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川崎の社会福祉
川 崎 市 社 会 福 祉 協 議 会

作品名：花火（四季の折り紙）

作者：尾形博子さん

所属：さいわい健康福祉プラザ
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・介護予防体操～ラップの芯を使って楽しくストレッチ体操～
・インフォメーション 〜ホームヘルパー養成研修
（2級課程）他〜

N o . 5 4 6
社会福祉協議会は住民の参加により福祉のまちづくりをすすめる民間組織です

平成２１年度 川崎市社会福祉協議会 事業計画・予算
住民主体の原則に基づき、誰もが安心して暮らすこと

2. 複雑化する福祉問題に対応し、市民の声を集約でき

のできる地域福祉の実現を目指し策定された
「第 2期地域

る機能的な事業体の構築

福祉活動推進計画」については、3年目を迎え計画の中間

地域福祉情報バンク事業については、行政情報のほ

年にあたりますが、激変する社会情勢により福祉を取り巻

か、福祉関連図書・ビデオ等の利用や福祉関連イベント、

く環境も変化し、新たな福祉ニーズや事業の修正が必要

研修・講座、ボランティア募集の情報等、蓄積した福祉

となっています。

関係情報をより多くの市民に発信するとともに、サービス

このため、計画にある全事業の点検・評価を行い、現

提供者が市民に対して自由に情報発信できる場を提供

況に即応した見直しを図るとともに、川崎市の地域福祉

する
「地域福祉情報総合提供サイト」の運営を開始いたし

ネットワークの核として計画に基づいた事業の着実な推進

ます。

を図ってまいります。
厳しい経済状況の下、雇用の問題が大きくクローズ

また、総合相談窓口としてのふくし相談・かわさき障害
者110番・専門相談の充実を図ってまいります。

アップされている一方で、社会福祉施設をはじめとする

本会職員で構成する企画調整会議において検討を重

福祉分野においては、慢性的とも言える人材不足は深

ねた五つの事項
（①受託事業と社協事業・②居宅介護事

刻な状況となっており、より一層の対策に取り組む必要

業・③歳入の拡大・④市・区社協事業の見直しと財源充

があります。

当のあり方及び職員配置の適正化・⑤給与規程の見直し）

本年度、介護保険等の報酬改定がなされたところです
が、その改定内容からは本会の実施する居宅介護等事業

について継続課題として取り組んでまいります。
また、本会の第 2期地域福祉活動推進計画については、

においては、ホームヘルパー等事業従事者の処遇改善に

5か年計画の中間年として、部課長等で構成する評価作

繋げることは、大変難しいと予想されます。

業委員会において全事業の点検・評価を行い、企画調整

この厳しい状況に鑑み、行政や関係機関と協働して、
福祉人材の確保・良質なサービス提供が可能な人材の

会議における課題との整合性を図りながら、現況に即応
した見直しを図ってまいります。

養成・社会福祉施設従事職員の定着化などの対策を進
めてまいります。

3. 多様化した福祉ニーズに対応し、また継続的に良質な

財政運営の適正化については、自主財源の確保・効率

福祉サービスの提供を行うための福祉人材育成の強化

的かつ効果的な予算執行・事業の見直しによる歳出の削

川崎市高齢社会福祉総合センター及び川崎市総合福

減・適正な職員配置の検討を引き続き行い、安定した法

祉センターの研修事業の充実を図り、専門性に基づく最

人運営を維持するべく努力してまいります。

良の援助が提供できる福祉人材の育成に努めるとともに

これらを踏まえ、本年度も、本会の発展強化を目指し

地域講座や介護予防講座など広く一般市民を対象とした

策定された第 2期地域福祉活動推進計画の五つの重点目

講座の開催及び介護いきいきフェア等の普及啓発事業の

標に沿い、積極的な事業実施に取り組んでまいります。

実施を行います。
深刻な福祉人材不足に対応するために、福祉人材バン

■ 重点項目

クでは就職相談会の一層の充実を図るほか、川崎市や本

1.「住民主体の原則」に基づく、強固な組織基盤の整備

会人材開発研修センターと連携した福祉人材確保対策に

本会の会員・会費制度は、平成 20年度に
「会員及び会
費制度等検討委員会」からの新たな制度の検討報告を受
け、平成 22年度から施行される予定です。
本年度は、新制度実施に向けた諸規程の改正、会員へ
の周知を行うとともに新たに会員対象となる団体への入
会の呼びかけを積極的に行ってまいります。

