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石川県職業能力開発プラザだより
 令和2年12月15日発行

石川県職業能力開発プラザ

ホームページ  https://www.pref.ishikawa.lg.jp/roudou/syokunou-p/
E-mail          pzinfo@pref.ishikawa.lg.jp

いしかわ障害者雇用推進カンパニー

認定シンボルマーク

第48回石川の技能まつり開催（１０／１８）

☆日　時　12月16日（水）　午後1時30分～午後4時
　　　　　 1 月20日（水）　午後1時30分～午後4時　

☆場　所　石川県職業能力開発プラザ（金沢市芳斉1－15－15）
　　　　　TEL：076-261-1400
相談スタッフ…石川県労働企画課・税務課・労働委員会、石川労働局雇用環境・均等室、
　　　　　　　(独)勤労者退職金共済機構、(一社)石川県経営者協会（石川働き方改革推進支援センター）

総合労働相談会のご案内

労働ニュース

新型コロナに関する母性健康管理処置による休暇取得支援助成金をご活用下さい

オーダーメイドセミナーの開催（在職者訓練）

「個別労働関係紛争のあっせん」について

「いしかわ障害者雇用推進カンパニー」認定企業　募集中！

第48回石川の技能まつり「いしかわ技の祭典」受賞者一覧

勤労者育児・介護休業資金融資制度のご案内

令和３年３月新規学校卒業予定者の採用選考を行うにあたって

中小企業退職金共済（中退共）のご案内
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も 　 く 　 じ

　10 月 18 日、「もっと知ろう　もっと学ぼう　技能と技術」をテーマに、第 48 回石川の技能まつりが県産

業展示館とポリテクセンター石川の 2 会場で開催されました。

　石川の技能まつりは、広く県民に技能尊重の気運を浸透させ、技能者の地位向上を目指し、かつ技能水準

の向上を図ることにより、石川県の産業振興に寄与することを目的に毎年開催されています。

　いしかわ技の祭典では、建築大工、調理、家具製作、電気溶接、旋盤加工など 2 会場 13 種目において、選手

が日頃培った技を競い合いました（表彰者は p7 に掲載）。また来場者による一般投票も併せて実施し、多く

の来場者が足をとめ、その技に見入っていました。

　新型コロナウイルス感染防止対策の徹底の観点から、毎年実施している各種技能の体験コーナーは実施

しなかったものの、多くの人が来場し、会場は大いに賑わいました。

労働条件、労使紛争、職業能力開発、パワハラ、メンタルヘルス、労務管理、最低
賃金、税金などの問題について専門スタッフがご相談に応じます。秘密厳守。
費用は無料。電話によるご相談にもお応えします。

TEL(076)261-1400　FAX(076)261-1402

石川県最低賃金の改正のお知らせ　時間額 833円　（改正発効日 令和2年10月7日）

石川県最低賃金はパートタイマー・アルバイト等雇用形態を問わず、石川県内で働くすべての労働者に適用されます。
使用者は、これより低い賃金で労働者を使用することはできません。
詳細は石川労働局（℡076-265-4425）又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
なお、産業によっては、これより金額の高い特定（産業別）最低賃金が適用されますので、ご注意ください。
また、石川労働局のホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/もご覧ください。
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労働ニュース
◎金沢・七尾産業技術専門校体験見学会開催　

