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information
Hida City 市役所からのお知らせ

■申込方法

　　下記の項目をご連絡の上、お申し込みください。日程を調整させていただき、開催日に市長がうかがいま

　す。お気軽にお問い合わせ、お申し込みください。

　　①自治会名や各種団体名など開催される団体の名称

　　②ご希望の日時と場所

　　※所要時間は１時間半程度でお願いします

　　※公民館などで、密にならない程度の人数での開催をお願いします

都竹市長と車座トーク（市長との意見交換会）
募　

集

総合政策課　 0577-62-8880

　都竹市長とお話されたい

地区や団体の皆さんを募集

しています。

　市民の皆さんの思いや願

い、課題などをお聞かせく

ださい。

　都竹市長とお話されたい

地区や団体の皆さんを募集

しています。

　市民の皆さんの思いや願

い、課題などをお聞かせく

ださい。
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LINEやメール配信の登録者募集中！

　市では、令和５年４月１日採用予定の職員を募集します。受験を希望される方は、募集内容を確認のうえ期日まで

に申し込みください。

※試験問題が大学・高専卒業程度という意味であり、受験資格に学歴は一切関係ありません。

（※注１）技術職の専門試験は、土木・電気・機械から１科目を申込時に選択してください。

■申込期限　５月３１日（火）１７:１５必着（ホームページの申込、必要書類の郵送とも同じ）

■試験日　　１次試験　期日　東京会場　６月２６日（日）　　会場：都道府県会館

                        　　飛騨会場　７月１０日（日）　　会場：飛騨市役所

令和４年度飛騨市職員採用試験（令和５年４月１日採用予定）
募
　
集

■募集職種

職　種No.
採用

予定人員
受験資格

一般行政職（Ａ） 若干名①
大学卒業程度の学力を有する方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢要件：Ｈ７.４.２～Ｈ１３.４.１生

技　術　職（Ｂ） 若干名②
大学・高専卒業程度の学力を有する方（※注１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢要件：Ｓ５８.４.２～Ｈ１３.４.１生

保　健　師（Ｃ） 若干名③
大学卒業程度の学力を有し、保健師の資格を有する方または令和５年３月末までに取得

見込の方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢要件：Ｓ３８.４.２以降生

総務課 0577-73-7461

第１回募集　　受付開始　令和４年５月６日（金）～

0577-73-0153都市整備課

　令和４年度に杉崎公園の遊具の全

面リニューアルを行います。工事は、

５月９日（月）から開始し、１０月

頃のオープンを予定しています。

　工事期間中は、遊具広場を利用で

きなくなります。（グラウンドなど

の遊具広場以外の施設は利用できま

す。）また、安全対策を実施しますが、

工事車両の出入りが多くなりますの

で、遊具広場以外の施設や公園付近

を利用される方はご注意ください。

杉崎公園遊具リニューアル工事に

よる一部施設の利用停止について

お
知
ら
せ

ほっと知るメール飛騨市公式 LINE

総合政策課

0577-62-8880

①「飛騨市」と友達検索していた

　だくか右のコードをスマホカメ
　ラで読み取って友達追加します。

LINEで登録

②送られてくるＵＲＬから本登録してください。

①右のコードから空メールを送信
　してください。
　ｔ-hida-city@sg-p.jp

メールで登録

②送られてくるＵＲＬから本登録してください。

　市からのお知らせを、スマホ・携帯の LINE やメールに日々、お届けし

ます。

コロナ情報
（感染状況・ワクチン情報）

防災情報
（避難・警報情報）

イベント情報
（プレミアム商品券など)

戸籍の窓
（おくやみ情報）

ごみカレンダー
 (ごみの分別、捨て方)

市ホームページ

主な掲載情報

飛騨市ホームページ

採用試験情報
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■申請方法　申請書に必要事項をご記入のうえ、購入時の領収書等を添付