取り組みます。
さらに社会福祉施設従事者を対象として、臨床心理士
による従事者向け相談窓口を開設し、福祉職の定着化を
図ってまいります。
また、福祉人材バンク・川崎市高齢社会福祉総合セン
ター等本会各部門で実施している各種人材養成研修等

平成 21年 6月には、第 52回大都市社会福祉施設協議会

について整理・体系化を図り、研修事業のニーズ把握・

（川崎市大会）の開催を予定しており、施設部会を中心と

内容調整など次期指定管理を見据えて
「仮称・社会福祉

した実行委員会による大会の円滑な実施を図ってまいり

研修センター」の検討を始めるとともに行政と協議・連携

ます。

してセンター設置に向けた検討を行います。

4. 川崎市内の協議体・運動体としての事業構成、効率

支援センターの円滑な業務遂行を総合的に支援し、併せ

的な事業展開の徹底

て介護支援専門員への支援の実施を行います。なお、行

聴覚障害者情報文化センターについては、次期指定管

政と協議により事業再構築の検討を行います。

理者応募の当事者運営実現に向けて検討及び準備を行
います。

川崎市あんしんセンター事業である
「日常生活自立支
援事業」をより身近なものとして利用できるように展開し

本会の介護保険等在宅サービス事業は、介護報酬の
改定による影響は微量であり厳しい経営状況が続くこと

た各区あんしんセンターの円滑な事業推進を図るために
積極的な支援を行います。

が予想されますが、在宅介護におけるセーフティーネット
の役割を維持し、安定した良質のサービス提供をするた

5. 財務運営体制の確立

め、徹底した経営管理を行うとともに、人材養成事業の
強化・充実によるヘルパーの確保に努めます。

財政状況は、依然として厳しい状況が続いており、安定
した法人運営を維持するため、法人資金については、安

川崎市からの受託事業については、企画調整会議にお

全で最も有効な資金運用を行い自主財源確保に努め、本

いて事業状況の確認を行い、他部門との調整・連携を検

会ホームページを活用したバナー広告の掲載による広告

討するなど必要に応じて三役への提言を行ってまいりま

収入の確保に取り組みます。

す。また、補助事業については、事業点検を行い事業実

また、企画調整会議における事務事業の点検を徹底す

施に必要な川崎市との協働体制の構築と事業費支援の

るとともに、職員の適正な配置や職員給与規程の見直し

調整を進めてまいります。

を図り、人件費の抑制と歳出削減に努めます。

地域包括支援センター事業においては、市内地域包括
■ 事業別予算
事業種別
法人運営事業
調査・研究事業

単位：千円
予算額

備考
880,795 法人運営事業、運用資金積立事業、退職金積立事業
72 地域福祉活動推進計画事業

研修事業

491 職員等研修事業

企画・広報事業

290 社会福祉大会

連絡・調整事業
区社協推進事業
助成事業

1,734 交通災害遺児交流会事業、福祉医療機構事業
196,536 区社会福祉協議会活動補助
28,806 ふれあい活動支援事業等各種助成

部会・委員会事業

9,618 各種部会・委員会等

民生委員互助共励事業

4,495 民生委員児童委員研修事業、民生児童委員互助給付

福祉基金運営事業
資金貸付事業
共同募金配分金事業

49,088 基金積立事業、果実利用による助成事業
218,994 振興資金貸付事業
97,990 広報活動・区社会福祉協議会事業補助

指定管理事業

406,514 聴覚障害者情報文化センター・高齢社会福祉総合センター・総合福祉センター

受託事業

693,484

第三者評価事業
ボランティア活動振興事業
日常生活自立支援事業

老人いこいの家調整事業・福祉人材バンク・日常生活用具給付等受託事業・
地域包括支援センター他

5,000 第三者評価事業
14,748 ボランティア活動振興センター
128,702 金銭管理サービス事業、書類等預りサービス事業、成年後見事業

居宅介護等事業

1,546,239 訪問介護・居宅介護支援・障害者居宅介護

高齢者外出支援乗車事業

1,660,868 高齢者フリーパス交付等事業

金品援護事業
合

