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宗 務 所 便 り 
                                         2006 年 8 月 1 日発信    №．25 
 

                                         愛知西教区宗務所長 武山廣道 九拝 
謹啓上 やっと梅雨も上がり本格的な夏空になってきました。 
 ワールドサッカーの決勝戦ロスタイム。有終の美を飾らんとするジダンはイタリア選手の挑発

的なことばに切れた。他人事とは思えない事件である。日常生活における何気ない会話の中にも 
相手を傷つけ苦しめていることは皆無と言えるでしょうか！報告にもあるようにいつまでたっ

ても差別事象が無くならない。特に宗教者・先生・公務員・指導的立場になる者達の自覚不足。 
われわれ宗教者も寺族を含め研修・学習していかねばならない。「自分の生活も他人の生活も大

切にしてゆきましょう。」の実践ですね。弱者の目線で観る真摯な態度もお忘れなきように 
                                        頓 首 

 
7月の報告 
3日     第30期部落解放講座               於、愛知県勤労会館 

3日～4日  法話研修会  主催 青年僧の会         於、白林寺、林貞寺 

7日     連合会役員会                  於、江南一之丸 

7日     開山無相大師650年遠諱記念・妙心寺展準備会    於、名古屋市立博物館 

10日     教区花園会 りんかん学校準備会         於、宗務所 

18日～19日  花園会会長会                  於、本山 

19日～20日  無相教会師範準師範研究会            於、本山 

20日     本山参拝推進委員会               於、本山・花園会館部 

25日     集団得度式                   於、本山 

25日～26日  学徒研修会                   於、本山 

26日～28日  社会事業従事者研修大会             於、本山 

27日     連合会支部長会議                於、犬山国際観光センター 

 
8月の予定 
 2日     宗議会議員任期満了               本派 

 8日～17日  宗務本所、宗務所、宗務支所盆休み 

20日～30日  本山安居会                   於、本山 

25日～27日  花園会夏季講座                 於、本山、花園大学 

31日     人権擁護推進委員会（本部委員）         於、本山 

 

＜報 告＞ 

 
◎適任証書交付 
去る５月に実施された第３３回臨黄合同高等布教講習会において適任証授与者に選出されま

した。今後のご活躍を祈念いたします。 

台番 1734  一宮市大和町  耕雲院 副住職 服部 雅昭 師 

 
◎花園会青壮年部研修会  6 月 24 日～25 日  

ゴミを拾うボランティア活動から 
 ゴミを捨てない人づくりのボランティア活動へ    第十四部 大興寺 新海由久 
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研修体験で、私は「清掃」班に参加させて頂きました。全員「タスキ」を掛け、妙心寺～龍安 
寺～仁和寺～妙心寺のコースを歩きながら小雨の降る中「ゴミ」拾いを行いました。 体験し 
てわかったことは「タバコの吸殻」の多かったことです。 「タバコの吸殻」を捨てる人は地 
球を灰皿と思っているのでしょうか。 現代人の横着さの現れです。 人間が横着をして地球 
（環境）も変化しており将来、地球に人が住めなくなるとも言われています。 
今回の研修のテーマ「見つめよう、わたしのいのち」先祖から引き継がれてきた今のわたしの 
いのち、自分の為だけではなく次へつなげていく「いのち」でなければなりません。 今、必 
要なことは人づくり。 人としてあるべき姿に戻らないと取り返しのつかない事態になるかも 
しれません。 
宗教団体である青壮年部のめざすボランティア活動がそこにあるのではないでしょうか。 
仏教の教えを通じて日常のマナー、モラルを教えていく活動。 仏教をよりわかりやすくして、 
日常生活に仏教の教えを取り入れていく活動・・・・・・。 
「活動することによって見えてくるものがある」ということを今回の体験研修で学ぶことがで 
きました。有意義な研修を有難うございました。 

