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平成29年度第１回広島県生涯学習審議会 

スポーツ推進分科会次第 
 
                     日 時  平成29年５月29日（月） 
                          午後１時30分～午後２時30分 
                     場 所  県庁本館３階 301会議室 
 

１ 開会 

 

２ 議題 

（１） 平成29年度体育・スポーツ関係団体に対する補助金の交

付について 

（２） 広島県児童生徒の体力・運動能力の現状及び体力向上の

取組について 

  

３ その他 

 

４ 閉会 
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黒田課長代理 お待たせいたしました。ただ今から，「平成 29 年度第１回広島県生涯学習審議会スポーツ
推進分科会」を開会いたします。 

     なお，本日御出席の委員は，12 名でございますので，広島県生涯学習審議会条例に規定する
定足数を満たしており，本日の会議は成立しておりますことを御報告申し上げます。 
なお，本会議の模様は議事録作成のため録音させていただきますので，あらかじめ御了承く

ださい。 
なお，小野藤訓委員，高田幸典委員及び本廣淳範委員は，本日御欠席でございます。 
まず始めに，４月１日付けの人事異動により事務局職員に異動がありましたので，改めて出

席者全員を御紹介させていただきます。 
広島県教育委員会教育部長の諸藤孝則でございます。 
スポーツ振興課長の小原博文でございます。 
本日司会をさせていただいております，スポーツ振興課課長代理の黒田康弘でございます。 
課長補佐兼企画調整係長の吉井洋でございます。 
学校体育係長の光橋健でございます。 
スポーツ推進係長の藤井剛でございます。 
企画調整係主任の升井学でございます。 

 
黒田課長代理 それでは，本年度最初の分科会となりますので，諸藤教育部長が御挨拶を申し上げます。 
諸藤教育部長 教育部長の諸藤でございます。 

本日は，大変お忙しい中，第１回の会議に御出席いただきまして，ありがとうございます。 
また，委員の皆様方には，本県教育行政，とりわけスポーツの普及・振興につきまして，格

別の御理解と御協力をいただいておりますことを，厚くお礼を申し上げます。 
     県教育委員会では，「広島で学んで良かったと思える日本一の教育県の実現」を目標に，「広

島版『学びの変革』アクション・プラン」を策定し，これに基づきまして，生涯にわたって学
び続け，多様な他者と協働しながら新しい価値を生み出す力を身に付けることができるよう，
取組をいろいろな形で進めているところでございます。 

     このスポーツの普及・振興を目的とした各種の施策につきましても，多様な関係者との協働
を図りながら取り組んでいるところでございます。 
本日は， 
○ 今年度の体育・スポーツ関係団体に対する補助金の交付について 
○ 児童生徒の体力・運動能力の現状及び体力向上の取組について 

の２つの議題につきまして，御審議いただくこととしております。 
委員の皆様から頂いた御意見を，今後の取組に反映してまいりたいと考えておりますので，

どうか，忌憚のない御意見を頂きますようお願いしまして，冒頭の挨拶とさせていただきます。 
どうぞよろしくお願いします。 

 
黒田課長代理 それでは川西会長から御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 
川西会長 広島文教女子大学の川西と申します。よろしくお願いいたします。 

今シーズンもカープが強くて，日々，気持ちのよい時間を過ごさせてもらっています。ほか
にも，バスケットのドラゴンフライズはＢ１に上がれず残念でしたが，また，サンフレッチェ
も不振から脱却できないとか，バレーではＪＴサンダーズがＶリーグだめだったのでどうなる
かと思ったら全日本で優勝したり，そういう話題が巷にたくさん出てくるというのは，非常に
うれしいことかなと思っています。広島は，一つの，スポーツが文化として根付いてゆく典型
的な地域になるのかなという感じもしています。 
実は，今年３月に，文部科学省のスポーツ庁から，第２期スポーツ基本計画が出されました。

その基本方針の中に，「スポーツの『楽しさ』『喜び』こそ，スポーツの価値の中核である」と
あり，まさに今，楽しんで喜んでおります。 
またもう１点，「前向きで活力のある社会」あるいは「絆の強い社会を創る」，これが基本方