　8 月 1 日に金沢産業技術

専門校および七尾産業技術

専門学校において、高校を

卒業又は卒業見込みの方、

保護者及び教職員を対象に

体験見学会（オープンキャン

パス）が開催され、訓練内容の案内、施設設備見学、実習

体験及び訓練生の作品展示などが行われました。参加者

の多くが実習体験を行い、金沢校では総合建築科のいす

（木製）製作、メカトロニクス科のネームタグ製作、電気工事

科のテーブルタップ製作などを実施し、七尾校では自動車整

備科のエンジン分解・組立体験、生産設備保全科の UFO

キャッチャー製作などが実施されました。参加者は実践的な

カリキュラムを強みとする専門校の訓練内容に理解を深め

ていました。

「石川の技能まつり（第1回、第2回）実行委員会」開催

　7月31日、県庁において、第

48回石川の技能まつり第1回

実行委員会が開催されまし

た。山森力県商工労働部次

長兼労働企画課長が「石川

の技能まつりは、技能者の地

位と技術水準の向上を目指し、本県の産業振興に寄与する

ことを目的として、毎年開催されている。今年の技能まつりの

成功に向け、従来にも増してご理解とご協力をお願いする。

」と挨拶しました。委員会においては「もっと知ろう　もっと学

ぼう　技能と技術」をテーマとして、10月18日に開催すること

や、新型コロナウイルス感染症対応などについて審議が行

われました。また、9月9日にも第2回実行委員会が開催され、

詳細な企画内容などが確認されました。

◎障害者雇用促進セミナー「精神障害者等の採用面接

のポイント」開催

　9月16日、県庁において、石川県、石川労働局及び石川障

害者職業センターの主催による障害者雇用促進セミナー「精

神障害者等の採用面接のポ

イント」が開催され、県内事業

所から７人が参加しました。石

川労働局職員による県内障

害者雇用の現状説明や、石

川障害者職業センターによる

採用面接のポイント解説が行われた後、参加者は２グループ

に分かれて意見交換を行い、障害者雇用や採用のポイント

について理解を深めました。

◎令和2年度第1回ワークセミナー開催

　9月18日、石川県及び石川

県中小企業労務改善集団

協議会の主催による企業の

経営者、人事・労務担当者、

労働者などを対象とする第1

回ワークセミナーが、県地場

産業振興センターで開催され約50人が聴講しました。第１

部では、石川労働局雇用環境・均等室　室長補佐の宮野

廣之氏が「同一労働同一賃金に関する法制度の概要につ

いて」と題して講演しました。第2部では、事業者向け消費

者教育支援事業、男女共同参画推進宣言企業、障害者雇

用促進セミナー、県労働委員会の支援メニュー、中小企業

退職金共済制度などの制度説明・案内が行われました。

◎令和2年度第2回ワークセミナー開催

　10月2日、県庁において、石

川県、県労働委員会及び石

川労働局の主催による企業

の経営者、人事・労務担当

者、労働者などを対象とする

第２回ワークセミナーが開催

され、約50人が聴講しました。第1部では、県労働委員会 会

長代理の髙木利定氏が「テレワークにおける労務管理」と

題して講演しました。第2部では、石川労働局雇用環境・均

等室 労働紛争調整官の坂本雅治氏が「個別労働関係紛

争解決の留意点について」と題して、それぞれ職場における

2

内
職
の
ご
案
内

Q．どんな内職がある？

　  石川県職業能力開発プラザ HP に情報を掲載しています。
　  U R L：https://www.pref.ishikawa.lg.jp/roudou/syokunou-p/
　  携帯版：https://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/syokunou-p/
　  （毎週月曜更新 但し祝日の場合は翌日）