 
「第三回青壮年部研修会に参加して」         大興寺花園会員 森田孝明 
第三回青壮年部研修会は、去る６月２４日、２５日の２日間、大本山妙心寺で開催された。 
メインテーマは、「見つめよう わたしのいのち」であった。 今回は、研修聴講のほか、参加 
者一人一人が、「おかげさま」を実践するため、京都市街地での献金托鉢及び清掃奉仕が行われ 
た。参加者が、２６０名余りの大研修会であり、メイン会場の花園会館は大盛況であった。 
研修日程は、２２１５試合連続出場の世界記録を樹立し、ケガにも屈せず闘い抜いた、鉄人。 
衣笠祥雄さんの「おかげさま」の心を持ち４０歳まで続けた野球人生の特別講演に始まり、講 
談師の一龍斎貞花師匠による無相大師一代記、玉鳳院及び開山堂拝塔と続いた。 
私は、本山参拝は初めて。その上、雲水のご指導による、本山で最も大きなお堂である法堂で 
の坐禅と５０歳にして自分の宗教に始めて丸一日向き合い、ルーツと対面した感動でやや興奮 
気味の１日目となった。 
２日目は、６時起床、早朝の鳥のさえずり、風の音が響く法堂で、朝課、坐禅、また、粥座（朝 
食）では食事の大切さを考えさせられる作法のご指導があり、１日目以上に自分自身に向き合 
う時を持たせて頂いた。 その後、参加者は、グループに分かれ献金托鉢と清掃活動へ向かっ 
た。私は、四条河原の繁華街で献金托鉢へ参加。一人一人が「おかげさま」の襷をかけ、募金 
箱を持って昨日からの妙心寺の教えをどう実践できるか、人通りが多いデパートが立ち並ぶ歩 
道に立った。 「妙心寺です。おかげさま献金を行っています」恥ずかしく、自信もなく、声 
が小さい。    当然、繁華街の雑踏の中、振り向いてくれる人もいない。同じグループの 
方の募金箱をみてもちらほら。むなしい時間ばかり過ぎていった。 待てよ。私は通行してい 
る人達に献金を沢山してもらうことだけ考え、心もなく呼びかけしている。今回の研修のテー 
マである、「見つめよう わたしのいのち」の純粋な心からの呼びかけや今日まで自分を生かし 
ていただいことに感謝した「おかげさま」の心での托鉢となっていないのではと色々な思いを 
はせながら、次第に大きな声でお願いできるようになったが、そうこうしている内に献金托鉢 
は終了。持っている募金箱の中は０円であった。当日は、あいにくの雨模様で時折激しい雨に 
打たれたが、終えた後は、むしろ心地よく、この研修が自分のものになった充実感をお土産に 
岐路に着いた。お世話、ご指導いただきました役員や雲水の関係方々に心より感謝いたします。 
ありがとうございました。 
 

◎部落解放をめざす愛知研修会 第３０期部落解放講座 
教区人権擁護推進委員 徳授寺 澤田慈明 

 ７月３日に、部落解放愛知県共闘会議主催による上記研修会が愛知県勤労会館にて開催されま
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した。愛知同宗連より臨済宗妙心寺派愛知西教区に５名の参加要請があり、第１部から５部まで

の各部人権擁護推進委員の方にご出席をお願いしました。当日は参加協力いただきまして誠に有

難う御座いました。 

 内容は、以下の通りです。また参加報告書を提出していただいております。 

【基調講演】「新たな部落地名総鑑の発覚と今後の課題」 

       講師 北口末広氏（近畿大学教授） 

【分科会Ⅰ】「グローバル化時代の企業と人権」 

       講師 中村清二氏（部落解放・人権研究所研究部長） 

【分科会Ⅱ】「戸籍謄本等の不正取得事件の実態について」 

      ―愛知県内の実態と全国的な現状・自治体の取り組みについて― 

       講師 豊岡 稔氏（自治労本部政治政策局次長） 

       講師 木村義之氏（部落解放同盟愛知県連合会） 

 