　　　　　　して申請してください。

■申請期間　１２月２８日（水）まで

■申請先　　子育て応援課（ハートピア古川内）または各振興事務所の市

　　　　　　民福祉担当窓口

お
知
ら
せ

　市では、子育て世帯の経済的な負担軽減及び子育て環境の充実を図ることを目的として、飛騨市の未来を担う子ども

たちの入園・入学準備品の費用の一部を助成します。今年度より高校入学時補助金額の増額を行っています。

入園・入学準備品の一部を助成します
お
知
ら
せ

0577-73-2458子育て応援課

■期　　間　６月～１０月頃

■場　　所　市内幹線道路（通行量の多い路線の退避場、

　　　　　　歩道沿いなど）、河川敷

■施工業者　飛騨市シルバー人材センター

■防除対象　オオキンケイギク（キク科）、オオハンゴン

　　　　　　ソウ（キク科）

■内　　容　手作業による抜き取り、焼却処分をします。

【防除ボランティアの募集】　

　特定外来生物に指定されているこれらの植物の防除・駆除ボランティアを募集します。

　「防除方法」「処分」など事前相談をはじめ、現地における「防除指導」、「道具の貸出」などボランティアの

皆さんを支援します。お気軽にご相談ください。

※この事業は「岐阜県森林・環境税」を活用しています

お
知
ら
せ

　市内幹線道路沿いをはじめ、市内各所にて防除（抜き取り）を行いますのでご理解、ご協力をお願いします。なお、防除

作業は、外来生物法に従い適切に防除作業を行います。

特定外来種防除の実施について
お
知
ら
せ

0577-73-7482環境課

オオハンゴンソウオオキンケイギク

年少児

補助金額対象品目

実費

（上限１万円）

スモック、体操服、上履き、昼寝用布団、通園

用のバッグ・靴・カッパ、赤白帽子　など

小学１年生
実費

（上限２万円）

体操服、上履き、ランドセル、通学用の靴・長ぐつ・

カッパ、算数セット、ピアニカ　など

中学１年生
制服、体操服、体育館シューズ、上履き、通学

用の靴・長ぐつ・カッパ　など

高校等１年生
制服、学校指定の作業服、通学用のカバン・靴・

長ぐつ、教科書、副教材　など

年少児

交付対象者 補助金額

実費

（上限１万円）

スモック、体操服、上履き、昼寝用布団、通園

用のバッグ・靴・カッパ、赤白帽子　など

小学１年生
実費

（上限２万円）

体操服、上履き、ランドセル、通学用の靴・長ぐつ・

カッパ、算数セット、ピアニカ　など

中学１年生
実費

（上限６万円）

制服、体操服、体育館シューズ、上履き、通学

用の靴・長ぐつ・カッパ　など

高校等１年生
実費

（上限４万円）
※ただし、児童扶養

　手当資格認定者の

　場合、２万円上乗

　せ

※補助金対象と認められるのは、　

　原則、市内業者から購入した対

　象品目です（学校等が指定する

　教科書等、市外の業者でしか購

　入できない物は対象となります）

※補助金申請には、購入した際に

　発行される領収書の原本又は写

　しの添付が必要となります。大

　切に保管してください

※対象者と思われる方へは５月下

　旬に申請方法、詳細等を記載し

　た案内文書を送付します
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■各地区の行政相談委員および相談実施日は次のとおりです