針として挙げられております。まさに今，広島で起こっていることはそういうことかなと思い
をはせているところですが，強くなければだめなのかなというところも少しあったりします。
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その辺りも考えながら，今後，広島県がスポーツの活性化された地域として，全国の中でも有
数なものだという形になっていけばいいかなと願っております。 
その政策目標の中に，「『する』『みる』『ささえる』スポーツ参画人口の拡大」という表現が

あります。「する」ということだけではなく，「みる」ことや「ささえる」こと，こういうこと
を含めて，スポーツ全体をどう振興していけばよいのかを考えていければいいのかなと思って
おります。よろしくお願いいたします。 
もう 1 点，今年度は，広島県スポーツ推進計画の改訂というのが挙げられています。これは

平成 26 年にスタートしたもので，10 年後を見据えてということで策定されたものですが，平
成 30 年度で５年経ちますので，後半に向けてもう一度検討していくというような課題がある
ということを聞いておりますので，皆様方にもまた御協力いただいて，より良いものができる
ように，協力していただければありがたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 
黒田課長代理 ありがとうございました。それではここからの議事の進行は会長にお願いしたいと思いま

す。川西会長，よろしくお願いします。 
川西会長 それでは，ただ今から議事に入らせていただきます。時間も限られておりますので，皆様の

御協力により，本分科会の審議を明確に，また，効率的に進めてまいりたいと思います。どう
ぞよろしくお願いいたします。 

 

会議の公開について 

 
川西会長 まず分科会の公開についての取決めを行いたいと思います。事務局から説明をお願いします。 
小原課長 それでは，会議の公開の取扱いにつきまして，説明をさせていただきます。 

資料番号９を御覧ください。 
広島県生涯学習審議会は，「広島県教育委員会が所管する附属機関等の会議の公開に関する

規則」第２条によりまして，原則，公開するものとなっております。 
そして，同条第３項の規定によりまして，「会議の公開方法」や「会議を非公開とする場合」

の決定については，本審議会において決定するものとされております。 
本審議会では，これまでいずれも同条第２項に定める「傍聴」と「議事録の閲覧」の両方に

より公開を行っておりますので，今回も同様の方法による公開を御提案いたします。 
ただし，本日は傍聴希望者がございませんので，結果的には「議事録の閲覧」のみというこ

とになります。 
以上でございます。 

川西会長 ありがとうございました。ただ今の事務局からの提案について，特段に御異論がなければ，
この方法により，本会議を公開することとしたいと思いますが，いかがでしょうか。 

委  員 異議なし。 
川西会長 ありがとうございます。それではそのようにさせていただきます。 

 

平成 29 年度体育・スポーツ関係団体に対する補助金の交付について 

 
川西会長 それでは，議題１「平成 29 年度体育・スポーツ関係団体に対する補助金の交付について」，

事務局からお願いします。 
小原課長 資料番号１を御覧ください。 

補助対象費として五つの項目について，団体に補助を行っております。スポーツ基本法第 35
条において，地方公共団体がスポーツ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，スポーツ推進審議会等，その他合議制の機関の意見を聴かなければならないとされてお
りますので，今回，お諮りするものでございます。 
表の計の列の一番下を御覧ください。本年度のスポーツ関係団体に対する補助金は，３億

2,700 万円余で，前年度に比べて，3,200 万円余の減となっております。 
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この増減の主な内容につきましては，左側の区分，競技スポーツの振興における上から３行
目の国民体育大会広島県選手団への補助が，3,200 万円余の減となっております。これは，国
民体育大会の開催地が岩手県から今年度は愛媛県になったことによりまして，選手団の派遣旅
費が減少したことによるものでございます。 
続きまして，資料番号２につきまして，ただ今，御説明いたしました補助金について，各団

体の事業内容，事業費総額を記載したものでございますので，これは後ほど御覧いただければ
と思います。 
続きまして，資料番号３を御覧ください。スポーツ振興に係る予算としましては，先程の補

助事業に含め，学校スポーツの振興，競技スポーツの振興，この施策の着実な実施を図るため
に，それぞれ，２にございますような主な事業を実施しており，本年度の予算は総額６億 6,100
万円余となっております。 
前年度と比べまして，２億 8,800 万円余の減となっておりますが，これは，前年度に中国ブ

ロックで開催されました全国高校学校総合体育大会，いわゆるインターハイに係る経費の減に
よるものでございます。 
本県財政は非常に厳しい状況にございますが，体育・スポーツ関係団体に対する補助や，ス