計

1,000 金品寄附
5,945,464

〜ありがとうございます〜

セレサ川崎農業協同組合から地域福祉の推進に寄付

去る5月20日、セレサ川崎農業協同組合から、本会へ
1,825,810円の寄付をいただきました。また、市内各区の
社会福祉協議会へも多額の寄付をいただいています。
これは、平成 20年度に、セレサ川崎農業協同組合が主
催した
「ＪＡセレサ川崎感謝の集い」などの各イベントにお
いて、組合員や参加者の方々などに地域福祉の推進のた
めに募金を呼びかけ、集めていただいたものです。
本会への寄付金は、災害時用ワンタッチ式テント２張り
及び川崎市総合福祉センターで使用する講演台1式の購
入に充てさせていただくなど、本会の地域福祉活動に有
効に活用させていただきます。

（写真）セレサ川崎農業協同組合 代表理事組合長 髙桑光雄様
（右）から寄付をいただき、川崎市社会福祉協議会斉藤二郎会
長より感謝状を贈呈しました。

福祉基金への寄付にご協力ください
福祉基金とは？
川崎市社会福祉協議会では、市民、企業からの寄付金と行政からの補助金等を基に、3億円を目標に積み
立てています。その果実により、在宅福祉サービス、ボランティア活動の育成等、市民の社会福祉への参加と
福祉向上を図っていこうとするものです。現在、在宅福祉サービス、障害者・児支援、福祉教育、調査研究、
ボランティア活動推進、小地域福祉活動の 6事業と、その他先駆的・開拓的な
事業を加えた7事業に対して助成をしています。
※平成 22年度福祉基金助成金の助成団体については秋ごろ募集をいたします。
福祉基金のほか、本会が実施する社会福祉事業への寄付も募集しています。

【寄付に関する問合せ】
総務課
TEL：739-8710

ご存知ですか？“福祉サービス第三者評価”
福祉サービスの第三者評価は、福祉サービス事業者

川崎市社会福祉協議会でも、第三者評価を実施しています！

（保育園や福祉施設など）が、利用者によりよいサービス

評価を受けていただいた事業所様からは、
「日頃の業

を提供するために、自らすすんで第三者評価機関による

務を振り返るよい機会になった」
「努力していることにつ

客観的な評価を受けて、その評価結果情報を公表する仕

いて、評価されたことは励みになる」
「これからの課題が

組みです。

はっきりした」という感想を頂いております。

例えば、
「近所の保育園はどんな園だろう・・・」と思っ
たとき、第三者評価結果情報をご覧ください。評価を受

平成 20年度に本会で評価を受けていただいた事業所
様をご紹介します。
（順不同・敬称略）

けていればその保育園の特徴など詳しい情報を見ること

（福）なごみ福祉会

さぎ沼なごみ保育園
（宮前区）

ができます。

（福）すぎのこ福祉会 こどものいえもも保育園
（宮前区）
（福）新日本学園

新日本保育園
（中原区）

評価結果につきましては、下記の HP にて公表されております。

（福）厚生館福祉会

星の子愛児園
（多摩区）

・かながわ福祉サービス第三者評価推進機構
http://www.k-daisansyahyouka.org/

（福）長寿福祉会

あさのみ保育園
（麻生区）

・川崎市福祉サービス第三者評価
http://www.city.kawasaki.jp/35/35kikaku/hyouka/

第三者評価に関するお問い合わせは
川崎市あんしんセンター運営課まで
TEL：739-8727

… 特集 … 介護保険制度情報

平成２１年４月の大きな変更点

介護保険サービスを提供した際に介護保険事業所に支払われる介護報酬の額は、3年に1回見直されることになってい
ます。理由は、利用者を取巻く状況の変化や、社会の物価・賃金の伸びに伴う介護サービス全体の費用の変化等に対応
するためと言われています。介護報酬が変更されることで、サービスの利用料も変化する場合があります。
ここでは、平成 21年 4月から改定された
「介護報酬」などの変更内容についてご説明いたします。
■ 介護人材の確保のために介護報酬が３％アップされたの？
ニュースや新聞でも取上げられているとおり、介護に従事
する人材の不足が社会問題になっています。高齢者になって