お
知
ら
せ

　あなたの暮らしの中で、役所の仕事について不満を感じたり、よく分からないことはありませんか？そんなあなたの

声を総務大臣が委嘱した行政相談委員がお聴きします。

　相談は無料で、秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。

行政相談委員による無料相談
相
　
談

0577-73-7461総務課

■屋外広告物とは

　　ビルの屋上にある広告塔、建物の壁にある壁面広告や電柱広告などその形態はさまざまです。また、その内容

　が営利的広告かどうかは問いません。自分の店舗や会社などに表示する店舗名や会社名なども屋外広告物になり

　ます。

　　１.常時又は一定の期間継続して表示されるもの

　　２.屋外で表示されるもの

　　３.公衆に表示されるもの

　　４.看板、立看板、はり紙及び札並びに広告塔、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びに

　　　　これらに類するもの

　　以上４つの要件をすべて満たすものが屋外広告物として、内容の営利性を問わず規制を受けることとなります。

■屋外広告物の多くは、許可が必要です

　　幹線道路沿いや市街地などに屋外広告物を設置する場合、その多くは許可手続きが必要です。自社の店舗や会

　社などに表示する会社名なども、一定の基準を超えない場合を除き、許可が必要です。

■ルールに違反して広告物を表示・設置した場合、罰則の適用を受けることがあります

　・屋外広告物のルール及び屋外広告業登録（岐阜県屋外広告物条例）についてのお問い合わせは、

　　岐阜県都市建築部都市政策課　電話　058-272-8648（直通）

　・屋外広告物の許可申請についてのお問い合わせは、

　　岐阜県内の各市町村

お
知
ら
せ

　近年、屋外広告物による事故等が発生しています。日常の広告物の安全管理にもご協力をお願いします。

屋外広告物にはルールがあります
お
知
ら
せ

0577-73-0153都市整備課

古川町 藤井　義昌　相談委員
相談日　６/１５(水)、１０/１７(月)、１/１６(月)　１０:００～１２:００

場　所　飛騨市役所　本庁舎2階　会議室

神岡町 中齋　正己　相談委員
相談日　偶数月(６,８,１０,１２,２月)の２５日　１０:００～１２:００

場　所　神岡振興事務所　２-１会議室

河合町 松井　重隆　相談委員
相談日　６/１５(水)、１０/１８(火)、１/１７(火)　１０:００～１２:００

場　所　河合町公民館　２階相談室

宮川町 佐藤　康雄　相談委員
相談日　毎月第２土曜日　１３:００～１５:００

場　所　宮川町公民館　２階第３会議室
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　民法改正により、令和４年４月１

日から成年年齢が２０歳から１８歳

に変わりました。４月１日に１８

歳、１９歳に達している方は、新成

人となります。

　成年になると、親の同意がなくて

も、自分の意思でさまざまな契約が

できるようになりますが、契約の知

識や経験が少ない新成人は、消費者

トラブルに遭いやすいため、注意が

必要です。契約をするときは、契約

の必要性や内容をよく理解したうえ

で結ぶことが重要です。

　消費者トラブルで困ったときは、

早めに消費生活相談窓口（局番なし

の『１８８』（い

やや！））へご相

談ください。

民法改正で成年年齢が１８歳から

消費者トラブルに注意！

お
知
ら
せ

総務課

0577-73-7461 0577-73-3742税務課

■納付について

　　口座振替の方は、残高確認をお

　願いします。

　　納付書の方は、４月下旬に納税

　通知書を発送しますので、期限ま

　でに納付をお願いします。

■納税証明書の発行について

　　口座振替の方には入金確認後、

　６月下旬に車検用納税証明書（は

　がき）を送付します。

　　納税通知書で納付された方は、

　領収書が納税証明書になりますの

　で、大切に保管してください。

軽自動車税（種別割）の納期

限は５月３１日（火）です

お
知
ら
せ

0577-73-3742税務課

■口座振替の方

　　納期限前日までに残高の確認を

　お願いします。

■納付書の方

　　納付書に記載の金融機関、コン

　ビニ、スマートフォン決済アプリ

　等で納付してください。

※一括納付を希望される方は、１～

　４期の４枚の納付書をご使用くだ

　さい

※納税通知書の記載事項を必ずご確

　認ください

固定資産税第１期分の納期

限は５月３１日（火）です

お
知
ら
せ

　近場で働き先がないか探している方、２～３時間だ

けでも働きたいという方にとって、農業のアルバイト・

パートは最適かもしれません。

　昨年度に引き続き、飛騨市ホームページに市内農家

さんからの求人情報を掲載するページを設けています。

求人情報は農家さんからの掲載依頼があり次第、随時

更新します。農業は屋外での作業が多いと思われがち

ですが、屋内作業の求人もあります。

　詳細については

飛騨市ホームペー

ジの他、窓口でも

お伝えできますの

で、お気軽にご相

談ください！

農業アルバイト募集

自分に合った働き方をしてみませんか

募
　
集

都市整備課 0577-73-0153 農業振興課 0577-73-7466

　本年４月１日から、市内で民間賃貸住宅を建設され

る方を支援しています。（申請１棟につき、３年間補助）

■補助の内容

　①民間賃貸住宅の建設工事に対する金融機関からの

　　借入金額に対して補助

　　【補助額＝借入残高×３％×１/２

　　　　　　　　　　　　（年間上限額１００万円）】

　②民間賃貸住宅の家屋に対して課税された固定資産

　　税相当額に対して補助

　　【補助額＝固定資産税相当額×１/２

　　　　　　　　　　　　（年間上限額２０万円）】

■申請受付期間

　　令和４年４月１日～令和５年３月３１日

　　（事業期間は令和４年４月１日から令和７年３月

     ３１日までの３年間）

　※補助金の対象には条件があります。詳細について

　　は担当課までお問い合わせください

飛騨市民間賃貸住宅建設促進補助金
お
知
ら
せ
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　パソコンの基本操作や一般的なア