〈参加報告書〉 

第１部 政秀寺 佐藤祖嶽師 

 部落解放をめざす愛知研修会が、７月３日愛知勤労会館で開かれて、会社就職のさい、いまだ

に身元調査が行われ、新たな「部落地名総鑑」が調査業者に所持され、会社に提供される。電子

版「地名総鑑」も存在する。 

 結婚に関しても先方の母から反対された理由がわからず、自分で調べたら親の生まれた地域に

部落がありそのことが結婚に支障をきたした。部落差別完全撤廃がない限り根絶はあり得ない、

ということが今日の内容でした。 
 
第２部 泰雲寺 龍山正純師 
講師に近畿大学教授である北口末広先生を招いて「新たな部落地名総鑑の発覚と今後の課題」

をテーマに講演があった。最初に、企業が面接をしている２０項目の質問に対して部落差別につ

ながる恐れがあるかどうかを私たちが是非を判別するというアンケートがあった。近年の差別事

件を分析していくと今日の部落問題を取り巻く状況が顕著に反映していることが理解できる。さ

らに最近における差別事件の特徴として上げられる代表に戸籍不正入手事件等がある。正確にい

えば最近ではなく、従来からある事件であるが、時代が進み差別撤廃が進展したといわれる反面、

旧来の差別事件と同じ構図を引きずっているのも最近の差別事件の特徴である。時代の前進とと

もに根強い差別意識の部分が減少しているとはいえ、今なお根強い差別意識をもち続けている人

びとの意識はほとんど変化していない。その顕著な事例が結婚差別事件や戸籍不正入手事件であ

り、結婚差別、就職差別、土地差別は多くの人びとにとって人生の重要な局面での差別である。

就職差別は克服に向け大きく前進したが、被差別部落出身者を忌避する典型である結婚差別や被

差別部落を避けようとする不動産購入時等の土地差別は依然として根強いのである。個人の能力

以外で同和地区出身だというだけで差別されてしまうこの現実に大変ショックを受けたととも

に、少しでも早い解決を願う次第であります。 
 

第３部 総見院 戸崎知則師 

 私は、分科会Ⅰを受講してまいりました。「グローバル化時代の企業と人権」がテーマで部落

解放・人権研究所研究部長の中村清二氏の講演を拝聴致しました。 

企業の社会的責任と人権・部落問題・・・・難解でした。 

 

第４部  利海寺 池田豊應代理 副住職 池田丈明師 
 分科会Ⅱ 豊田 稔氏 「自治体における住民情報保護の課題」 

―住基台帳閲覧の法改正などから― 
2006 年 6 月 9 日、「改正住民基本台帳法」が衆院本会議で可決・成立した。改正住民基本台帳
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法とは、原則公開の住民基本台帳（住所、氏名、生年月日、性別の４情報が記載）の閲覧制度を

廃止し、事実上「原則非公開」に転換する法案であり、政府は今秋の施行を目指すことになった。 
 住基台帳閲覧は、2005 年 4 月に完全施行された「個人情報保護法」（本人の同意なく第三者
への個人情報提供を禁じるもの）に適用除外されていたため、今回の施行は大きな意味を持つと

いう。今後、住基台帳の閲覧には、自治体の判断で市町村長が認めた場合に限定され、閲覧を申

請する際に、入手した情報の利用目的の明記や、調査成果の公表などが求められるようになる。

また罰金となる過料の引き上げと罰則規定が新設され、偽って不正閲覧したり、目的以外に利用

した場合は、６ヵ月以下の懲役または３０万円以下の罰金となる。 
主な変更点は、以下の通りである。 
１．公用、公益性の高い調査・研究のみ閲覧可 
２．閲覧の手続き・審査を整備 
３．不当な閲覧・利用への罰則強化 
４．閲覧者・目的等を公表 
例えば０４年度１年間の閲覧請求約１５０万件のうち、約７割はダイレクトメール送付などの営

業目的であったという状況に加え、差別のための被差別部落調査という不正利用に歯止めがかけ

られることになる。 
今後の課題としては、実際の事務を行う地方自治体に、手続きや審査、報告徴収・勧告・命令の

ための監視、公表といった新たな仕事のための体制整備が求められるとする。 
さらに、地方自治体への情報管理に対し、住民本人による関与（チェック）が可能なシステム構

築の必要性を説かれた。私自身、個人情報が流出していたことは、知らなかったし、こうした問

題は普段なかなか意識していないので、今回のお話は非常に有意義なものであった。 

 

