地名で、
「播磨」は現在の兵庫県南西部のことで旧国名の一
つです。1919年6月1日に北九州の地で黒崎窯業と
して創業しまして、2000年にハリマセラミックと
合併し現在の商号となりました。そして、2年前の
6月1日には創業100周年を迎えることが出来、今は
日本製鉄さんの連結子会社にもなりました。



　本社は福岡県北九州市で、国内の製造工場は9箇
所、支店・営業所は19箇所、ファーネスが7事業
所、ファインセラミックスが6営業所あり、君津に
は、耐火物の販売を行う[東日支]とファーネス(耐火
物施工)事業の[東日支]があります。事務所は君津製
鉄所内にあり、従業員は直協合わせて約500名(内君
津支店33名)です。
　当社の連結売上高は約1,400億円(2018年)です
が、売上の90％以上を耐火物関連事業(耐火物
ファーネス)が占め、得意先別では日本製鉄グルー
プ向けが49％、日本製鉄以外の高炉メーカーが
3％、その他12％で海外向けが36％です。
　特に海外向けは、この10年間でインド、ヨー
ロッパ等での拡販が進み売上高は500億円を超えま
した。日本からの輸出もありますが、現地で生産し
た製品を販売するかたちを取っています。
　また、単体の耐火物売上730億円においてはそ
の98％が鉄鋼向けであり、耐火物は金属材料の生
産には不可欠な製品と言えます。耐火物とは、高
温の過酷な環境で使用される耐熱・耐食性のセラ
ミックスで、溶けた鉄に耐える素材です。定義は
『1,500℃以上の定形耐火物および最高使用温度が
800℃以上の不定形耐火物、耐火モルタル並びに耐
火断熱れんが』とされています。

◇定形耐火物
　予め成形・焼成される耐火物の総称。
◇不定形耐火物
　粉粒体または練り土状の耐火物の総称。コンク
　リートの様に施工現地にて様々な形状に施工され
　る。
◇耐火モルタル
　耐火煉瓦の築炉時に目地に施工されることを目的
　とするモルタル。とにかく火・熱に耐えることが
　出来る物で、その温度は1,500℃～1,600℃に耐え
　得るのが耐火物です。
　耐火れんがのイメージとして、身近な物では土　
　器、陶器や磁器があります。粘土で形を作り焼き
　固めたもので、原料の耐火性や焼き固める際の温
　度が違ったりしますが、基本的には同じものと言
　えます。

　次に、耐火れんがの価格について触れますが、園
芸用れんがが50～200円/個なのに対し、耐火れん
がは相当高価で300～5,000円/個です。その差の要
因の一つは原料費で、一般的な粘土を使用する赤れ
んがに対し、耐火れんがは特定の組成の原料を厳選
して組み合わせた配合を使用する為です。
　次に、当社の残り6％の事業にファインセラミッ
クス事業があります。精密部品用セラミックスや電

子部品焼成用部材、高機能断熱材などを製造・販売
しております。
　また、景観材の販売も行っておりまして、本社が
ある北九州では公園やJRの駅等の舗装で多く採用
していただいております。
　最後に、当社には1961年創部の陸上部があり、
駅伝を中心とした活動で、毎年元旦に行われる
ニューイヤー駅伝には10年連続で出場していま
す。また、今年の1月のニューイヤー駅伝は17位、
3月の琵琶湖マラソンでは細谷くんが3位入賞と
なっています。来年のニューイヤー駅伝の出場も決
定しました。来年、正月駅伝をテレビでご覧になら
れる時は、黒崎播磨を少しだけ応援していただけれ
ば幸いです。ご清聴ありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ
岡野　　祐 夜間例会を楽しみにしていたN嶌

さんですが、一次会からエンジ
ンが掛かり、2次会では自分のレ
パートリーを歌い切り、撃沈しま
した。僕が送りましたがタクシー
と間違え、タクシーチケットをく
れそうになりました。Ｎ嶌さん最
高です。

佐々木昭博  袖ケ浦RC荒木会長、若林幹事、
本日はご来訪ありがとうございま
す。共に第5グループを盛り上げて
いきましょう！大森敏隆会員、卓
話ありがとうございました。

荒木　行雄 袖ケ浦ロータリークラブから参加し
ました。宜しくお願いします。

伊藤　　彰 大森会員、会員卓話ありがとうござ
いました。

荒井潤一郎 先週の12日金曜日に、木更津市公
設市場内に仲卸しうお屋と海鮮食堂
KUTTA(クッタ)をオープンさせて
いただきました。今日からお酒の提
供も始まりました。応援を宜しくお
願いいたします。

