
１０月定例記者会見 

 

日時：平成 21 年 10 月２日（金）14 時 

場所：伊達市役所 ２階委員会室１ 

 

 

 

１ ふれあい懇談会の総括について 資料１ （市民生活部市民協働推進課） 

 
 
 
 

２ 伊達市就職面接会の開催について 資料２ （産業部商工観光課）  

  伊達市内への就職を希望する市民に対し、求人企業との面接・面談の機会を提供し、

求職者の早期就職の促進を図り、市内企業の人材確保に資するため、就職面接会及び就

職支援セミナーを開催する。 

   

 

３ 現道舗装の取組みについて 資料３ （梁川総合支所地域づくり課） 

梁川総合支所管内では、限られた予算で道路舗装率を高めるため、工事作業を地域

住民が行う道普請を、昨年に引き続き本年も実施する。 

 

 

   

４ 第 30 回記念 三浦弥平杯 伊達市梁川ロードレース大会 資料４  

（梁川体育協会・梁川総合支所地域づくり課） 

開 催 日：10 月 25 日（日） 

場  所：伊達市役所梁川分庁舎前（スタート・ゴール） 

招待選手：佐藤敦之選手（早稲田大学競争部ＯＢ、21 年８月世界選手権男子マラ

ソン出場、日本男子最高の６位入賞） 

 

 

５ その他 

第 12 回ちどり足らり～in ほばら  

開 催 日：10 月 7 日（水） 

場  所：保原体育館ロビー前駐車場（スタート・ゴール） 

時  間：18：00 受付・スタート 

       20：00～22：30 抽選会 

問い合せ：伊達市観光物産協会（伊達市商工観光課内） TEL577-3175 

   



                       資料１－１ 
 

ふれあい懇談会の総括について 
 

１ 目的 
行政と市民が一体となった協働によるまちづくりを積極的に推進するために、市長が

直接市民と対話し、市民からの意見・提案などを市政に反映させることにより、市民参

画の促進を図る。 
     今年は、少しでも多くの市民と懇談を深めるため、前半の「市の経営に関する説明会」

（旧町単位：５会場）と地域課題解決に結びつく「懇談会」（小学校区単位：22 会場）
に分けて開催した。特に「懇談会」を開催するにあたっては、事前に懇談地域から出し

てもらったテーマを公表し、それに沿って行った。 
２ 参加者 

「伊達市経営に関する説明会」156名 
「ふれあい懇談会」659名     合計 815名（昨年 760名） 
（詳細は資料１－３のとおり） 

３ 成果 
「説明会」「懇談会」をとおして、単純に現住人口に占める参加者の割合を比較すると、

中山間地域の出席率が高い傾向があった。このことは、人口密度が高い地域よりも抱え

る課題がより深刻であることを意味する。また、発言内容的には、全般的に地域におけ

る人口減少と少子高齢化に起因するものが大勢を占めていた。その点においても中山間

地域の深刻さをあらためて認識することができた。具体的には 
①地域の人口減少や高齢化による消防団などの地域密着型団体の活動衰退 
②耕作放棄地の増加 
③子どもの教育環境を基軸とする小学校統廃合問題 
④核家族化及び長寿化による介護家族への精神的・経済的負担増など 

４ 課題 
懇談会における「地域」の現状から、地域は核家族化、少子高齢化の進展によって、

経済の発展過程のなかで培われた家庭生活中心の価値感を持つ「個別化社会」からの脱

却を必要としている。つまり、地域住民が個人としての生活の充足を求めるだけでなく、

相互補完関係を通して地域や社会全体の発展を目指す中で、自らの暮らしの質を向上さ

せていくという新しい価値感を地域につくりあげていくこと。それが今後の伊達市にと

って喫緊の課題である。 
   具体的には以下の施策が考えられる。 
   ①地域で一番困っていることや地域で本当に必要とされていることへの取りくみ、皆

が集れる仕組みづくり 
   ②地縁団体等のコミュニティ活動を行う組織の充実 



【発言事例】                     資料１－２ 
【学校の統廃合】 
○児童数が減少し、PTA会員も減少し、活動に支障が出ている。PTA活動を含め地区の
各団体の統合も必要と考える。現在、小学校の児童数は 50数名、平成２６年度には、複
式学級になってしまう。このことを考えると、小学校の統合もやむを得ないと考える。 
○統合には反対である。小学校が廃校になれば、地域の活性化はどうなってしまうのか。