■ 高齢者の月額保険料も３％値上げされたの？
川崎市にお住まいの 65歳以上の方からお預かりする保
険料の基準額は変更されませんでした。

も安心して暮らし続けていける社会にしていくためには、介

65歳以上の方の介護保険料は、本人・世帯の課税や所

護や福祉に従事する人材の確保は必要不可欠といえます。そ

得の状況に応じて10段階に分けられています。市区町村

こで今回の報酬改定では働きやすい介護現場の実現と、よ

にごとに基準額が定められており、川崎市の基準額は年

り質の高いサービスの提供へ向けて全体で 3％介護報酬を

額 48,390円
（おおむねの月額 4,033円）となっています。こ

増額することになりました。ただし、これはあくまで全体を通

れは、平成 18～ 20年度の基準額と同額になります。

した 3％アップであるため、個々の介護サービスの報酬が一
律に 3％アップしたわけではありませんのでご注意ください。

■ ケアマネジャーから「住民票」を確認したいと言われたがなぜ？
今回の介護報酬の改定で、ケアマネジャーの報酬に

■ サービスの利用料も値上げされたの？

「独居高齢者加算」というものが新設されました。厚生労

介護サービスの利用料は、使うサービス内容、回数、従

働省によると
「介護支援専門員
（ケアマネジャー）が利用

事者の資格、利用時間数、サービス事業所、等々により異

者の同意を得て、当該利用者が住民票上でも単独世帯で

なります。また前述したように今回の報酬改定では全ての

あることの確認を行なっている場合に算定できる」として

サービスが一律に3％アップしたわけでもありません。介護

います。お一人暮らしの方で介護保険サービスを利用して

保険は複雑な制度ではありますが、利用料にどのように反

いる方には、ケアマネジャーか

映するかはケアマネジャーやサービス事業所からの説明を

ら住民票 確認のお願いがある

しっかり聞いておくことが大切です。

場合があります。

介護保険制度を上手に利用していただくためには、少しずつでも制度を理解していくことも必要かと思い
ます。制度のことでわからない時は、遠慮なく最寄りの区役所か地域包括支援センターにお尋ねください。

ご紹介しています

働

く

働く福祉 学ぶ福祉

福祉人材バンク

福祉人材バンクでは福祉のお仕事を紹介しています。介

学

ぶ

高齢社会福祉総合センター
人材開発研修センター

高齢社会福祉総合センター人材開発研修センターでは、福祉

護職員、支援員・相談員、ホームヘルパー、看護職員など福

関係書籍1,000冊以上、ビデオ 500本以上の貸出し
（無料）や、

祉関係の求人を取り扱っております。市内の福祉関係のお

福祉用具の展示を行っています。また、介護・福祉に関する様々

仕事をお探しの方、職員の募集をお考えの事業所様はお問

な研修（一般・専門職向け）も実施しています。

い合わせください。

蔵書資料（図書・ビデオ等）については本会ホームページ
（ア
ドレスは 8面に掲載）または当センターホームページ
（http://

所 在 地 中原区上小田中 6-22-5
川崎市総合福祉センター５Ｆ
（JR 武蔵中原駅前）
TEL：739-8726

FAX：739-8740

開所時間 9:00～ 17:00
受付時間 9:00～ 11:45・13:00～ 16:30
開 所 日 月～金曜日・第１土曜日
詳細は電話でお問い合わせいただくか、本会ホームページ
（アドレスは８面下に掲載）にてご覧ください。

www.kourei-c.jp/）にて検索ができます。
所 在 地 多摩区長沢２-１１-１
（聖マリアンナ医科大学病院向かい）
TEL：976-9001

FAX：976-9000

開所時間 8:30～ 17:00
開 所 日 月～金曜日
詳細は電話でお問い合わせいただくか、上記ホームページにて
ご覧ください。

「地域包括支援センター」

お気軽にご相談下さい！

地域包括支援センターは、平成 18年 4月に介護保険法
に基づき設置された公的な機関です。主に高齢者の方々
の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援
助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増
進を総合的に支援することを目的としています。川崎市で

