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日程１ 開会の宣告 

 

（東島教育長） 

 それでは、皆さんこんにちは。これより佐賀市教育委員会９月定例会を開きます。 

 台風１７号の影響はさほどなかったようでございますし、１５号もそうでもなかった

たような気がしますが、今度、宮崎のほうに九州都市教育長協議会の総会へ行きますが、

延岡が竜巻でかなりやられていました。千葉のほうもかなりひどい状況になっておりま

すけれども、本当に佐賀のほうはこれくらいですんでよかったなという、あまりこんな

こと言ってはいけないんでしょうけれども、そんな思いをしたところでございます。 

 現在、議会の最中でございまして、一般質問は、あしたの松永憲明議員の働き方改革

についての質問で一応終了ということになります。その後は常任委員会となっておりま

すけれども、最後まで気を抜かずに頑張りたいと思います。 

 それでは、委員会に入ってまいります。 

 本日は、６人中６人の委員が出席しておりますので、適法に委員会が成立いたしてお

ります。 

 本日の日程につきましては、配付いたしております日程のとおりお願いしたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これより本日の日程に入ります。 

 

日程２ 会議録の報告 

 

（東島教育長） 

 日程２の会議録の報告を求めます。 

 

（志波教育総務課副課長兼総務係長） 

 ８月２７日の定例教育委員会の会議録につきましては、９月１８日及び１９日に配付

いたしましたとおりでございます。よろしくお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 報告は終わりました。報告内容に質疑はありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、会議録は報告のとおり承認することにいたします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（東島教育長） 

 それでは、日程３、教育長報告となっておりますが、現在、議会中でございまして、

特別にそれ以外の大きな行事はありませんが、前回私がお約束をしておりました県・市

町教育長の意見交換会の資料をお手元にお届けしております。佐賀県、それから２０市

町の教育委員会で共通理解をして取り組むということにしております。これをかいつま

んで説明をします。 

 内容は３点でございます。１つは、学校における働き方改革、２つ目が学力向上、３

つ目が不登校対策ということで、まず２ページをごらんいただきたいと思います。 

 これまで２回、７月に話し合いをいたしまして、８月にもまた話し合いをしたという

ことで、まず大きくは２ページの一番下のほうにありますように、学校における働き方

改革で、勤務時間に関する考え方を統一しましょうと。そして、当然考え方を統一する

ということは集計も統一するということで、全県下共通の舞台で議論ができるようにし

たいということで話がまとまりました。 
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 次の３ページを開いていただきますと、その中で共通に取り組みたいことが４点あり