ポーツ振興に係る様々な事業を通じて，スポーツの振興に努めて入りたいと考えております。
平成 29 年度体育・スポーツ関係団体に対する補助金の交付についての説明は以上でございま
す。よろしくお願いします。 

川西会長 ありがとうございました。ただ今の説明について，御意見，御質問がありましたら，御発言
ください。 

川西会長 よろしいでしょうか。御意見がないようですので，事務局においては，この内容で，関係団
体に対する補助金交付事務を進めてください。 

 

広島県児童生徒の体力・運動能力の現状及び体力向上の取組について 

 
川西会長 それでは続きまして議題２「広島県児童生徒の体力運動能力の現状及び体力向上の取組につ

いて」，事務局から説明をお願いします。 
小原課長 それでは，資料番号４を御覧ください。 

広島県教育委員会が現在行っております，体力・運動能力の向上に係る取組でございます。 
まず，１の「広島県児童生徒の体力・運動能力調査」でございます。これは，本県の児童生

徒の体力・運動能力の状況と，運動習慣，生活習慣及び学校の取組の関係を分析し，指導の改
善に生かしていくことを目的としております。本年度も全ての公立学校の全児童生徒を対象に
実施することとしております。 

     調査事項は，体力調査に加え，運動習慣や生活習慣に関するアンケート調査を実施しており
ます。 

     調査結果については，小中学校は，市町教育委員会ごとの状況について公表することとして
おります。 

     平成 28 年度の調査結果については，資料番号５を御覧ください。平成 28 年度広島県児童生
徒の体力・運動能力調査結果概要でございます。 
本県の体力・運動能力調査の県平均値を全国の平均値と比較して見ますと，「平均以上の項

目」の割合は，82.8％と前年度から 4.4 ポイント増加しております。 
テスト項目別に見ますと，「握力」，「50ｍ走」，「立ち幅跳び」，「ボール投げ」で「平均以上

の項目」が前年度より増加しました。しかし，まだ約２割の項目が全国平均を下回っており，
その中でも特に「握力」と「50ｍ走」に課題があると考えております。 
このような結果から，体力向上に関する取組を今年度も積極的に進めていくこととしており

ます。その下に冊子も併せてお配りしておりますので，後ほど，御覧いただければと思います。 
資料番号４にお戻りください。 
２の調査結果を踏まえた取組でございます。 

     まず，（１）は，「握力」，「50ｍ走」を重点強化種目に指定し，授業の工夫などについて，指
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導を行うというものでございます。特に「50ｍ走」につきましては，「走」の運動を強化する
ことで，他の項目の向上につながることが期待されるため，重点的に取り組むこととしており
ます。具体的には，（２）（６）の取組でございます。 
（２）の走り方教室は，広島県ゆかりのトップアスリートを講師に招き，小・中学生を対象

に走り方の指導を行うものでございます。 
     （６）は，子供の体力向上関係表彰についてでございます。 

「広島県児童生徒の体力・運動能力調査」において，優れた結果や顕著な向上が見られる学
校，体力合計点が高くバランスのよい結果を残した児童生徒を表彰することにしております。
本年度は，表彰された児童生徒の中でも，特に体力合計点の高い各学年男女別 20 名程度にバ
ッジを授与する取組を進めてまいります。 
 そのほかにも，（３）体力つくり改善計画の作成・公表，（４）体力つくり推進リーダー研修，
（５）小学校体育科「走り方」指導ハンドブックの活用については，継続して取組を進めてま
いります。 
次に３の学校体育・スポーツ研修事業でございます。 
これは，教員の指導力の向上を図るため，学習指導講座及びスポーツ指導講座を実施するも

のでございます。次のページの別紙を御覧ください。 
本年度は学習指導講座を「体育実技指導者養成講座」をはじめ 11 講座，スポーツ指導講座

を「スポーツトレーニング指導講座」をはじめ４講座実施することとしております。 
１枚前にお戻りください。４の体育科・保健体育科授業改善に係る指導主事の派遣でござい