学校の運動会は地域の運動会である。運動会自体が地域の活性化に繋がっている。 
○PTA会員は全員が統合を希望しています。市としての認識を示してほしい。 
○4 年生の親である。統合の話しがあって、幼稚園の時、複式であることに迷ったが、
実際統合しなくて良かった。地域で見守っている。 

 
【未婚者問題】 
○地区に未婚男女がたくさんいるため結婚相談員を立ち上げて相談にのっているが、１

組もまとまっていない。昔は４Ｈクラブや青年団などの団体があり、出会いの場があっ

た。現在は、青年団もなくなり交流の場がない。紹介してくれる人も今はいない。 
○少子化対策には、若者が結婚することだと思う。行政はこれまで対策をしてきたのか、

また、これからの取り組みをお聞かせ願いたい。 

 
【少子高齢化・介護】 
○毎月の市政だよりを見ると、人口が減少しているのに対し、世帯数が増加している傾

向があり、行政コストの増大が懸念される。 
○私たちの年代がリタイアした場合、地域が大変になると思う。若い者は文化的な生活

を営むために平坦な所に住む傾向がある。そして、転出した若者が年寄りを呼び、それ

が地域の人口減に繋がっているパターンが多い。 
○現在、地区を支える子どもが少ない。団地造成とか雇用対策とか人口を増やす政策や

流出しない政策をとってもらいたい。1 度に大きな団地を造るといずれ年寄りだけにな
るので、10年サイクルで団地造成を計画してはどうか。 
○デイサービスを利用している親と同居しているが、デイサービスからの帰宅受け入れ