ましたけれども、これだけはまずは県下で一斉にやりましょうよということになったの

が、１点目は、子どもたちの登校時間の設定を適正に設定しましょうと。今、学校に来

る子どもなんですが、早い子どもは７時ごろからもう来ています。ところが、実際学校

というのは８時過ぎに始まるんですね。ですから、かなり早く来る子、それに対応する

ために教職員が早く来るということになってきている状況にもありますので、適正な登

校時間を設定しましょうと。これはもちろん各学校で設定してもらいます。大体小学校

は８時１５分が始業です。中学校は８時１０分ですかね。ですから、７時４５分、５０

分と、そういう一定の線を出して、各学校適正な登校時間を心がけようというのが１点

です。それから、時間外の電話を取り入れましょうということです。時間外の電話につ

いては、佐賀市教育委員会では緊急連絡体制ということで、教育委員会の中に緊急電話

を持っておりますけれども、そうすると、教育委員会の職員が縛られることになるわけ

ですが、学校の働き方改革という視点から、そういう形を現在のところとっております。

それから、ＳＥＩ－Ｎｅｔの活用による業務の効率化。そして、４つ目に業務負担軽減

として、学級からの通信、お便りはやめましょうという話が出ましたが、それはちょっ

と待ったということで、みんなブレーキをかけました。といいますのは、学校・学級と

保護者がつながるのはこのお便りなんですね。ですから、これまでやめましょうなんて

いうことになると、まさに意思疎通ができない、教育の質の低下にもつながりかねない

ということで、ちょっとこれは棚上げにしている状況です。ただ、担任が作成する配付

物についても、やみくもに出すんじゃなくて、十分にその意義を確認していくことが必

要であろうということだけは、少なくとも共通理解をいたしました。 

 そして、４ページはＰＴＡと教育委員会との連携でございます。これは先ほど言いま

した登校時間の適正化、時間外の電話対応、これについてはＰＴＡのご理解なくして成

立しません。そういう意味から、県ＰＴＡ連絡協議会と県が話し合いをすると。市とし

ては、市ＰＴＡの連絡協議会と話をして対応していきたいと。それから、各ＰＴＡの効

率的な運営と。ＰＴＡが忙しいところもありそうですし、そのことは学校の忙しさとも

直結してくるわけでございますので、そのあたりをやはり十分に検討しながら、本当に

必要な効率的な運営をしていくということですね。 

 次の５ページ、６ページですが、教員の勤務時間の考え方については、６ページのほ

うに超勤４項目以外の業務も対象にしますということをはっきり言われました。我々は

これまでは超勤４項目だけが超勤を命じられる業務としておりましたけれども、今後は

そのほかの業務も対象となるということです。それから、校外での勤務も対象になると。

職務として行う研修、出張とかいうものですね。それから児童・生徒の引率ですが、こ

れは宿泊の旅行、あるいは宿泊じゃないけれども、早く出て行って遅く帰るという児

童・生徒の引率もあるんじゃないかということですね。これも在校等の時間に加えると

いう共通理解をいたしました。 

 ７ページ、８ページの中で、特に８ページを見ていただきますと、学校に出てきてか

ら今度は学校を出るまで、学校から退勤をするまでの期間が在校等の時間なんですが、

その間に除外時間がありますと。それは、例えば、朝ちょっと早く来て新聞を読むとい

うふうなことは、これは勤務ではないと。それから、夕方５時ぐらいが多分退勤ですが、

その後、例えば外に食事に行ってきた分は在校時間には当たらないということで確認を

とったところです。 

 ただ、１つ課題になっているのが、朝の出校時間で、例えば、運動会の前に雨が降っ

たときに、後で雨が上がるから、朝早くグラウンド整地をして、準備をして運動会やる

よと言ったときに、職員も７時半集合とかかけるんですね。そういうものはどうするか

ということなんですが、校長が勤務を命じたならば超勤として含まれるということで、

一応今のところ決着はついているようになっていますが、今後また検討していくことに

なろうかと思っています。 

 次の９ページ、在校等時間から除外されるものは、端的に言って職務専念義務を免除



 3 

されて行う活動、それから休憩の時間、それから自己研鑽の時間、自己都合による在校、

こういうものが対象外となるということでございます。自己都合による在校というの

は、例えば、夕方５時半ごろは非常に交通渋滞を起こすので、しばらく３０分ほど学校

にいてから帰るということもままあるんですね。結局着く時間は同じだからということ

で、少し時間を外して帰ると。そういうときに、単純に交通事情によって早く来る、遅

く出るということは、これは時間内に含めないということですね。この間、原則校長の

命令によって超勤で仕事をしている分については加わるということになります。 

 そういうことで、今県と８月の段階までは共通理解を図っていますが、さらに今後ま

た会議を持って最終的な煮詰めをやるというふうにしておるところです。 

 次に、学力向上対策ですが、これは１３ページを見ていただきたいと思いますけれど