ます。 
県内の各郡市教育研究会等へ指導主事を派遣し，授業改善や指導法の研究・開発を行うとと

もに，先進的な実践事例の収集・提供を行うことによりまして，各学校での体育科・保健体育
科の授業づくりや運動の日常化に向けた取組の充実を図るというものでございます。 
 ５の運動部活動外部指導者派遣事業でございます。 
県立学校の運動部に外部指導者を派遣し，部活動の活性化及び競技力の向上を図るというも

のでございます。本年度も派遣人数を 120 人とし，それぞれ 20 回派遣するというものでござ
います。 
以上が体力・運動能力の向上に係る現在の取組でございます。 
これらの取組や今後の取組につきまして，御意見をいただければと思います。よろしくお願

いします。 
川西会長 ありがとうございました。 

本日は，ただ今の説明にあったような体力・運動能力向上の取組について，御意見を頂きた
いということです。御質問等ありましたら御発言ください。 

 
久保田委員 前回も同じことを申し上げました。体力測定の運動能力の調査結果ですが，小・中学校につ

きましては，ほとんどが公立のため，ほとんどの生徒が体力測定を受けられていると思います
が，高校生につきましては，私学が入っていないと，広島県の高校生の本当の体力というのは，
私はよく分かりません。高校生の男子とか女子の三角（▲），これは平均より劣っているんだ
と思いますけども，いかがでしょうか。前回，7 割ぐらいと聞きましたが。 

黒田課長代理 昨年も御意見をいただいたところでございますが，全ての私立の学校が体力テストをやっ
ているということが確認できておりませんので，なかなかそこを進捗できていないのが現状で
ございます。私立の学校においても，体力テストを普及していただいて，データをいただける
ような取組ができればと思っておりますが，なかなか進まないのが現状でございます。引き続
き検討をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 

久保田委員 はい。よろしくお願いします。 
 
久保田委員 続いて，資料番号４の１(２)ア新体力テストというのはスポーツ庁の新しい科目があるのか

もしれませんが，どういう種目があるのでしょうか。 
黒田課長代理 平成 10 年から変わっておりません。資料５の２のところに表がありますが，握力，状態起

こし，長座体前屈，反復横跳び，持久走については，小学校は 20ｍシャトルランのみ，中学校，
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高校については，男子が 1500ｍ，女子は 1000ｍの持久走と 20ｍシャトルランのどちらかを選
択するようになっております。そして 50ｍ走，立ち幅跳び，ボール投げ，というふうになって
おりまして，総合点でいうと，80 点満点，ということになっております。よろしいでしょうか。 

久保田委員 はい。 
 
瀧本委員 今の体力テストのところで，私学が対象ではないということで，そういうものも含めないと

広島県全体の体力を把握することができないとは昨年も言われたということで，私もお聞きし
ましたが，「私学の高校がなぜ実施できないのか」というところを，県教育委員会としてどう
いうふうに把握されているのか。何が課題なのか。当然アプローチはされているんでしょうけ
ど，私学から答えていただけないのは，何か原因があるのだと思うんですけど，県教育委員会
としてどのように把握されているのでしょうか。 

黒田課長代理 体力テストの扱いについては，学習指導要領にも載っておりますし，授業等でできるとい
うことになっておりますが，私学の教育課程，カリキュラム等でこの体力テストを組み入れて
いただけていないというのが，我々の状況把握でありまして，理由につきましては，細かくは
聞き取れていないというのが現状です。 

瀧本委員 今，理由は述べられたんですけど，高校生に限っては，県立学校に限るという話になるわけ
ですよね。例えば，ボール投げが，小・中学校は平均を超えているんですが，高校生になって
がくっと平均が下がるというのは，以前はボール投げが平均より低くて，学校で取り組んだ成
果が現れているのが中学生以下ですよと理解すべきなのか，それとも，高校生はまだ取組前だ
から平均より悪いんですよと理解するべきなのか，そこの考え方が非常に迷うところなんです
よね。ボール投げでいうと，例えば野球部に入るために生徒が私学に行き，公立学校は比較的
そういう人が少なくなるから数字が平均より下がってしまうのか，そういったところが，私学
が入ってこないと，いつまでも同じ議論になるのではないかというふうに思われます。私学の
方にも御協力を得られるように取り組んでおられるというのは重々承知しているんですが，何
か変わったことをしないと，いつまでも同じやり取りの繰り返しになると思われます。今年は
こういう風にアプローチをしていくとか，方向性を出していただけるようにならないと，この
審議会を開く度に，体力測定に関しては同じ議論になるのではないかと思います。どうぞよろ
しくお願いします。 