こんなときにご利用ください
→ 介護予防に関する相談をしたい
→ 高齢者の介護や福祉に関する相談がしたい
→ 介護保険サービスのことで相談したい

は、社会福祉法人、医療法人等に委託をして市内に40か

＊成年後見制度の活用支援や消費者被害の相談、高齢

所設置されています
（2009年 6月現在）皆様のお住いの地

者の皆さんを支えるためのネットワークづくりにも取り

域ごとに地域包括支援センターがあります。

組んでいます。

川崎市社会福祉協議会では、川崎区に大師中央地域

川崎市社会福祉協議会では、前述した 2つの地域包

包括支援センター、高津区に溝口地域包括支援セン

括支援センターに加え、地域包括支援センター調整

ターの 2か所を川崎市から受託しています。

課において川崎市からの委託により、川崎市内の 40
か所の地域包括支援センターと川崎市の間での様々

【大師中央地域包括支援センター】

な連絡調整業務を行うほか、ケアマネジャーや介護

住所： 川崎区台町 26-7

サービス事業所からの相談、調整業務等に携わって

TEL： 044-270-5112

います。

FAX： 044-287-5562
【地域包括支援センター調整課】
【溝口地域包括支援センター】

住所： 中原区上小田中 6-22-5

住所： 高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3F

川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）6F

TEL： 044-820-1133

TEL： 044-739-8723

FAX： 044-822-0500

FAX： 044-739-8732
受付時間：月～金

8：30～ 17：00

「災害ボランティアセンター」

いざという時 助け合う心をひとつに

都道府県の社会福祉協議会では、平成 7年に発生した阪神・淡路大震災以降、大規模災害発生の際、被災者救援活動
の支援に向け、
「災害ボランティアセンター」を設置することになっております。
川崎市社会福祉協議会の災害時における対応については、川崎市の災害対策本部より支援要請が来た場合、川崎市
社会福祉協議会とかわさき市民活動センターにおいて、災害ボランティアセンターを運営することになります。
【災害ボランティアセンターの主な役割】
① ボランティアの力を必要とする被災者と、被災地でボランティア
活動を希望する方を結びつけ、災害復旧・復興の支援をします。

② 被災状況や被災者ニーズを的確に把握し、
情報提供や支援要請を行います。

③ 障がいをお持ちの方や介護を受けている方など
の状況把握を行い、必要な支援に対応します。

万が一の災害時には、地域が一体となって復興に取組んでいかれるよう、川崎市社会福祉協議会としても全力で支援を
していきたいと考えております。

介護予防体操

〜ラップの芯を使って楽しくストレッチ〜

皆さんのご家庭にあるラップの芯を使って効率よく体を動かしましょう。
今回は
「上半身のストレッチ体操」をご紹介します。血液の循環を良くし、生活習慣病や介護予防にも役立ちます。座った
ままでも手軽にできますので、ぜひお試しください。

②
→
←
⑤

③
→
←
④

①ラップの芯の両端を握り胸の前に持ってきます。
⑦
→
←
⑥

腕を下へ伸ばします。

腕を頭の上にばします。

①〜⑦に加えて…

左 右 に体 の 側 面 を
伸ばしてみましょう。

左 右に体をひねって
みましょう。

腕を前に伸ばします。

地域福祉の推進
急速に少子高齢化が進む中で、だれもが福祉と無縁
でない時代になってまいりました。
地域福祉の推進は、私達市民一人ひとりの問題として
受けとめなければならない時代になってきたのです。
更に、都市化、核家族化に伴い、人間関係の希薄化や、

「とかくこれまでの社会福祉は、ややもすると行政か
ら地域住民へのサービスの提供という形をとってきた。
これからは、個人の尊厳を基調とした対等平等の考え
方に立ち、地域住民すべての社会福祉として、地域住民
すべてが支える社会福祉に変えていかなければならな