も、端的にことし行うものには４点ございます。細かくは申し上げませんが、１つは全

職員による共通理解と共通実践、同じ方向を向いて同じ方法でやっていきましょうとい

うことです。そのときに、学力向上対策シートの活用、マイプランの活用。それから、

２つ目には学習内容の定着に向けたわかりやすい授業の実践です。授業改善リーフレッ

トが配付されていますので、これを使ってきっちりとわかりやすい授業をしていこうと

いうこと。それから３点目が授業改善に向けた校内研修等の充実、４点目が家庭学習の

充実ということで、この４点に取り組みますということです。 

 １５ページ、これは多分、結果報告は以前にあったと思いますけれども、平成３１年

度の全国学力・学習状況調査ですが、小学生の県平均は国語が全国平均並み、やや上と

いうところですが、算数、それから中学３年の国語、数学、英語、いずれも全国よりも

劣っているという結果です。特に英語の力は、佐賀県は全国よりもかなり低いという実

態が浮き彫りになりました。こういうことを踏まえて今後対応していくということにな

っております。 

 さらに、１７ページで、特にチェックをかけて県と話し合いをしたことは、１つは、

いわゆる自己肯定感、自己有用感に当たる部分での①番、自己肯定感の向上に関してな

んですが、指導者、教師が子どもたちのいいところを認めているかどうかという視点で

すね。これは佐賀の場合には、小学校も中学校も全国よりも低い結果が出ております。

ということは、子どもたちを褒めて育てるという部分にはやや欠けている面があるとい

うところです。 

 １８ページのグラフ４です。学習指導と学習評価の計画の作成に当たっては教職員同

士が協力し合っているかということですが、これがまた中学校が特に１０ポイントぐら

い低いんです。ということは、中学校は、教職員同士の協力があって学習指導や学習評

価が行われているという視点は弱いということになります。 

 もう一つ上のほうは教育課程の編成なんですが、これはどう影響しているか、ちょっ

と私もよくわかりにくいところがあります。ただ、これは議論をしたところですが、教

育課程の編成の中で、地域の実態をデータ化して、それを生かしているかということで

す。そして、なおかつ編成をして実施、評価、改善という一連のＰＤＣＡサイクルが確

立しているか、これが中学校は低いんですね。 

 ただ、この教育課程でも教科等の指導については、地域の実態のデータというのが、

ちょっと難しい部分がございまして、大体教科書に沿った教育課程を編成するものです

から全国的に余り変わらない編成になるんですね。だから、ここら辺がどう影響してい

るのかというのはちょっと私も皆目見当がつかない部分がありますけれども、少なくと

もＰＤＣＡサイクルが確立していないという実態がここで見えるというところですね。 

 それから、２０ページの下のほう、校長のリーダーシップのもとで校内研修が行われ

ているかということで、これはまた小学校も中学校も全国よりも低い結果が出てきてお

ります。こういうところも影響があると。やはり校内研修が実のあるものになっている

かどうかという疑問がずっとあったんです。成果が上がらないとするならば、それは校

内研修にあらずと、しても意味がないものであって、やはり成果がきちっと上がるよう

な校内研修が必要だということの、これはどうも裏返しではないか。校長のリーダーシ
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ップ、ここら辺のところがちょっと課題だと思われます。 

 それから、２２ページで上のほうです。子どもの家での学習時間なんですが、これが

よく学習している３時間以上、２時間から３時間というところで、全国平均よりもかな

り低いという結果が出ております。つまり、佐賀の子どもたちは全国に比べて家庭学習

の時間が少ないということになります。 

 それから、２４ページ、これは不登校対策ですが、この不登校対策の中で、ちょっと

ここのところは余り時間がなくて突っ込んだ議論ができませんでしたけれども、少なく

とも学校づくりの２４ページの下の右側のほうにありますように、子どもにとって居心

地のよい場所の提供と言ったときに、先ほど学力検査でデータを示したところの中で、

子どもたちの自己肯定感が低いと。先生方が子どもたちのいいところを見つけて、褒め

て育てるという、そういう取り組みがやや薄いと申し上げましたが、そのこととこれは

やっぱり関連をしてくると。やはり子どもたちが学校の授業の中で、あるいは学校生活

の中で自己肯定感、特にとりわけ自己有用感、自分がいて役に立っているんだと、そう

いう思いをいろんな場面で子どもたちに味わわせる。こういうことが必要だろうという

ことが話題の中心となりました。 

 こういうことで、議論を３点についてしたわけでございますけれども、また今度の会

議の中で、この件についてもっと絞り込んで明確なものが出てくるだろうと思っておる

ところです。 

 以上、かいつまんで申し上げましたけれども、報告にかえたいと思います。 

 質問ございませんでしょうか。 

 