プリケーションの使い方、障がいに

応じた入力支援機器の相談など、電

話、訪問にて対応します。お気軽に

お問い合わせください。（相談無

料）

■対象者　

　飛騨市在住で身体障がい者手帳を

　お持ちの方

身体に障がいがある方の

パソコン利用をサポート

お
知
ら
せ

福祉メディアステーション

飛騨ブランチ 0577-34-1316

　農業振興地域農用地区域から除外

する申請を受け付けます。

　農業振興地域の農用地区域に設定

されている農地を転用するには、農

用地区域から除外したうえで、転用

申請を行う必要があります。

■申請受付期間

　７月１日(金)～

　　　　　　７月２９日(金)厳守

※１年を通じてこの期間以外は、除

外申請できませんのでご注意くださ

い。また、申請により必ず除外され

るものではありませんので、ご不明

な点はお早めにご相談ください。

農業振興地域農用地区域の

除外申請の受け付け

お
知
ら
せ

農業振興課 0577-73-7466 0577-73-2948

古川町保健センター

　６月４日から１０日は歯と口の健

康週間です。

　４０歳・４５歳・５０歳・５５歳・

６０歳・６５歳・７０歳になられる

方には、飛騨市歯周病検診が受けら

れます。対象の方には受診券が送ら

れます。歯周病検診を受けられると、

丁寧な歯や歯茎の健診と歯ブラシの

使いかたなどの指導が受けられま

す。この機

会に、ご自

身の歯周病

について確

認してみま

しょう。

歯周病検診のお知らせ
お
知
ら
せ

0577-73-7464

市民保健課（本庁舎）

　下記の日程で年金相談を行いま

す。（事前予約可）

■相談内容

　①年金受給に関すること

　②年金記録に関すること　

　③国民年金の免除申請、口座振替

　　の手続きについて　等

■場所および日時

　古川会場　飛騨市役所本庁舎

　６月９日（木）

　１０：００～１５：００

　神岡会場　神岡振興事務所

　６月２３日（木）

　１０：００～１５：００

■持ち物

　①年金手帳または年金証書

　②本人確認書類（マイナンバー　

　　カード、運転免許証等）

　③委任状（本人が来庁できない場

　　合）

高山年金事務所による出張

年金相談について

相
　
談

0577-73-2948

古川町保健センター

　新型コロナウイルス感染拡大によ

り、イベントの中止や外出自粛が続

く中、輸血用血液の安定的な確保が

難しくなっています。

　輸血に使用する血液は、まだ人工

的に造ることができず、長期保存す

ることもできません。ぜひ多くの

方々のご協力をお願いします。

献血バスがやってきます

（６月の献血バス）

お
知
ら
せ

６月１７日（金）
９：３０～
１１：３０

日　時 場　所

（一社）吉城建設
　業協会
（古川町上野）

６月２７日（月）
１２：００～
１３：００

（株）喜多村
　古川工場
（古川町畦畑）

１４：３０～
１６：３０

１３：００～
１５：３０

飛騨市役所

0577-73-2948

古川町保健

センター

　「世界禁煙デー」である５月３１

日から日本でも「禁煙週間」が始ま

ります。

　喫煙者の吐く息の中には、喫煙後

しばらくは有毒なガスが含まれてい

ます。また、喫煙者の衣服にも発が

ん物質などが含まれた煙の成分が付

着します。吸わない人にも、有毒物

質は喫煙者の吐く息や、衣服により

届けられます。特に次世代を担う子

供さんたちは、たばこの害を受けや

すいことも分かっています。ご自身

の健康はもとより、子どもたちの健

康のためにも「禁煙」に取り組んで

みてはいかがでしょうか。

※学校、医療機関、児童福祉施設、

　行政機関では、２０１９年から原

　則敷地内禁煙と

　なっています。

５月３１日から禁煙週間
お
知
ら
せ



情報の広場

6/1(水) 10:00～15:00
総務課
☎0577-73-7461

消費生活相談員による無料相談
(専門の消費生活相談員が消費生活にかかる相談)