Q．内職を紹介してほしいけど、どうしたらいい？

　  石川県職業能力開発プラザへの登録が必要です。

Q．内職の求人を出したいけど、どうしたらいい？

　  まずは、右記連絡先にお電話をしてください。

Q．求人登録・相談をするにはどうしたらいい？

　  面談、お電話で登録・相談ができます。※メール不可

お問い合わせはお気軽に

石川県職業能力開発プラザ

TEL：（076）223-7025（内職専用）

　　　月曜 ～ 金曜 8：30 ～ 17：00

〒920-0862

金沢市芳斉 1 丁目 15 番 15 号

・JR 金沢駅東口より徒歩約８分

・北鉄「三社バス停」下車徒歩約１分

担当地域

金沢市・白山市・野々市市・小松市・加賀市・

能美市・川北町・かほく市・津幡町・内灘町

※ 登録無料・相談無料・掲載無料



労使間トラブル等の解決策について説明しました。

◎「障害者就職応援セミナー」開催

　10月2日、27日、それぞれ県

地場産業振興センター(金沢

会場)及び七尾サンライフプ

ラザ(能登会場)において、石

川県、石川労働局の主催に

よる障害者就職応援セミナーが開催され、就職を目指す障

害者21人（金沢会場１３人、能登会場８人）が参加しました。

キャリアコンサルタントの髙木眞澄氏による履歴書の書き方

や面接マナーに関する講義の後、参加者は模擬面接に挑

戦し、就職に向けたスキルアップに取り組みました。

◎｢障害者雇用促進シンポジウム｣開催

　10月19日、金沢市内において、「障害者雇用促進シンポジ

ウム」が開催され、県内企業

等から６９名（うちオンライン

参加２９名）が参加しました。

障害者雇用と就労支援の専

門家である埼玉県立大学教

授の朝日雅也氏による「障害者雇用の魅力！企業での取り組

み促進のために」と題した基調講演や、清水信博氏（㈱明

石合同取締役総務部長）、及び山田茂生氏（共和電気工

業㈱代表取締役）による事例発表のほか、パネル討論が行

われました。

◎令和２年度「拡大総合労働相談会」開催

　10月21日、石川県職業能力開発プラザにおいて、拡大版

総合労働相談会が開催され

ました。この相談会は「いしか

わ労働相談強化月間」に併

せて毎年開催されているもの

で、弁護士会、司法書士会、

社労士会、産業カウンセラー

協会、連合石川、県経営者協会、石川県、労働局から各相

談員が参加し、電話と面談で１１人の相談者から相談を受

けました。相談内容としては、新型コロナ感染症対策休業支

援金・給付金、有給休暇や労働時間などの労働条件、職場

の人間関係などについての相談がありました。

◎連合石川が谷本知事に要請書を提出

　10月29日、連合石川の西

田満明会長ほか役員など８

人が谷本正憲知事を訪ね、

令和3年度の予算編成に向

けた要請書を提出しました。

要請は雇用・労働、福祉・社会保障など11分野にわたり、正

規、非正規労働者の格差解消など雇用・労働政策の推進

や少子高齢化対策など8つを主な項目として掲げています。

谷本知事は「いずれも大事な問題で、各要請項目について

は、担当部局で検討して回答します」と応えました。

◎第58回技能五輪全国大会及び第40回全国障害者

　技能競技大会参加選手壮行式開催

　10月28日、県庁において、

11月13日から16日に愛知県

で開催される「第58回技能

五輪全国大会」及び「第40

回全国障害者技能競技大

会」に出場する8選手の壮行式が開催され、南井商工労働

部長が「大会を通じて技能者として更なる向上を図ってほし

い」と激励しました。選手を代表して、配管職種の飯田大翔

さんが「日頃鍛えた技能を発揮し、期待に応えられるよう全

力を尽くしたい」と決意を表明しました。選手の皆さんは以下

のとおりです。

◎連合石川第32回定期大会開催

　10月30日、金沢市内におい

て、「私たちが未来を変える

　～安心社会に向けて～」

をスローガンとして加盟する

労働組合が参加して連合石

川第32回定期大会が開催さ

れました。冒頭の西田会長の挨拶で、「この１年間は、コロナ

課禍という状況の中、厳しい立場で働く仲間や生活している

仲間の生活を少しでも良くする取り組みをさらに強く意識し

た一念であった」と振り返り、今後１年間重視する来年度春

闘など６点の課題についての所見を述べました。大会では、

各報告事項を承認し、2021年度運動方針、2020秋季年末

闘争方針、2021年度一般会計予算、2021年度役員交代な

どについて審議し採択されました。その後、大会スローガンを

承認し、ガンバロウを三唱して大会を終了しました。
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第58回技能五輪全国大会