（堤委員） 

 今、ご説明いただいたことというのは、校長先生方にはもう伝わっていることでしょ

うか。 

 

（東島教育長） 

 これは、県が全県の校長会を開いて、そこで話をしておりますので、私は参加してい

ませんから中身はわかりませんが、恐らく私どもと話し合ったことで決まったことなど

は説明があっていると思っているところです。 

 学校教育課は出席していますか。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 担当者は行っていると思います。 

 

（東島教育長） 

 担当者は行っていますね。そういうことで、多分説明はあっていると思います。これ

を受けて校長会をするということの前提になっていますので。 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、報告を終わりにしたいと思います。 

 

日程４ 提出議案 

 

（東島教育長） 

 では、日程４、提出議案についてでございます。第１１号議案『佐賀市立幼稚園条例

施行規則の一部を改正する規則』について、保育幼稚園課からの説明をお願いいたしま

す。 

 

（大松子育て支援部保育幼稚園課長） 
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 それでは、定例教育委員会資料の１ページでございます。第１１号議案『佐賀市立幼

稚園条例施行規則の一部を改正する規則』でございます。 

 内容につきましては、議案資料の１ページをごらんいただきたいと思います。 

 先日８月９日に行われました臨時教育委員会におきまして、今回の無償化に伴いまし

て佐賀市立幼稚園条例の一部を改正する条例ということでご承認をいただき、先日、議

会のほうにも同内容で提案し、議決を受けたところでございます。 

 これに伴いまして、この改正された幼稚園条例の細則を定める施行規則についても同

様の改正を行うものでございます。 

 内容につきましては、幼稚園条例の改正のときにご説明いたしましたとおり、今回の

幼児教育・保育の無償化において、認可幼稚園・保育所でございます若葉、川原、城東、

成章保育所の４保育所と同様に、本庄幼稚園につきましても、保育料につきましてはこ

の無償化に伴いまして３歳児から５歳児につきましては全て保育料が無償化されると

いう内容になっております。本庄幼稚園に在籍する在園児につきましては、全てお子さ

まが３歳児から５歳児ということになっておりますので、この保育料に関する条例等を

削除したものでございましたけれども、今回、その細則を定めております施行規則にお

いて、資料の１ページの新旧対照表でごらんいただきますと、現行のところでございま

すけれども、第５条で保育料を定めております。 

 それから、２ページの先頭部分でございます第７条において、保育料の減免を定めて

おります。これら２つの規定につきましては、保育料自体がなくなるということになり

ますので、この第６条、第７条を削除し、あと８条、９条を繰り上げるものでございま

す。また、施行規則の中で定めております様式につきましても、保育料に関するものは

削除するというような内容で改正をさせていただいているものでございます。 

 施行期日は、当然のことながら無償化となります１０月１日からということになりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 今説明がございましたが、質問ございませんか。 

 

（伊東委員） 

 この内容については異論ありませんが、むしろ待機児童が増えはしないかというのが

懸念されますので、無償化によって待機児童がどういう状況になるかという調査資料等

があればお教え願いたいなと思いますが。 

 

（東島教育長） 

 今の件についてよろしゅうございますか。 

 

（大松子育て支援部保育幼稚園課長） 

 今回、無償化の対象になりますのは、先ほど申し上げたとおり、３歳児から５歳児ま

でが全て無償化。それから、ゼロ歳児から２歳児につきましては、住民税の非課税世帯

のみが無償化されるというふうな内容でございます。３歳児から５歳児につきまして

は、市の幼稚園、保育所等に通っていらっしゃる方が大体９５％以上、ちなみに、４歳

児、５歳児につきましては９９％を超える割合でもう既に入所をされている方でござい

ます。 

 したがいまして、３歳児以上につきましてはほとんど影響がないものと思っておりま

す。また、ゼロ歳児から２歳児につきましても、先ほど申し上げたとおり、住民税の非

課税世帯につきましては、今、お一人目のお子さんだけが９，０００円で、２人目以上

は全額無償化されておりまして、ほとんどこの非課税世帯についても影響がないものと

考えておりますので、この無償化によって、ゼロ歳児から２歳児の入所については、ほ

とんど増えないと予想しているところでございます。 
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 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 よろしゅうございますか。ほかにございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようでございますので、第１１号議案『佐賀市立幼稚園条例施行規則の一