○

11

情報の広場相談窓口情報を悩み別に検索できるサイト（コード）です。

電話でのご相談も受け付けています。

こころの健康相談統一ダイヤル　℡0570-064-556

こころといのちの

相談窓口

10:00～17:00 古川町商工会

6/15(水) 13:00～17:00 神岡商工会議所

ビジネスサポート相談
(売上拡大、経営改善など経営上の相談)

○

6/7(火)、8(水)
23(木)、24(金)

古川町商工会
☎0577-73-2624

商工課
☎0577-62-8901

6/15(水) 13:30～15:30
飛騨保健所
☎0577-33-1111（内線312）

こころの健康相談
（精神科医師によるこころの相談）

○

6/2(木) 13:30-15:30
古川町保健センター
☎0577-73-2948

こころの相談室
（精神保健福祉士によるこころの相談）

○ ハートピア古川

もの忘れ相談
(もの忘れ・認知症の相談)

○

9:30～11:30 神岡町公民館

6/16(木)

6/9(木)

9:00～12:00

地域包括支援センター神岡窓口
☎0578-82-1456

相談コーナー
相談名 ・相談内容 要予約 実施日 場所時間 問い合わせ

13:00～16:00 古川町公民館若者就労相談
(若者を対象とした就労相談)

ハローワーク出張相談
(職業相談、シルバー人材入会説明)

○

-

6/1(水)、8(水)

15(水)、22(水)

29(水)

県若者サポートステーション
☎0577-35-4770

6/28(火) 11:00～15:00 古川町公民館
ハローワーク高山
☎0577-32-1144

6/13(月) 13:00～15:00 神岡商工会議所
ハローワーク高山
☎0577-32-1144

認知機能チェック　および　脳トレ ○ 6/23(木) 9:00～12:00

河合町公民館○

オレンジの森
古川町新栄町11-5
ツタビル２階
（1階にコインランドリーあり）

認知症地域支援推進員
☎090-1408-1017（月～金）

飛騨市役所

■敷金　家賃の３カ月分　　■申込期間　５月２４日(火)～５月３１日(火)　　■入居予定日　７月１日(金)