第５部 林昌寺 武内祐介師 

 ７月３日に勤労会館にて行われました部落解放をめざす愛知研修会・第３０期部落解放講座に

参加させていただきました。 

 午前１０時よりの「新たな部落地名総監の発覚と今後の課題」と題されました基調講習は近畿

大学教授北口氏の実例を交えられたお話を興味深く拝聴いたしました。 

 就職、結婚に関して現在でも社会に根強くのこる部落差別問題とそれを助長する地名総監、さ

らに情報化社会のうえで法規制を含め被害を防ぐことが難しいインターネットの問題等を巧み

な話術で講演され感銘をうけました。 

 午後よりは会場を移し「戸籍謄本等の不正取得事件の実態について」～愛知県内の実態と全国

的な現状・自治体の取り組みについて～と題されました分科会に参加いたしました。 

 個人情報保護の意識がたかまる今日でありますが身元調査のために戸籍謄本の不正取得の実

態と自治体の規制を住基台帳とその閲覧に関してのお話をきかせていただきました。 

 一部自治体のずさんな対応の実態等をききまして思いましたことは私共僧侶も地域にかかわ

らず部落差別に日常から注意をはらい対応をしなければいけないということでありました。 

檀信徒の現在と過去の情報を預からせていただいていることへの自覚をさらに高めてつとめて

いかねばならないと感じました。 

 

◎法話研修会 
去る７月３・４日法話の研修会が白林寺・林貞寺において３０余名を集め熱心に開かれた。 

高等布教師による法話の実演。また、松原哲明師は、（法要・通夜など）意味のわから無いお経

を唱え、衣を翻してさっさと帰ってしまう。それでいいのでしょうか？《うしろめたくて仕方が

無い。》かといって新しい話を作る時間も力も無い。それではどうするのか！作家の童話などを

引用し、法要の後で「だれだれのお話にこんなものが有るが亡きお母さんを思い出してみて下さ

い。」というような風にしてみては・・・と具体的に例を上げ、教えられた。 
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◎花園会会長会               教区花園会会長   森 宏之 
７月１８・１９日本山にて、１８年度第１回花園会会長会が開催されました。 ３名の新会長

さんと共に２７教区の会長参加をもって行われた。 
遠諱法要にあたり、心新たに開山堂の拝塔をさせて頂き、微妙殿で開会式が行われ、東海大光

猊下より「禅宗は、自力であるが自分だけでは出来ない、沢山の人々の力の結集が大切であり、

境内・財産の維持は檀信徒の一人一人の力のお陰であり、名刹・名僧だけでは守れない、花園会

員の力を集中してこそ護持が可能である。」寺院の存在と花園会員の使命が示されました。 
会長会では、松井総務部長から花園会館の運営は順調に伸展しているが、団参の寺院が限定さ

れている、遠諱には必ず一度はお参りする要請がありました。 

審議にはいり、一般会計予算８億８，５００万円、特別会計予算１２億円の合計約２０億円予

算で運営している報告と、平成１７年度花園会事業報告及び決算・１８年度事業中間報告があり

承認可決された。 

一色本部長より、５項目のお願い事項が提出されました。 

１， 教区遠諱法要については、地区の活性化に努め、禅の教えを発信する法要にする。 

２， 遠諱特別写経として、「般若心経」・「無相大師遺誡」を会員に配布し納経を依頼する。 

３， １１月１０～１１日の寺院役員会にて団参推進の集会にしたい。 

４， 「無相大師遺誡を訪ねて」中国・杭州の旅、平成２０年４月１７日～２１・２４日 

２コースを計画。 

５， 所長と会長との合同会議開催、平成１８年１０月１９日遠諱の達成と意志の疎通を図る。 

総括として細川宗務総長より 

教区遠諱法要を地方の特殊性のある遠諱にし、団参は檀信徒と寺の希薄化を無くし、心が一つ

になれる機会である。遠諱法要行事での妙心寺展を東京・大阪・名古屋・福岡で開催するが、文

化財は天下の財産であり、多くの人々に妙心寺を知って貰う展示としたい。 

総長は、花園会員の協力が妙心寺を左右すると会員の本務を熱く説かれ、一同賛同をもって閉

会致しました。 
各教区共、教区の発展と後継者育成には、寺院と檀信徒の花園会事業の交流が不可欠であると

の意見が大方でありました。 
 
◎大本山妙心寺へ参拝に行きましょう！        教区本山参拝推進委員 
７月２０日 本山参拝推進委員会を花園会館２階 教化ホールにて開催。２時より各教区の本 
山参拝推進委員の方にまず遠諱団参を体験させて頂きました。 
眞壁昭一師（宮城福島教区 楊岐寺）を座長に選出し、協議に入った。 
 議題は① 遠諱団参実施に対する推進本部・遠諱局の対応のあり方について② 各教区におけ