氏　　名競技職種 所　　属

山森あきら

飯田　大翔

永井　　聖

北　勇太郎

加世　綾音

池田　直子

タイル張り

配 管

左 官

フラワー装飾

フラワー装飾

美 容

中橋タイル㈱

㈲剛配管設備工業

㈱イスルギ

幾何デザイン

石川県立七尾東雲高等学校

㈱オフィス・べっぴん

第40回全国障害者技能競技大会

氏　　名競技種目 所　　属

松下いずみ

道 苗 　 樹

ワード・プロセッサ

ビルクリーニング

小松ＩＴ就労支援センター

(株)ひまわり工房

石川県立小松特別支援

学校
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※人口は毎月１日現在、ｐ＝概算値。H27年国勢調査基準の推計人口。

　県人口の※印は、R2・10月の国勢調査未発表のため表示していない。

　月間現金給与総額＝県分は速報値、全国分のｒは厚労省の訂正値。

　消費者物価指数はH27年を100としている。

主要労働経済指標
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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による

休暇取得支援助成金をご活用ください

【お問い合わせ先】石川労働局雇用環境・均等室　☎076-265-4429

＼ 事業主の皆さまへ ／

❶～❸の全ての条件を満たす事業主が対象です。

令和２年５月７日から同年12月31日までの間に

❶新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた

妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の６割以上が支払わ

れるものに限る)を整備し、

❷当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した

事業主であって、

令和２年５月７日から令和３年１月31日までの間に（※）

❸当該休暇を合計して５日以上取得させた事業主（※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間）

対象労働者１人当たり有給休暇計５日以上20日未満：25万円＊1事業所当たり20人まで

以降20日ごとに15万円加算（上限額：100万円）

令和２年６月15日から令和３年３月１日まで

　＊雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の２種類の様式があります。

　＊事業所単位ごとの申請です。

事業主の皆さまには、この助成金も活用しつつ、

妊娠中の女性労働者が休みやすい環境づくりに努め、積極的な配慮をお願いします。

▶▶助成金の対象

▶▶助成内容

▶▶申請期間
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★県内産業技術専門校（全４校）では、地域企業の皆様の職業

能力開発の支援と技術力の向上を目的として、各種在職者訓

練を実施しております。

★各企業様の要望に応じたオーダーメイド型セミナーも実施し

ており、モノづくり分野での人材のレベルアップを図ります。

★産業技術専門校からオンラインで行う訓練や、講師を企業に

出張させて行う訓練も実施しています。

お問い合わせ先

◎小松産業技術専門校　〒923‐0967　小 松 市 青 路 町 1 3 0　TEL：0761‐44‐1183 FAX：0761‐44‐4267

◎金沢産業技術専門校　〒920‐0352　金沢市観音堂町チ9番地　TEL：076‐267‐2221 FAX：076‐267‐2295

◎七尾産業技術専門校　〒926‐0853　七尾市津向町へ部34番地　TEL：0767‐52‐3159 FAX：0767‐52‐4697

◎能登産業技術専門校　〒927‐0602　鳳珠郡能登町字松波3-60-3　TEL：0768‐72‐0184 FAX：0768‐72‐2184

対象：新規採用者～中堅技術者　　

内容：基礎技術～応用技術　　

費用：830円/人・日、教材費、テキスト代

■小松産業技術専門校（機械・金属、溶接等）
ex) 溶接、熱処理、NC旋盤、フライス盤、機械・建築CAD　等

■金沢産業技術専門校（機械系、IT等）
ex) マシニングセンタ、ＮＣ旋盤、機械検査、機械・建築CAD　等

■七尾産業技術専門校（自動車整備、生産設備保全等）
ex)自動車整備、ガス溶接技能教育　等

■能登産業技術専門校（機械系、IT等）
ex) クレーン、表計算　等

オーダーメイドセミナーの開催（在職者訓練）

新入社員の

即戦力化！

中堅社員の

レベルアップ！

各種要望

（期間、日程等）

にも柔軟に

対応！！

10月よりオンラインでの訓練や企業への
出張型の訓練も実施しています

雇用調整助成金等を活用し、訓練等いかがですか？

対象・内容

各 校 特 色

実 施 風 景

随時
募集中！

企業指定の講師による

研修も可能です。

謝金・旅費も

かかりません。

企業指定の講師による

研修も可能です。

謝金・旅費も

かかりません。
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いしかわ障害者雇用推進カンパニー

「いしかわ障害者雇用推進カンパニー」認定企業 募集中！「いしかわ障害者雇用推進カンパニー」認定企業 募集中！
　石川県では、障害者雇用に積極的な企業や就労支援の福祉サービス事業