黒田課長代理 一つの例ですが，広島県に高等学校の教育研究会というものがございまして，県立，私立
の先生方がお集まりになります。そういったところで，体力テストの普及をやってください，
あるいは，データを頂ければありがたい，というような取組を進めてまいりたいと考えており
ます。この教育研究会にも御参加いただけていない学校もあるんですが，そういう学校にも来
ていただいて，一緒に授業改善，体力向上に取り組んでいきたいと我々も考えておりますので，
働きかけをしていきたいと考えております。 

川西会長 ありがとうございました。 
 
田河内委員 調査結果が，全国平均の相対評価だけのような感じですが，広島県の子どもの体力が，経年

的にどうなのかという調査結果がどこにあるのでしょうか。 
黒田課長代理 冊子になりますが，２ページが，平成 27 年と平成 28 年の比較になっております。そして，

4 ページが，平成 12 年，テストが始まって広島県が調査したものと，平成 28 年を比較したも
のになっております。 

田河内委員 良くなっているということですかね。 
黒田課長代理 全国の中で見ても，広島県は随分伸びているという状況にあります。 
 
曾根委員 資料番号４の次のページ，「体育科・保健体育科授業改善に係る指導主事の派遣」で，県下

バランス良く派遣されているのか，または，手を挙げられたところに派遣されているのか，と
いう派遣基準と，大体どれぐらいの実績をお持ちなのか，ということを教えてください。 
それと，学校の先生方は大変お忙しいということで，外部指導者の派遣というのはどんどん

進んでいくと思われるのですが，どのくらい，学校から要請があるのか，現状が分かれば教え
ていただければと思います。 
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光橋係長 まず，授業改善に係る指導主事の派遣ですが，希望があった市町に派遣する形になっており
ます。外部指導者の派遣事業ですが，平成 28 年に 120 人を予定して，120 人全て派遣してい
る状況でございます。 

黒田課長代理 補足をさせていただきますと，体力運動能力の研修会については，３年に１度は，市町教
育委員会へ行くようにしております。本年度も８の市町教育委員会へ行っております。 
それから，運動部活動の外部指導者派遣事業でございますが，県立学校から，今年も 120 を

超える応募が来ております。その中から，より有益に活用していただける所を当方で選択させ
ていただいて，120 人派遣しているところでございます。 

曾根委員 外部指導者の派遣基準はしっかりされていると思うんですが，競技によって偏りがあるので
はないかと思われます。そういうものは考慮しないで，要請があった所に派遣するということ
でしょうか。 

黒田課長代理 一番は専門の教員がいない，専門の種目を教えることができる教員がいない所，次に，指
導の充実ということで，部員数が 40 人も 50 人もいるような，一人の顧問では難しい，という
ような状況の所を順位づけを行い，選んでいるところでございます。 

 
仁井谷委員 障害のあるお子さん達について，特別支援学校等も含めて，体力運動能力の向上等に関して，

どのようなことが行われてきたのか教えていただけますか。 
黒田課長代理 体力・運動能力調査を契機に，できる運動からやっていただきたいということでお願いを

してまいりました。その結果，随分上がってきている状況にありますし，これを目標に取り組
んでいただいている児童・生徒さんもたくさんいるとお伺いしております。外部指導者につい
ても，広島南特別支援学校の卓球であるとか，学校名がすぐ出てきませんが，陸上部の指導に
ということで，こちらの方で派遣しているといったような状況でございます。ただ，学校の要
望に応じてということが基本になっておりますので，こちらから「この運動で」「この学校で」
といったような広がりをつけるような取組というのは，十分できていないというのが現状でご
ざいます。 