関係性が閉ざされた社会的孤立化という新しく生まれ

い。そのためには、社会福祉に対しての地 域住 民の理

た現象に対しても私たちはどう対応していくべきか、今

解と協力、つまり地域住民の参加と行動がどうしても

後の大きな課題であります。

必要である。地域住民一部の社会的弱者に対するサー

だれもが安全で安心して暮らせるまちづくりは、これ

ビスとしてではなく、地域住民の身近で日々の暮らしの

からは市民皆様が主役となって、みんなで考え実践して

場である地域社会のさまざまな生活課題に対して地域

いくことを地域で積み重ねていくことがなによりも重

全体で自発的、積極的に取組んでいただきたい。」

要です。こうした市民皆様の主体的活動が幾重にも重

川崎市社会福祉協議会といたしましても、地域の施

なり合うことで、暮らしの安心と、豊かな人間関係で熟

設や団体、個人の様々な活動が相互に連携し、さらなる

成される地域社会が再生されていくのではないでしょ

広がり・発展となるよう役割を果たすため力を尽くして

うか。

参りたいと思っております。

ここで国の中央社会福祉審議会の社会福祉構造改革
分科会からの「これからの地域社会について」の提言を
引用させていただきます。

市民皆様の積極的なご協力をお願い申し上げます。
社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会
会長

斉藤二郎

イン フォメー ション

資格にチャレンジ！ホームヘルパー養成研修（2級課程）～資格を取ってヘルパーさんとして働いてみよう～
日

程： 平成 21年 9月 4日〜 10月 23日まで

定

（原則 月・水・金の 9時から16時 30分）

員： 40名
（最低開講人数 20名、定員超過の場合は抽選）

受講料： 50,000円

講義・演習計 20日間及び11月に現場実習 4日間。

※ テキスト代を含みます
（他健康診断費実費）
。

閉講式12月 4日

※ 本会の事業所にてホームヘルパーとして活動の場合

※ 受講決定者は 8月 28日事前説明会があります。
※ 全日程の出席が必須です。

受講料全額返金制度があります。
申

込： 7月20日から 8月20日17時、郵送又は持参にて必着

※ 欠席の場合、必ず欠席分を受講していただきます。

申込書は各福祉パルにて配布。または

（別途補講料が必要となります。）
会

本会ホームページ（アドレスは下段に記載）

場： エポックなかはら他
演習 5日間

問合せ： 介護支援課

YMCA 福祉専門学校（登戸）

TEL：739-8712 FAX：739-8737

幼児安全法支援員養成講習会
子供に起こりやすい事故の予防や応急手当の方法、子供の病
気と家庭での看病の仕方などを学びます
日

程：9月29日
（火）、9月30日
（水）、10月2日
（金）の全 3日間

会

場：エポックなかはら 7階

定

員：20名
（先着順）

10：30～ 16：00
（29日のみ終了時間16：30）

受講料：1000円
（テキスト代含む）
申

込：8月 26日
（水）午前10時より電話にて受付
（電話番号
は問合せ先と同じ）

問合せ：福祉人材バンク

TEL：739-8726

補聴器講座 〜補聴器とコミュニケーション〜
耳が聞こえにくくてお困りではありませんか？

詳しくは聴覚障害者情報文化センターのホームページでも
http://home.s06.itscom.net/k-joubun/

電話の声が聞きづらくて出るのが億劫になっていませんか？

テレビのボリュームが大きくなったと家族に言われませんか？
そろそろ補聴器を買おうと思うけど、何に注意すればいいのか分からなくて迷っていませんか？
思い当たる方は是非この講座に参加してみてください。同じ悩みを持つ仲間とも出会えます。
補聴器と併せて、他のコミュニケーション方法も覚えると、聞き取りがぐ～んとアップします。
日時

内容

①木曜日コース

○補聴器講座
講師：障害者更生相談所 言語聴覚士 真後理英子先生
○中途失聴・難聴者の体験談
○読話（口の動きを読み取る）体験、手話体験
○聞こえを助ける福祉機器の紹介
○要約筆記（話し言葉を文字にして伝えるコミュニケーション支援）について知る
○参加者の交流
※全部で4回の通しの講座です

13：30〜 15：30
平成 21年 10月8日、15日、22日、29日
②金曜日コース
13：30〜 15：30
平成 22年 1月29日、2月5日、12日、19日

主催：川崎市聴覚障害者情報文化センター

川崎市中途失聴・難聴者協会

お申込みは電話、ＦＡＸ、ハガキなどで、講座前日まで。
【連絡先・問合せ・会場】 聴覚障害者情報文化センター（元住吉駅より徒歩１０分） ※月曜休館
〒211-0037 中原区井田三舞町１４-１６
TEL：798-8800
FAX：798-8804

8月22日
（土）は、川崎市総合福祉センター電気設備点検のため全館休館いたします。
■ 編集・発行
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