る遠諱団参計画実現への対応状況について イ・実状 ロ・問題点 ハ・要望等 ③ 平成 19
年。20年度の団参実施計画数について ④ その他 
 協議では、遠諱大法会参拝数が集中遠諱団参を控えているせいか？伸び悩んでいる状態。どう

したら、参拝して頂けるか種々意見が出された。また、教区の委員は期待数に近づくべく努力す

るようにと説明。ご要望・ご意見等がありましたら下記アドレスまでお知らせ下さい。 
  info@aichi-west.jp  

 

◎教区花園会「りんかん学校」中止            教区教化本部 
 ７月２５・２６日 小牧市江岩寺様に於きまして予定しておりました「りんかん学校」は中止

しました。 教区花園会主催にて勧めておりました。 関係の皆様方にはご高配を賜わりました

が参加者が人少にてやむなく中止とさせていただきました。募集努力が足りなく中止となったこ

と深くお詫び申し上げます。 今後も花園会活動にご理解ご協力お願いいたします。  
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◎集団得度式・学徒研修会 
 本山において集団得度式 18 名、学徒研修会 34 名が参加。教学部長を引請師にて戒師管長猊下

より安名をいただだき厳かに得度式を終えた。当教区より 3名の参加があった。学徒達には本山

に上り、見るもの聞くものすべてが意義ある心に残る研修会となったことだろう！ 

始入法階祝賀金 1万円、得度式奨励金 4万円が支給された。 

 

※ 得度式は、各自坊にて行い申請（写真添付）すれば奨励金を受給できます。 

又、僧堂への初掛搭も申請すれば 20 万円の支給があります。 申請制度をご利用下さい。 

 

◎連合会支部長会 
 27 日午後 3時より犬山国際観光センターにおいて、第 20 回発展拡充講習会・奉詠大会の会計
報告・反省会が行われた。又来年度の大会・発展拡充についても幅広く協議された。 

平成１９年度は５月 15～16 日開催の予定です。 

 

 

＜お願い お知らせ＞ 
 

◎特別布教・巡教師が決定               教化本部 
台番 3248  宮城県黒川郡大和町吉田字長福寺 1 

 禪興寺  副住職  梅澤 徹玄師 に巡教していただきます。  
   
   

月  日 部 
台  
番 

寺院名 開教時間 行  事  及び  対  機 

 ９・２０（水） 1 1557 寶林寺   午前１０時  彼岸会  ・  檀信徒 

 ９・２１（木） 1 1547 禅隆寺   午前１０時   彼岸会  ・ 檀信徒 

 ９・２２（金） 1 1556 善昌寺   午前１０時   彼岸会  ・  檀信徒 

 ９・２３（土） 10 1668 全徳寺   午後３時 30 分   慈母観音供養会・檀信徒

9 1642 瑞泉寺   午前１０時   月授戒会・三帰戒 

 ９・２４（日） 

2 1581 凌雲寺   午後  ２時   彼岸会  ・  檀信徒 

 ９・２５（月） 1 1555 白林寺   午前１０時   写経会・  檀信徒 

 ９・２６（火） 2 1576 総持院   午後 ２時   彼岸会・  檀信徒 

 ９・２７（水） 6 1618 泰岳寺   午前１０時   達磨忌・  檀信徒 

 
 ※上記の通り巡教予定です。間違い・記入漏れ等ございましたら大至急連絡下さい。 
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◎第 2回教区寺院セミナーのご案内            教化本部 
 来る、9月 12 日（火）午後 2時より、「第 2回教区寺院セミナー」を名古屋市民会館・会議室

にて開催いたします。 テーマ「中国 祖師の足跡を訪ねて」と題して、名古屋徳源寺専門道場 

師家 江松軒老大師、（株）旅路トラベル社長 志賀建華女史に｢現代中国の宗教事情｣の講演を

いただきます。多くの皆様のご参加をお待ちしております。  

別紙、宗務支所経由にて「セミナーのご案内」をさせていただきます。 

  