時には在宅が必要とされるために、働きに出る時間が規制されてしまう。 
○支給される国民年金だけで生活するためには、少し足りない。どのようにして、我々

高齢者は生活基盤を変えていかなくてはならないのか。３度の食事も１度に減らさなく

てはならないようなこともありうるのではないか。 

 
【耕作放棄地】 
○土地の管理は所有者の責任であるが、一人暮らしや転出により耕作放棄地が増え、猿、

猪の産地になっている。猪が田や畑を荒らしている。 



H21 H20 H19

5月19日 火 梁川 62 81

5月21日 木 伊達 17 37

5月26日 火 保原 11 60

5月28日 木 霊山 39 97

６月 2日 火 月舘 27 44

156 319

H21 H20 H19

6月4日 木 伊達東小学校 東公民館
①快適で住みよいまちづくり
②人と自然が結び合うまちづくり

14 23

6月6日 土 伊達小学校 伊達福祉センター
①快適で安全なまちづくり
②人とまちとが結び合うまちづくり

13 20

6月9日 火 五十沢小学校
五十沢農業構造改
善センター

①公共交通の存続
②小学校の統廃合
③未婚男女のふれあい接点の場づくり

27 38

6月11日 木 富野小学校
富野農業研修セン
ター

①みんなが集まる機会づくり
②耕作放棄地の拡大防止策

30 46

6月13日 土 梁川小学校
梁川農村環境改善
センター

①蚕業試験場の跡地対策
②少子高齢化対策

44 72

6月25日 木 山舟生小学校
山舟生林業構造改
善センター

あなたの想いを聞かせてください
～10年後の山舟生～

27 52

7月1日 水 白根小学校
白根農業構造改善
センター

①高齢化対策
②児童数減少に伴う学校問題

43 43

7月7日 火 堰本小学校 堰本ふるさと会館 少子化対策 33 53

7月9日 木 粟野小学校
粟野農業構造改善
センター

①長沼・ふじ公園周辺の環境整備と公園化の実現
②「児童数減少」解決への検討策

27 41

7月15日 水 大枝小学校
東大枝農業構造改
善センター

①今後ますます進行する高齢化対策
②小学校統廃合問題

48 22

7月18日 土 保原小学校 保原市民センター
①安全な地域づくりと「きづな」づくり
②中心市街地に「にぎわい」を戻す

38 67

7月22日 水 大田小学校 大田公民館 安心・安全な地域づくりと活性化 23 18

7月28日 火 上保原小学校 上保原公民館 安心・安全な地域づくり 21 30

7月30日 木 柱沢小学校 柱沢公民館 地域の「きずな」づくりと活性化 34 13

8月4日 火 富成小学校 富成公民館
①社会資本の地域内格差の是正
②地域の活性化

31 12

8月6日 木 小国小学校
小国ふれあいセン
ター

活力ある地域づくりに向けて 19 30

8月19日 水 大石小学校
霊山ふれあいセン
ター

高齢化社会と生活の課題 38 35

8月22日 土 掛田小学校 霊山中央公民館 商店街の活性化 24 35

8月25日 火 泉原小学校
泉原勤労者交流セ
ンター

少子高齢化社会と地域の活性化 25 31

8月27日 木 石田小学校
石戸ふれあいセン
ター

高齢化社会と生活の課題 17 36

9月2日 水 小手小学校 小手小学校
①小手小学校の今後について考える
②地域コミュニティの活性化と子育て

32 16

9月5日 土 月舘小学校
ふるさとふれあい
ホール

①高齢化社会に対応する地域自治組織のあり方
②みんなで考える有害鳥獣駆除対策

51 27

659 760計

参加人数

ふれあい懇談会

参加人数

梁川農村環境改善センター

計

伊達福祉センター

保原市民センター

霊山中央公民館

ふるさとふれあいホール

会　　　場

　平成２１年度ふれあい懇談会及び伊達市経営に関する説明会開催状況

日　　程 地　　区 会　　　場 懇談テーマ

伊達市経営に関する説明会（Ｈ１９年、２０年はふれあい懇談会の前段で説明）

日　　程 地　　区

資料１－３



平成２１年度伊達市就職面接会開催について 

 

 総務省統計局の調査によると８月現在での全国完全失業率は 5.5％で、完全失業者

は 10 ヶ月連続で増加している。また、８月現在の全国有効求人の倍率は 0.42 倍であ

り、福島地域に限っては、0.28 倍と非常に低い状況にある。 

 伊達市地域職業相談室における４月から８月までの新規求職者数等については下

記のとおりであり、新規就職者に対する就職件数の割合は 31％（平成 20 年：37％） 

となっている。 

 [単位：件] 

新規求職者数 相談件数 紹介件数 就職件数 

平成２０年 平成２１年 平成２０年 平成２１年 平成２０年 平成２１年 平成２０年 平成２１年

1,054 1,453 2,942 4,702 2,011 3,239 389 451

このような雇用情勢の悪化を改善するため、はじめての取組として、就職面接会及

び就職支援セミナーを開催する。 

 

 

１ 目的 

  伊達市内への就職を希望する市民に対し、求人企業との面接・面談の機会を提

供し、求職者の早期就職の促進を図るとともに、市内企業の人材確保に資する。 

 

２ 共催  

福島県、ハローワーク福島、福島県中小企業団体中央会、伊達市商工会、 

保原町商工会 

 

３ 開催日 

  平成 21 年 11 月 17 日（火）       

 

４ 開催内容 

 (1) 就職面接会 

・時  間 １３時３０分～１６時００分 

・場  所 伊達市保原市民センター 

・参加企業 ２０社（予定） 
・参加企業の内容 

伊達市内及び伊達市近隣に就業場所又は営業拠点があり、採用

の予定があること。ハローワークに求人票を提出している企業 

資料２ 



(2) 就職支援セミナー 

ハローワーク福島職員により、就職に関する応募書類の作成方法や企業面

接のポイントなどについて講演を行う。 

・時   間 12 時 30 分～13 時１５分 

・場   所 保原原中央公民館 ２階 第一研修室  

・定  員 45 人（事前申し込みが必要） 

・募集期間 10 月 8 日から 11 月 13 日まで 

・申 込 先 産業部商工観光課（TEL 577-3175) 

 (3) 募集対象者 

     伊達市在住で、求職活動を行っており、ハローワークに求職申込をしてい

る人。 



平成２１年度現道舗装について 

 

 

１ 目的 

梁川総合支所管内の舗装率が３５．７％（伊達市５１．０％）と伊達市管内ではもっとも

遅れているため、地域住民の作業と市の原材料等の負担で協働のまちづくりによる舗装工事

を行い、管内の舗装率を高め、市と地域住民の手づくり道路をつくることにより、市民の快

適な住環境の整備を図ることを目的とする。 

 