部を改正する規則』は、原案のとおり承認いたします。 

 続きまして、第１２号議案『佐賀市立公民館運営審議会委員の委嘱について』、公民

館支援課から説明をお願いします。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 それでは、２ページをお願いいたします。第１２号議案『佐賀市立公民館運営審議会

委員の委嘱について』でございます。 

 この公民館運営審議会につきましては、社会教育法第２９条第２項の規定によりまし

て、公民館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議する

ために設置するもので、同法第３０条第１項においては、市町村の設置する公民館にあ

っては、公民館運営審議会の委員は、当該市町村の教育委員会が委嘱することとなって

おります。また、さらに佐賀市公民館条例第１４条第２項におきまして、公民館運営審

議会委員の定数は１０人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に

資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会がこれを委嘱するこ

ととなっております。 

 ３ページをお願いいたします。今回、三瀬公民館の公民館運営審議会委員について、

委員の任期満了により、新たに令和元年１０月１日から令和３年９月３０日までの２年

間の期間の委員を委嘱するもので、その名簿につきましては表に記載しているとおりで

ございます。 

 なお、議案等資料の４ページには、この三瀬公民館運営審議会の委員全員のお名前と

役職等を記載した名簿を掲載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 今説明がありましたことについて、質問ございませんでしょうか 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようでございます。第１２号議案『佐賀市立公民館運営審議会委員の委嘱

について』は、原案のとおり承認をいたします。 

 

（片岡委員） 

 すみません。 

 

（東島教育長） 

 はい、どうぞ。 

 

（片岡委員） 

 第１１号議案に戻るんですけど、議題のほうの上から４行目の「第４条中「様式第１

号」を「別紙様式」に改める」になっているのが、議案資料の改正案では「別紙」じゃ

なくて「別記」なので、議題とずれると後で処理が問題なんじゃないかと思うんですけ

ど。 

 

（東島教育長） 

 ちょっと前のほうに戻ります。ちょっと承認をしてしまっていますが。 
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（片岡委員） 

 １ページ目の１１号議案の…… 

 

（東島教育長） 

 ４条中の様式第１号。 

 

（片岡委員） 

 この議題自体が第４条中「様式第１号」を「別紙様式」と書いているんですけど、改

正後は「別記様式」なので、議題とずれると後で処理が。 

 

（東島教育長） 

 はい、どうぞ。 

 

（大松子育て支援部保育幼稚園課長） 

 大変申しわけございません、第４条中にございます様式につきましては、議案資料の

ほうが正解で、「別記様式」でございます。申しわけございません。 

 

（東島教育長） 

 「別記様式」ですね。 

 

（大松子育て支援部保育幼稚園課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 そこの部分ですね。 

 

（片岡委員） 

 はい、そうです。 

 

（大松子育て支援部保育幼稚園課長） 

 すみません、「別紙様式」になっておりますが、「別記様式」でございます。申しわけ

ございません。 

 

（東島教育長） 

 では、この議案本文の「別紙」を「別記」に書きかえていただかなければいけないと

いうことですね。わかりました。では──大丈夫ですかね。 

 

（片岡委員） 

 はい、大丈夫です。 

 

（東島教育長） 

 そういうことで、改めてこれで承認をいたしたいと思います。 

 

日程５ 報告事項 

 

（東島教育長） 

 続きまして、日程５、報告のほうに移ります。 

 「第２回社会教育委員の会議の報告について」、社会教育課から説明をお願いいたし
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ます。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 資料の４ページから６ページ、第２回佐賀市社会教育委員の会議 会議結果（議事録