※ＲＣ造…鉄筋コンクリート造　Ｓ造…鉄骨造

・入居資格について、所得等の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください

・個人番号の記載箇所があるため郵送での受付ができません。都市整備課または各振興事務所まで直接ご提出ください

市営住宅入居者の募集
募
　
集

都市整備課 0577-73-0153（古川・河合・宮川） 神岡振興事務所 建設農林課 基盤係 0578-82-2254（神岡）

飛騨保健所 0577-33-1111（内線321）

　５月１日から６月３０日までの間「不正大麻・けし

撲滅運動」が実施されます。大麻や麻薬の原料となる

植物は、法律で栽培等が禁止されています。

　不正栽培及び自生している大麻やけしを見つけた場

合は、飛騨保健所へ通報してください。

不正大麻・けし撲滅運動の実施について
お
知
ら
せ

市民保健課（本庁舎） 0577-73-7464

　家庭内や近隣間のもめごと、悩みごとなどに人権擁

護委員が相談に応じます。（相談無料・秘密厳守）

■日時　６月１日（水）１３：３０～１５：３０

■場所　ハートピア古川・河合町公民館・宮川町公民

　　　　館・神岡町ふれあいセンター

６月１日は全国一斉「人権擁護委員の日」
お
知
ら
せ

公募住宅

種類

募集戸数

所在地

構造・規模

間取り

家賃

下気多団地

公営

（世帯用）１戸

古川町下気多

木造２階建

４ＤＫ

杉崎団地

公営

（世帯用）１戸

古川町杉崎

木造平屋

３ＤＫ

サン・アルプ旭Ｃ棟

公営

（世帯用）１戸

神岡町殿

ＲＣ造６階建

２ＤＫ

昭和町団地

地優賃

（世帯用）２戸

神岡町殿

ＲＣ造４階建

２ＤＫ

山之村団地

みなし特公賃

（世帯用）１戸

神岡町森茂

木造２階建

２ＬＤＫ

山之村団地

公営

（世帯用）２戸

神岡町森茂

木造２階建

２ＬＤＫ

西忍団地

公営

（世帯用）２戸

宮川町西忍

木造２階建

３ＬＤＫ

打保住宅

特定

（単身用）１戸

宮川町打保

木造２階建

２ＤＫ

入居者の所得に応じて決定

共益費別途 共益費別途 駐車場使用料、共益費別途 共益費別途 共益費別途共益費別途共益費別途駐車場使用料、共益費別途
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情報の広場

飛騨警察署からのお知らせ

自転車利用の皆さんへ

交通ルールを守り

安全運転をお願いします

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ

大人向けのオススメ 子ども向けのオススメ

『ディズニーキャストざわ
ざわ日記』

笠原一郎/著　三五館シンシャ

　５７歳で入社し、６５歳で退職する

まで清掃スタッフとして働いた８年間

の実態報告。人間関係や仕事への向き

合い方など包み隠さず語っています。

『ねこのラーメンやさん』
KORIRI／さく・え　金の星社

　「ちょうねくたいがにあう　ねこ

のマオさん」がおいしいカツオラー

メンを作ります。ねこもつられるお

いしそうなラーメンにおなかがすい

てきます。

飛騨警察署（警務課）

0577-73-0110（内線211）

飛騨市図書館 0577-73-5600 https://hida-lib.jp

　自転車は手軽な乗り物として、子供から高

齢者まで幅広く利用されていますが、自転車

側のルール違反による交通事故も多く発生し

ています。

１　赤信号や「止まれ」の標識は必ず

　　停止しましょう。

　　〇自転車は車両の仲間です

　　〇「止まれ」や「信号」のない交

　　　差点、見通しの悪い場所でも必

　　　ず安全確認を！

２　進路変更などをする時も必ず後方

　　の安全を確認しましょう。

　　〇急な進路変更や身勝手な行動は

　　　大変危険です。

　　〇安全確認と交通ルールを守りま

　　　しょう。

0577-73-7495

生涯学習課

　ＮＨＫブラタ

モリ（飛騨編）

で歴史ガイド役

を務めた田中彰

さんが、日本書

紀に登場する

「飛騨の伝説　

両面すくな」の謎に迫ります。

■日時　　６月５日（日）

　　　　　１３:３０～１５:００

■会場　　古川町公民館

■講師　　田中　彰

■対象　　一般

■参加費　無料

■定員　　１００名（先着順）

■申込先　０５７７-７３-６１１５

　　　　　古川町公民館

公民館講座 歴史ロマン講演会「最

大の謎　両面宿儺の謎に迫る」

募
　
集

0577-73-3288

飛騨市美術館

0577-73-7496

文化振興課

　本年度は、小さいサイズ（２４×

３３ｃｍ）ながらも、岩絵具や膠

（にかわ）を使った本格的な日本画

作品を制作します。どうぞお気軽に

お申し込みください。きっと心に残

る体験ができるでしょう。

■日時　５月２９日（日）

　　　　６月５日（日）、１９日（日）

　　　　２６日（日）

■時間　１３:００～１６:００

■場所　古川郷土民芸会館

■対象　中学生から大人まで

　　　　定員：１５人

　　　　参加費：２５００円

■講師　院展作家　岡部 巌氏

令和４年度飛騨市美術館

「日本画教室」

募
　
集

0577-73-5600

飛騨市図書館

 蔵書点検のため飛騨市図書館・飛

騨市神岡図書館を休館します。ご迷

惑をおかけしますが、ご理解とご協

力をお願いいたします。

■休館期間：５月２３日（月）～

　　　　　　２７日（金）

　【できないこと】

　・図書館へ入ること

　・本の貸出、電話による予約や貸

　　出延長

　・各種問い合わせ

　※飛騨市高度情報センター（市図

　　書館２階）も使用できません

　【できること】

　・返却ポストでの本の返却

　（返却処理は開館後になります）

　・「ひだ電子図書館」の利用

蔵書点検のお知らせ（図書

館）

お
知
ら
せ