◎教区寺院セミナー現地研修会のご案内         教化本部 
 来る、9月 28 日（木）「教区寺院セミナー・現地研修会」を開催いたします。テーマ「奈良の

文化を訪ねて」と題し、貸し切りバスにて奈良の薬師寺、唐招提寺、水平社博物館を訪ねます。

定員 80 名 参加費 2000 円。 申し込み先 宗務所へ振込用紙にて参加費と共に申し込む。  

申し込み締め切り日 9 月 17 日までに宗務所へ必着のこと。   

別紙、宗務支所経由にて「教区寺院セミナー現地研修会のご案内」をさせていただきます。 

寺庭・寺族様方のご参加も可能です、服装は自由にてご参加下さい。 

 

※案内書と共に申込用「郵便振替用紙」を配布願います。 

 

◎全国花園会女性部大会参加者募集のお願い        教化本部 
来る 11 月 30 日（木）ウエスティンナゴヤキャッスルにて全国花園会女性部大会が開催されま

す。どうか参加者募集にご理解とご協力賜りますようお願いいたします。 

募集要項は、花園会本部から各寺院に配布をされております。  

地元愛知西教区は独自に募集、申込みをいたしますので花園会本部へは申込まないようにお願い

いたします。 

各寺院の申込書を宗務支所にて取りまとめて、宗務所へ送付して下さい。 

 当教区参加数は 450 名。 

 

支所長様には支所単位にてのお願いをいたしております参加数を、部内寺院様とご相談の上取り

まとめ募集・推進していただきますように宜しくお願いいたします。 

申込締切は、10 月 20 日。参加費納金は、宗務支所ごとに集金し、宗務所まで送金願います。 

 

◎禅文化研究会 研修会のご案内 
日頃のお説教などで知らないうちに差別的な言葉を使ってはいないか？ 相手に不快な気持ち

を抱かせてはいないか？ 差別言葉と人権を、僧侶の立場から再確認してみたい。 また、仏教

者としての在り方を見直してみたい。 
  

テーマ：『差別用語と人権』 「知らず知らず使っている仏教語の中の差別言葉」 
日 時：平成 18年 9月 1日（火）午後 3時から 5時まで 
会 場：ナディアパーク 6Ｆ セミナールーム 1 
       名古屋市中区栄三丁目 18－1    電話番号 ： 052-265-2001 
会 費  ：3,000円 
講 師  ：花園大学教授  中尾良信先生 
企画・主催：禅文化研究会 
後 援  ：愛知西教区人権擁護推進本部 
申込先  ：禅文化研究会 企画室  
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◎「禅寺一日入門」参加推進のお願い 
来る９月２日～３日 犬山瑞泉寺に於きまして第２１回禅寺一日入門が開催されます。青年僧の

会主催による恒例の行事です、檀信徒及び縁者に参加の推進をお願いいたします。          

 

◎所蔵品調査について 
来る平成２１年秋妙心寺展が名古屋市博物館において開催予定です。先般各寺院の所蔵品につ

いて調査票を配布させて頂きましたが、返信が大変少のうございました。調査票の記入項目が細

かすぎたり、寺院自身がよくわからない古いものがあるなど・・・簡単に判る範囲で記入してい

ただければ結構です。 

締切期日は過ぎましたが趣旨をご理解のうえ調査票の提出にご協力賜ります様重ねてお願い

いたします。 

 

1. 全寺院にくまなく調査に入るわけではありません。調査票結果にもとづき、所蔵寺院と相
談の上学芸員の方が調査に伺われます。 

2. 自坊の所蔵品を学芸員に調査してもらい台帳整理にもなります。 
3. 調査は、真贋・鑑定価格を調べるものではありません。 
4. 仮に重要文化財級のものが発見されても直ぐに公表されるものではありません。所蔵寺院
の許可無しには絶対に公表されません。 

5. [４]の場合でも すべてがこの妙心寺展に展示されるわけではありません。妙心寺展に則
って展示候補になればご理解・相談の上 展示の有無を決定いたします。 

6. 名古屋展は、東京・大阪のそれとはやや異なり、妙心寺とかかわりの深い中部地区ならで
はの禅文化の精華を紹介することとなろうかと思います。 

7. 調査結果を他の機関に発表することは絶対にありません。 
8. 調査作業方法は、今秋ある寺院に入りますので興味のある方はご覧いただけます。 
9. この中部地区妙心寺展は、中日新聞社の後援も決定しております。 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
   妙心寺開山無相大師六百五十年遠諱大法会 

遠諱テーマ 
『どう活かす わたしのいのち』 

 
 