概要）をお願いいたします。 

 こちらの資料で説明をさせていただきます。あわせて別冊の教育委員会資料の５ペー

ジに社会教育助成事業補助金というＡ３の横長の色刷りの資料を添付しております。当

日の会議資料でございます。及びその後６ページに参考資料として添付をしているもの

につきましてもあわせてご参照いただきたいと思います。 

 まずは、開催日時につきましては、令和元年８月９日金曜日で、開催場所は青少年セ

ンター大会議室でございます。出席した委員は、社会教育委員１３名中１２名でござい

ました。出席、欠席の委員につきましては記載しているとおりでございます。事務局は、

百崎教育部長以下、社会教育課及び公民館支援課の職員が出席しております。また、傍

聴者はありませんでした。議事につきましては、記載しておりますとおり、社会教育助

成事業補助金についての１つでございます。 

 まず、社会教育団体の補助金交付につきましては、社会教育法第１３条で「地方公共

団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、社会

教育委員の会議の意見を聴いて行わなければならない。」と規定されており、また、同

法第１１条第１項には「教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じて、これに対し、

専門的技術的指導又は助言を与えることができる。」との規定があることから、佐賀市

が助成しております八つの社会教育団体の代表者９名と各団体の抱える課題及び問題

点について意見交換を行いました。各団体の代表者につきましては、先ほどの別冊のＡ

３の横長の資料の２番目の黒丸、交付団体のヒアリング結果及び出席者についてという

表の中ほどに役職名と出席者名を記載しております。 

 今回の会議の進め方としまして、今申し上げた社会教育助成事業補助金についての資

料をもとに各団体から団体の概要、現在の状況、課題及び問題点についてご報告をいた

だき、その後、社会教育委員の皆様からご意見をいただきました。 

 各団体の課題及び問題点としましては、今ご説明しましたとおり、Ａ３の横長の資料

の一番右端の欄に記載をしております。まず、各団体共通して会員数が減少しているこ

と。関連して、時代の変化に伴い、共働き世帯の増加や働く時間帯の多様化により参加

者を一堂に集めることが困難になってきていること。活動に対する地域の人々や家庭の

理解が低下していること。社会教育団体間の連携や地域に根ざした活動が必要であるこ

と。最後に指導者の高齢化等の報告がありました。 

 この各団体からの報告を受けまして、社会教育委員からは、家庭、社会、子どもの意

識や価値観、状況は変わってきているので、幾らすばらしい社会教育活動だとしても、

今の時代に合っているのかどうか見直す必要があるのではないかと感じたと。費用の問

題で、事業の実施が難しい団体については、市の主催する活動との連携を提案してみて

はどうか。１つの団体でやろうとすると難しい事業については、キーワードやテーマが

同じような団体が一緒に連携して取り組むという方法があると思う。時代の変化をキャ

ッチすることが社会教育の一番の問題であり、それがわかれば課題が解決できるのでは

ないかと思う。対象者が限定されている活動、一般の不特定多数が対象となる活動があ

り、対象によって戦略が変わってくるのではないかと思う。行事等に参加しない人は、

恐らくインターネットやＳＮＳ等に情報を求めており、ニーズにずれがあるのではない

かと思う。各団体からの話を聞く中で、社会教育は地域との連携が一番大事だと感じた

というご意見をいただきました。補助金交付の担当課としましても、各社会団体と社会

教育委員が一堂に会して、活動における課題、問題点についての意見交換は大変有意義

であったと思っております。 

 今後も社会教育の推進の上で、各団体の活動を維持すること。または若干拡大する方

向性ということは、行政の補完的役割として重要と考えておりますので、この会議で出
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ました時代変化への適切な対応、行政や団体間の連携、地域に結びついた活動等を中心

に置き、適切に各団体へ指導助言をしていきたいと考えております。 

 報告は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 今の報告に関しまして、質問ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 社会教育委員の会議の報告については、これで終了いたします。 

 

日程６ その他 

 

（東島教育長） 

 それでは、日程６、その他ということでございますが、教育委員の方たちからその他

何かございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、これで９月の定例教育委員会を閉会いたします。 

 

 終了時間 午後４時６分 

 

 