原田　健夫 朝晩の寒さがきつくなってきました
ね。本日は駅前花壇の花抜き作業、
頑張ります。

平野　寛明 荒木会長、若林幹事、本日は来訪あ
りがとうございます。

宮本　茂一 末っ子が今週の土曜日、結婚式をす
ることになりました。コロナ対策で
親族だけの式となり少し淋しい気が
します。



内山貴美子 大森会員、本日は卓話ありがとうご
ざいました。今日は駅前花壇花抜き
宜しくお願いします。

川村　　優 荒木会長、若林幹事、ようこそ君津
ロータリークラブへ。大森会員、卓
話ありがとうございます。

谷　　浩司 本日は例会終了後に駅前花壇の植え
替えの準備への協力お願いします。

阿部　輝彦 小糸川沿いの遊歩道に山茶花が美し
く咲いています。川面にはかるがも
と大黒が仲良く水遊びをしていま
す。

秋元ゆかり 皆様こんにちは。先日、第5G情報
研修会に出席しました。貴重な講話
を聞く事ができて良かったです。

藤代　公成 今年も残り1ヶ月半。日に日に寒
くなってきました。体調に気をつ
け、元気に年末年始迎えたいで
す。

黒岩　靖之 第5G情報研修会、ご苦労様でし
た。参加できず、すみませんでし
た。ユーチューブで見させていた
だきました。袖ケ浦RC荒木様、若
林様、ようこそ。本日は宜しくお
願いいたします。

大住　昌弘 昨日(11月14日)地区RCのスリラン
カクラブ主催の「WEBでスリラン
カとつなぐ」日本語教室に参加しま
した。山武市のコミュニティーセン
ターで行われ、私が「日本の祭」を
講義しました。教える事は学ぶ事。
知らなかった事を沢山学びました。

宮嵜　　慎 袖ケ浦RC、荒木会長、若林幹事、
来訪ありがとうございます。大森さ
ん、貴重な卓話ありがとうございま
した。

坂井佳代子 皆さんこんにちは。袖ケ浦RC、荒
木会長、若林幹事、ようこそ君津
RCへ。大森敏隆会員、卓話ありが
とうございました。私事ですが、孫
娘の七五三祝いをしました。小幡会
員、宮嵜会員、お世話になりまし
た。ありがとうございました。

中野　賢二 出前教室の授業委託を始めたのです
が、参加会員がまだまだ足りませ
ん。私の段取りが遅かったせいで、
12月15日の周西中も少ないです。
参加できる会員は私まで連絡して下
さい。宜しくお願いします。

秋元　政寛 昨日、茂田副委員長と青少年交換オ

リエンテーションに参加しました。
留学に向けて着々と準備が進んでお
ります。君津RCとしても皆様のご
協力をお願いしながら進めて参りま
す。どうぞ宜しくお願いします。

馬場　孝弘 かずさマジック第92回都市対抗野球
大会全力で応援します。(次の日の
朝一番の出張を忘れて)席替え当た
りました。ありがとうございます。

山内　雅夫 将棋の藤井聡太4冠の活躍には驚か
されます。これまで分が悪かった豊
島竜王を4戦全勝で破り「竜王」の
座を掴み取りました。苦手を克服す
る努力は我々にも見習わなければな
りませんね。

大森　俊介 袖ケ浦RC荒木会長、若林幹事、本
日はありがとうございました。大森
会員、卓話ありがとうございまし
た。

福田　順也 大森敏隆会員、卓話ありがとうござ
いました。

大浦　芳弘 忘年例会の案内をいただき、もうそ
の時期かという思いと、少しずつ元
に戻りつつあるなという感慨を抱い
ています。引き続きロータリー活動
を頑張ります。

野中慎太郎 情報研修会、お疲れ様でした。
LINEでの情報活動配信もありがと
うございます。

篠塚　知美 今年も弊社の「君鶏おせち」を販売
させていただきます。今年で6年目
となります。霧島鶏をふんだんに使
用した鶏のおせちです。もし宜しけ
ればご注文をお願いいたします。

大森　敏隆 本日、卓話の機会をいただきありが
とうございました。会議が入りまし
たので申し訳ありませんが途中退席
させていただきます！

髙橋　雄一 第5G情報研修会に参加の皆様、お
疲れ様でした。役員の皆さん大変お
疲れ様でした。

玉作　朋之 いつまでも暖かで不自然ですが、季
節の変わり目？体調、コロナに充分
注意をして下さい。

隈元　雅博 袖ケ浦RC荒木会長、若林幹事よう
こそ君津ロータリーへ。大森敏隆会
員、素晴らしい卓話をありがとうご
ざいました。これからもロータリー
活動を頑張ります！



「国際ロータリー第 2790 地区　第 5グループ情報研修会の様子 (R3.11.12）」



駅前花壇の花抜き作業（R3.11.15）