２ 期待される効果 

地域自治意識の高揚（施工場所、方法における自己決定）と協働作業による地域連帯感

が醸成される。 

 

３ 実施主体 

 自治会又は町内会 

 

４ 予算額 

 １地区 約１００万円 （機械借上げ代・原材料代） 

  梁川・粟野・堰本・白根・山舟生・富野・五十沢・東大枝の８地区 

 

５ 実施内容 

・ 舗装工事は町内会を主体におこなう。原材料（生コン、型枠等）と機械代（オペレーター

含む）は市が負担し、工事作業は受益地区の市民が行う。 

・ 原則としてコンクリート舗装をおこなう。 

・ 約１００万円の舗装工事の延長目安として、幅員３ｍで概ね１００ｍ。 

・ 対象路線は、市道に認定されている道路で幅員４ｍ未満の市道。 

・ １地区の計画路線は、１本に限定しない。 

・ 現道舗装のみ対象とする。但し場所によって横断溝を含めても可能。側溝等は対象外。 

・ 工事に関する指示事項は、着工前に業者に指示。 

 

６ 傷害保険 

  万が一ケガ等起きた場合には、市が加入する保険を適用する。また町内会等で加入してい

る保険でも対応してもらう。 

 

７ その他 

「現道舗装」とは、拡幅をせずに現況の砂利道に舗装を行なうものである。 
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平成21年度　現道舗装工事決定箇所

ＮＯ． 地区名 路線名 延長
出役延べ
人数 精算予定額　　① 工事設計積算額　② 対比①/②

1 梁川 南本町3号線 80 20

2 粟野 古内細尾内選 180 47

3 堰本 町通３号線、屋敷通４号線 300 40

4 白根 舘２号線 116 24

5 山舟生 小沢岡線 150 60

6 富野 山岸１号線 100 70

6 五十沢 荒屋敷１号線、舘ヶ森線 190 46

8 東大枝 西部里後線、西部下窪線 193 50

計 1,309 357 10,000,000 15,950,000 63%

※　１地区おおむね100万円を目安に施工する。
※　町内会等の出役（延べ357人）によって施工する。
※　工事に係る原材料・機械借上げ代等は市が負担する。
※　請負工事と対比して平均４０％の経費節減が図られる。
※　舗装によって大雨による路面洗掘等被害が少なくなり維持経費も節減される。
※　現道舗装共同作業によって住民の融和と地域づくりに期する。
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第 30 回記念三浦弥平杯伊達市梁川ロードレース大会 

 

三浦弥平杯伊達市梁川ロードレース大会は、伊達市梁川町(旧白根村)出身で福島県

初のオリンピックマラソン選手として第 7回アントワープ大会(1920 年)、第 8回パリ

大会(1924 年)に出場した、故三浦弥平氏の偉大な功績をたたえるとともに参加者の健

康増進と体力づくりを目的として開催しています。 

●日時 平成 21 年 10 月 25 日(日)  ※雨天決行。当日、7時から受付 

●会場 （スタート・ゴール）伊達市役所梁川分庁舎前 

●開会式 7 時 50 分～ 

●申込人数 1,750 人（昨年 1,188 人） 

●種目  

種目 

距離 部門 走者区分 

スタート 

予定時刻 

1 部 親子 父の部(小学 1年、2 年) 
1 キロ 

2 部 親子 母の部(小学 1年、2 年) 
9 時 00 分 

3 部 小学 3年男子の部 
2 キロ 

4 部 小学 3年女子の部 
9 時 10 分 

5 部 小学 4年男子の部 
2 キロ 

6 部 小学 4年女子の部 
9 時 15 分 

7 部 一般男子ハーフ Aの部(49 歳以下) 

8 部 一般男子ハーフ Bの部(50 歳以上) 

9 部 一般女子ハーフ Aの部(49 歳以下) 
21.0975 キロ 

10 部 一般女子ハーフ Bの部(49 歳以下) 

9 時 30 分 

11 部 壮年 Aの部(40～49 歳) 

12 部 壮年 Bの部(50～59 歳) 

13 部 壮年 Cの部(60～69 歳) 

14 部 壮年 Dの部(70 歳以上) 