を行っている事業所を「いしかわ障害者雇用推進カンパニー」と認定してい

ます。認定企業は、シンボルマークを名刺、封筒、パンフレット、広告、ホーム

ページ等に表示することができます。

詳しい要領・申請に関するお問い合わせ

石川県商工労働部 労働企画課 企画・労働福祉グループ（〒920-8580金沢市鞍月1-1）
TEL.076-225-1531  FAX.076-225-1534  e-mail:e191300a@pref.ishikawa.lg.jp
URL：https://www.pref.ishikawa.lg.jp/roudou/symbol/ninntei.html

～ 「個別労働関係紛争のあっせん」について～
　石川県労働委員会では、公益・労働者・使用者の各委員３人が、公平・中立な立場

で、労働者と使用者(事業主)との間に発生した労働関係のトラブル解決をサポート

いたします。お気軽にご相談ください。

Q　個別労働関係紛争のあっせんとは何ですか？

A　労働者個人と使用者との間で生じた解雇や労働条件等に関するトラブルについて、話し合

いが進まず、自主的な解決ができなくなった場合、経験豊富な調整担当の公・労・使各委員

が労使双方に働きかけ、自主的解決をお手伝いする制度です。

Q　どんなトラブルが対象ですか？

A　労使間の労働条件等をめぐるトラブルが対象です。例えば・・・

Q　利用方法は？

A　石川県内の事業所に勤務する（勤務していた）労働者、または使用者のどちらからでも申

請できます。申請書に必要事項を記入し、石川県労働委員会に提出してください。

（申請書の用紙は、石川県労働委員会のホームページからダウンロードもできます。）

あっせんの特徴

公益委員・労働者委員・使用者委員の三者構成による手厚い体制で対応します。

迅速な処理に努めています。（平均処理期間 2か月程度）

手数料などは不要です。（ただし、弁護士等を依頼する場合は自己負担です。）

安心

速い

無料

トラブルの事例

・突然の解雇によるトラブル ・賃金や賞与をめぐるトラブル ・雇止めに関するトラブル

・配置転換をめぐるトラブル ・職場での人間関係をめぐるトラブル など

お問い合わせ先　石川県労働委員会事務局
所在地：〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 石川県庁行政庁舎18階

TEL （０７６）225-1881　FAX（０７６）225-1882

ホームページ 「石川県労働委員会」で検索

電子メール ishiroui@pref. ishikawa.lg. jp ホームページ
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第48回石川の技能まつり「いしかわ技の祭典」受賞者一覧