仁井谷委員 ありがとうございます。 
 
久保田委員 大変難しい，スポーツ推進計画にも関わってくる話になりますから，あえて今日は提案とい

うことで，委員の皆様も御理解をいただければよろしいのではないかと思うのですが，資料番
号３ですが，「スポーツの振興」と書いてあります。「スポーツ」の意義付けをどうしていくの
か，「体育」の意義付けをどうしていくのか。今回私はふと違和感を覚えたのですが，「学校ス
ポーツの振興」とあり，「学校体育」じゃないのかと思った面もありますが，ここを見ると，
オリンピック・パラリンピックの育成指導とかあるものですから，「スポーツ」という括りで
されたのかなと思います。御承知のとおり，スポーツというのは全てを網羅している。娯楽も
ありますし，地域もありますし，学校体育もありますし，社会体育もありますし，いろいろあ
るんですけど，それを網羅しているんだと思われますが，「体育」という言葉と「スポーツ」
という言葉が，前回の計画のときに申し上げましたけども，少し，広島県でも，議論をした上
で，「教育の体育としてのスポーツ」，それから「スポーツとしてのスポーツ」，そのことを，
計画で議論をしていただきたいという希望だけ申し上げておきます。 
それともう 1 点，先ほども申し上げましたが，もう小学校ではないと思います。小学校の先

生方が一番よく分かっておいでだと思います。スポーツ少年団は，今年から３歳以上です。日
本の社会が変わってきております。今まで，子ども達が自由に近くの公園や空き地で遊んでい
た社会が，そうではなくて，少年団，ないし，そういうところの中で遊ばなくてはならなくな
ってきている。もうそういう所ではスポーツはできない子ども達もたくさんいるんだろうと思
います。小学校の先生方に聞かれるのがよろしいかと思いますが，多分，小学校に入る時点で
スポーツをあまり体験していない子どもが，その時点から体力測定をやるというのではなくて，
これは「教育委員会の指導の下」なのかどうか分かりませんけども，スポーツに親しむことを
やっていただくような取組をされることが今後の日本のスポーツ，健康に対して，大事な部分
ではないかと認識します。 
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曾根委員 これも提案ですが，前の計画に書いてあったからだと思われますが，資料番号３の「スポー
ツ振興」とか「学校スポーツの振興」，「競技スポーツの振興」と書いてありますが，今度，「振
興」を「推進」に直された方がよいのではないかなと思います。基本法の中でも「振興」とい
う言葉がなくなっています。大体，改定されたものは「振興」を「推進」にされています。内
容が同じであればいいんじゃないかと言われるかもしれませんが，遅れているような感じがし
ますので，提案させていただきます。 

 
川西会長 時間もそろそろないのですが，私から質問を一ついいですか。資料番号５の，「全国平均以

上の項目の割合の推移」で，段々数値が上がっているところで，これは，毎年重点種目を指定
されて，その効果が表れたことを認めているんですけど，それ以前の重点科目が維持されてい
るところには何か関わりを持っておられるのでしょうか。つまり，今までが平均以上じゃない
と結局下がっていくわけなんですが，今までがもう維持されている，あるいはそれより良くな
っているということだと思うんですが，いかがでしょうか。 

光橋係長 体力つくり推進リーダー研修というのを３年にわたって全市町を対象に行っているのです
が，今年２周目に入っております。１週目で周知した内容を引き続き深めながら，それに新し
い内容を加えながらということで，充実させていくような方法で，今後取り組ませていただき
たいと考えております。 

川西会長 今後，そういう形で続けられるということですね。ありがとうございました。 
 
川西会長 その他報告事項について事務局から何かございますか。 
小原課長 皆様に御就任いただいております生涯学習審議会委員の任期についてお話ししたいと思い

ます。この任期は２年間となっており，今年が改選の年にあたります。 
８月 11 日が任期終了日となるため，これから新しい委員の就任の手続きを行うこととして

おりますので，よろしくお願いいたします。 
また，「広島県スポーツ推進計画」が平成 31 年３月までのため，この後，14 時 45 分から行

います生涯学習審議会において，計画の改訂について，正式に委員の皆様に諮らせていただき
たいと思っております。 
秋以降，このスポーツ推進分科会で，計画改訂のための審議をお願いしたいと考えておりま

すので，よろしくお願いいたします。 
 
川西会長 以上で，本日予定しておりました全ての議事が終了しました。本日の議事以外でも結構です

が何か御意見等ございませんでしょうか。 
ないようでしたら，以上で分科会を終了いたします。委員の皆様には，議事進行への御協力

ありがとうございました。この後全体会の準備に移りますので，一旦御退出をお願いいたしま
す。どうもありがとうございました。 

 

 