15 部 中学男子 Aの部 

5 キロ 

16 部 一般・高校女子 Aの部 

9 時 40 分 

17 部 小学 5年男子の部 
2 キロ 

18 部 小学 5年女子の部 
9 時 45 分 
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19 部 小学 6年男子の部 
2 キロ 

20 部 小学 6年女子の部 
10 時 10 分 

21 部 中学男子 Bの部 
3 キロ 

22 部 中学女子の部 
10 時 20 分 

23 部 高校男子の部 

24 部 一般男子 Aの部(39 歳以下) 

25 部 一般男子 Bの部(40～49 歳) 

26 部 一般男子 Cの部(50～59 歳) 

27 部 一般男子 Dの部(60 歳以上) 

10 キロ 

28 部 一般女子の部(高校生を除く) 

10 時 35 分 

29 部 一般男子 Eの部 
3 キロ 

30 部 一般・高校女子 Bの部 
10 時 50 分 

 

●表彰式  閉会式において行います。 

※親子の部・小学生の部の表彰は 11 時から行います 

●閉会式 12 時 20 分（予定） 

●招待選手 佐藤敦之選手（早稲田大学競走部ＯＢ、中国電力陸上競技部） 

      早稲田大学競走部員３名 

 

 

【※佐藤敦之(さとうあつし)選手の略歴】 

  ・ 出  身  福島県会津若松市（県立会津高等学校、早稲田大学卒業） 

・ 生年月日  1978 年 5 月 8 日 

・ 身長/体重  170cm／55kg 

・ 自己記録  フルマラソン ：2時間 7分 16 秒（日本歴代４位） 

         ハーフマラソン：1時間 0分 25 秒（日本記録） 

※佐藤選手と共に、妻の美保選手（陸上女子 800ｍ日本記録保持者）も参加し

ます。 

 

 

 

 

 

問い合わせ先：大会事務局（伊達市梁川体育館内）TEL577-0403 



三浦弥平氏の軌跡(1891年～1971年) 
 

 
   明治２４年４月に、伊達郡白根村の蚕種製造を行う大きな農家に生まれた。尋常小
学校時代は、負けん気の強い、ヤンチャなガキ大将で、学校では体操や鉄棒、はねっく

らが得意であったと言われる。その後、梁川町の尋常高等小学校に進むが、途中身体を

こわし１年半休学するほどでした。 

明治４０年４月、宮城県白石町（現 白石市）にある刈田郡立刈田中学校（後の県立

白石中学校・現白石高等学校）に入学した。中学時代も、身体をこわし、半年ほどの休

学となり、温泉地での寮養をしながらランニングなど体力つくりをした。このことが効

を奏して、中学校の秋季運動会１、０００メートル走で優勝したことが、マラソンを志

すキッカケになった。 
   白石中学校を卒業した後、向学の志をたて上京、大正５年早稲田大学政治経済学科へ
入学、創部まもない競走部に入部した。多くの大会に出場、長距離の中心選手として活