　10月18日に開催された「第48回石川の技能まつり」では、職人たちが技を競う「いしかわ技の祭典」

が行われ、約70人の選手が日頃鍛えた技を競いました。

　以下の皆さんが、優秀賞及び特別賞受賞者として表彰されました。

勤労者育児・介護休業資金融資制度のご案内

　勤労者が安心して育児・介護休業を取得し、仕事と家庭の両立、就業の継続が図られるよう、育児・介護

休業期間中に必要とする生活資金を低利子で融資します。

１．融　資　対　象

２．融　資　限　度

３．返　済　期　間

４．融　資　利　率

５．そ　　の　　他

６．取扱金融機関

７．お問い合わせ先　

(1)石川県内にお住まいの方

(2)育児・介護休業を取得または取得しようとする勤労者で復職が確実な方

(3)県・市町税を滞納していないこと

(4)育児・介護休業に係る他の公的融資を利用していない方

(5)保証協会の保証を受けることができ、確実な保証人を１名以上付すことが出来る方

100万円

100万円以内は5年以内、50万円以内は3年以内

年0.750％（R2.10.1～）　※金融情勢により変動あり

保証協会の保証が必要となります。（保証料率　年0.18％）

北陸労働金庫の本支店

北陸労働金庫本店営業部　　TEL 076-231-2161

優秀賞

（1位） （2位） （3位）

きたの　たけし たかやなぎ　りゅうや いまむら　しゅん たかやなぎ　りゅうや

北野　猛 髙栁　竜也 今村　舜 髙栁　竜也

くろかわ　りゅうせい きたま　かずや

黒川　竜生 － － 北澗　和也

はしもと　ゆきひろ はやし　たかし にしもり　けいた

橋本　幸博 林　高史 － 西盛　敬太

はせがわ　ながあき ひろさき　かずお むらにし　けんご

長谷川　長昭 広崎　和雄 － 村西　賢悟

かわはら　たくみ さだ　かつひろ なかごし　ゆり

川原　巧生 佐田　勝弘 － 中越　友梨

わかおか　なお いわさき　のぶゆき いわさき　のぶゆき

若岡　奈央 岩崎　信行 － 岩崎　信行

はやさき　さとる はやさき　さとる

早崎　悟 － － 早崎　悟

やすよし　ななか まつしま　こうのすけ

安吉　菜々香 松嶋　幸之介 － －

くぼ　あき おくの　ようすけ いわさき　ななこ

久保　映 奥野　陽介 － 岩崎　菜々子

つじむら　まさき つじむら　まさき

辻村　将貴 － － 辻村　将貴

よしの　しょう ひがしぐち　たつや かわばた　はるか

吉野　翔 東口　達哉 川畑　遥 －

すみ　まつり ひがし　りんたろう

角　茉莉 東　麟太郎 － －

かわひら　しんいち えばた　こうき

河平　慎一 江端　宏紀 － －

第
２
会
場

旋盤加工

電気溶接

②

③

④

精密測定

① 機械組立仕上げ

第48回石川の技能まつり　「いしかわ技の祭典」　受賞者一覧

特別賞

建築大工

建築塗装

①

②

第
１
会
場

技の祭典職種

建築板金

建具製作

左官

家具製作

⑥

⑦

⑨

鉄筋組立て

③

④

⑤ 内装仕上げ

⑧ 調理
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令和3年３月新規学校卒業予定者の採用選考を行うにあたって

　10月16日から令和3年3月高等学校卒業予定者の採用選考が開始されます。
新卒者にとって、就職は、学校生活から新たに職業生活に入る人生の重大な転機です。こ
のため、採用選考を行う事業者の責任も大きく、就職差別のない公正な採用選考を行う必
要があります。
　面接試験では、「本籍地や家族の状況・職業」など本人に責任のない事柄についての質
問はしてはならないこととされています。
　また、面接の流れの中で何気なく聞いた事柄の中にも応募者を傷つけたり、応募者の人
権を侵したりすることがありますのでご留意ください。
　なお、次の個人情報の収集は原則認められません。

ア．人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因のおそれ
のある事項（家族の職業、収入、本人の資産等の情報など）

イ．思想及び信条（人生観、生活信条、支持政党、購読新聞、雑誌、愛読書など）
ウ．労働組合への加入状況（労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関す

る情報など）
　公正な採用選考を行うことは、高校生の選考ばかりでなく、中学生、大学等の学生、一
般求職者においても同様に実施される必要があります。
　県では公正な採用選考を行うためのポイントを掲載した「採用担当者必携 公正な採用
選考ハンドブック」（https://www.pref.ishikawa.lg.jp/roudou/index.html/）を配布して
おりますので、ご活用ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度は例年の9月16日から1ヶ月遅れの

選考開始となっています。

【お問い合わせ先】石川県商工労働部労働企画課

　　　　　　　　　社会人UI ターン促進グループ

　　　　　　　　　TEL：076-225-1672