躍した。 

大正８年４月の第１回関東インターカレッジの２５マイル走で優勝、 同年１１月関

西で開催された第７回日本選手権大会２５マイル走でも優勝した。大正９年２月、第１

回の箱根駅伝大会が開催されると、早稲田チームの山登りは三浦がつとめた。この頃、

三浦は国内でも屈指のランナーであった。 
大正９年８月、日本としては２度目の参加となる第７回オリンピック・アントワープ

(ベルギー)大会のマラソン選手４名の一人として選ばれた。福島県内では初めてであっ

た。この大会で、三浦は２４位。日本選手の最高は、金栗の２２位であった。 
  大会後、三浦はドイツに留学。ベルリン大学・ドイツ体育大学で学ぶ。この間、ベル

リン市のシャーロッテンブルグ・スポークラブに所属し多くの競技会で活躍、ドイツ国

内でも有力なランナーとなっていた。 
大正１２年７月に第８回オリンピック大会がパリで開催されると、ドイツ留学中の三

浦は、マラソン選手として２度目の参加となった。マラソン選手で、もっとも期待され

た三浦弥平は、練習中に足首を痛めるなど体調不調で途中棄権となった。 
 
  昭和３年、ドイツ留学から帰国すると、母校早稲田大学講師などの要請を断り故郷の

白根村に戻り、宮城県境ブナ山に青少年の総合スポーツ施設建設をめざした。 
 この施設はオリンピック村と称し、昭和７年頃に第１期としてのバンガロー・広場・

スキー場・自然プール・農場などが完成した。「早稲田高原グルネーワルド・オリンピ

ツク村」の施設には、体育館、陸上競技場、植物園、図書館などの構想もあった。  

 三浦は帰国まもない頃、白石市の友人に「体育大学をつくりたい。」と語ったと言わ

 福島県初のオリンピックマラソン選手。第７回オリンピック・アントワープ大会、

第８回パリー大会に出場。ドイツ留学から帰国後、ふるさとにオリンピック村を創

設、青少年スポーツ振興に尽力した。 
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れる。夢の実現に向けた第一歩であった。 
 この施設は、小学校の林間学校や青年や地域住民のスポーツ・レクリェーションの場

として、各種競技会の開催やキャンプなどの野外活動・林間学校など多くの人々に利用

されたが、太平洋戦争の拡大にともない閉村となった。 
昭和17年に、三浦は満州建国１０周年とスポーツ親善を目的に「東京・新京マラソン

間親善マラソン」を実施、満州に渡り戦後帰国する。 

 
   終戦後の昭和２１年に帰国、生家近くの山王神社の隣りに居を構え、自宅を体育公民
館と称して地元の青少年に開放した。 体育公民館には、図書や資料を備え、巡回文庫、

裁縫や書道講習などのほか季節保育所の開設、各種スポーツ大会の開催や青少年スポー

ツ活動などを行った。なかでも、白根体育クラブ(白体クラブ)の育成指導を行い、県北

や県内の多くの駅伝大会などでめざましい活躍をした。「白体クラブ」の伝統は、今も

引き継がれている。 
 三浦には、羊を連れての富士登山、蔵王お釜での水泳、相馬への魚買など、走るこ 

とにまつわる数々のエピソードが伝えられている。 
  三浦は、白根体育クラブや地元青年たちに「日常生活が練習だ。」と説いた。かかとを

上げて歩く筋力トレーニングや呼吸方法など、普段の生活の中での練習を指導した。 
 
  三浦は、いつも夢や目標をもち、その実現にむかって、ひとつひとつ努力をしながら

進む生き方であった。  
「常に、百年先のことを考えながら行動する。」が、三浦の信条であった。 
   
  昭和４６年４月、８１歳で永眠。 
白根高田地内の墓地に眠る。 

 

 

 

 

 

 

       ＜参考資料＞ 

梁川町史第１０巻 「文化・旧町村沿革」 

幕田宗孝氏助言 

 

 

 

 

 



三浦弥平翁二つの記念碑について 

 
三浦弥平翁の偉大な功績を記念して梁川には二つの記念碑があります。これは、梁川町体

育協会が中心となって建立しました。 

 

 ひとつは、三浦弥平氏の居宅跡である白根木野田地区にあります。題字は梁川町長池

田善治氏により書かれたもので、記念碑裏面の碑文には、「スポーツこそは、吾人に何

物よりも、強き力を與えるものであ

る・・・」と書いてあります。この言

葉は、大正１３年、ドイツ留学中の

三浦弥平翁の論文「最近獨逸に

おけるスポーツの新傾向」にある

ものです。 

 

平成１７年６月２６日建立 

梁川町体育協会・白根地区体育協会 

 

 

 

 もうひとつは、三浦弥平杯梁川町ロードレース大会の２５回の開催を記念して阿武隈急行

線梁川駅前広場に建立したものです。 

 碑文の「 自彊不息 」については、

第７１代衆議院議長であり、財団法

人 日本陸上競技連盟会長、早稲

田大学競走部ＯＢである、河野洋平

氏の揮毫によるもので、「自ら勉めて

励むこと。」を意味しています。 

 レリーフは梁川町出身の佐藤信雄

氏の制作によるものです。佐藤氏は

１９５６年生まれで、福島大学・岩手

大学で美術を専攻し、現在、県立高

校教員をしながら美術活動をしてい

ます。 

          平成１６年１０月２３日建立 

                    三浦弥平翁記念碑建立実行委員会・梁川町体育協会 



白根オリンピック村 

 
 
 

 
 
 
 
オリンピック村バンガロー 

（1932年頃） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
オリンピック村で

の卓球の様子 
（1932年頃） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




