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Ⅰ スポーツの意義 
 

スポーツは、生活の質的向上への貢献、人間性回復への貢献、健康づくりへ

の貢献など人生を豊かにし、充実したものにするとともに、身体的・精神的両

面に影響を与える文化でもあります。 
また、明るく豊かで活力に満ちた地域社会の形成や、個々人の心身の健全な

発達に必要不可欠であり、人々が生涯にわたってスポーツに親しむことは、極

めて大きな意義を有しており、次のような効果があります。    
（１） スポーツは、人間の可能性を追求するという意義を有しており、競技者

のスポーツに打ち込む真剣でひたむきな姿は、人々にスポーツヘの関心や

意欲を高め、夢や感動を与えてくれます。 
(２)  スポーツは、青少年の心身の健全な発達を促し、責任感やフェアプレー

の精神などを培います。また、仲間や指導者との交流を通じてコミュニケ

ーション能力を育成し、豊かな心と他人に対する思いやりの心をはぐくむ

など、青少年の健全育成に寄与しています。 

（３） スポーツは、体カの向上、生活習慣病の予防、精神的ストレスの解消な

ど心身両面にわたる健康の保持増進に効果を発揮するほか、スポーツを通

じての爽快感や達成感など精神的豊かさの充実やメリハリのある生活の    

実現など、心の豊かさと生きがいをもたらしています。 

（４） スポーツを通じて人々が交流を深めていくことは、住民相互の人間的な

ふれあいを深め、地域住民が一つの目標に取り組むことで地域の一体感や

連帯感が醸成され、人間関係の希薄化など問題の解消にもつながります。 

（５） スポーツの振興は、スポーツ産業をはじめとする関連産業への波及とそ

れに伴う雇用創出などの経済的効果を生み、地域経済の活性化に寄与して

います。 
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Ⅱ スポーツをとりまく環境の変化 
 

近年における都市化や生活環境の利便性等、社会環境・生活環境の変化は、

市民の身体的活動の機会を減少させるとともに、精神的なストレスを増大させ

るなど、心身に大きな影響を与えています。 
また、急速に進行する少子・高齢化は、社会の活力低下や社会保障の増大と

いった社会や経済面の影響だけでなく、個人の生き方にも大きな課題を投げか

けています。特に生活習慣病の増加や長寿化社会における要介護の増加の実情

に対しては、一人ひとりの市民が自分の健康は自らが守る努力が必要になって

います。 
一方、年間労働時間の短縮での自由時間の増大は、市民の意識や価値観が仕

事中心から生活重視へと変化し、精神的な豊かさを求める傾向が高まる中で、

個人のライフスタイルの多様化、個性化に伴って、スポーツなどに対するニー

ズも多様化してきています。 
さらに、完全学校週５日制により、子どもたちへの健やかな成長にとって、

家庭や地域の果たす役割がますます重要になってきています。スポーツに関し

ても、生涯スポーツの基礎づくりや体力の向上、家庭や地域とのふれあいなど、

さまざまな観点から学校、家庭、地域が相互の理解と連携を図り、子供たちの

スポーツ活動を充実していくことが求められています。 

そして、市民のスポーツ活動は、学校や行政が進める以外に、民間が行なう

スポーツ施設やスポーツクラブでの活動、競技団体や市民自身が自主的に行う

スポーツ活動など、多種多様な広がりをみせています。 
こうした状況の中、市民のニーズや期待に応え、地域に即した生涯スポーツ

社会実現のため、市民自らが参画し創りあげるような意識改革を図りながら、

普及啓発、推進事業・支援体制・活動の場の充実等、総合的なスポーツ環境整

備が必要になっています。 
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Ⅲ  スポーツの必要性 
 
市民一人ひとりが、生涯にわたって健康で生き生きとした生活を送るために、

体力の向上や健康の保持増進、精神的な豊かさや充実感、人とのふれあい・交

流、生きがいづくりなどのため、それぞれの個性や体力に適したスポーツやレ

クリェーションを楽しむことがますます重要になってきます。 
また、スポーツは自ら行うほか、スポーツを見て楽しむことや、スポーツを

行う人のためにボランティアなどで支援しながら自らを開発し、自己実現を目

指すことができます。 
このように、スポーツにはさまざまなかかわり方があることから、その意義

を踏まえスポーツの推進を図っていく必要があります。 
 

Ⅳ スポーツ振興の方向性 
 

市民の好みやライフスタイルの変化、情報化の進展、経済のグローバル化な

ど社会環境の急激な変化と、健康づくりへの意識の高まりなどにより、市民の

スポーツニーズも多様化しており、総合的なスポーツ環境整備が今後ますます

重要になってきています。 
スポーツの振興にあたっては、さまざまな観点から学校・家庭・地域が相互

の理解と連携を図り、市民のスポーツ活動を充実させていくことが求められて

います。 
行政においても、いつでも、どこでも、気軽にスポーツを楽しめる環境の整

備、子どもたちの体力低下傾向の改善、学校卒業後のスポーツ離れの改善など

に、一層取り組んでいく必要があります。 
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Ⅰ 計画策定の趣旨 
 

標準体力の低下、生活習慣病の拡大、地域コミュニティの希薄化などが大き 
な社会問題となっている現在、スポーツの果たす役割は、市民にとって、ある

いは行政にとって非常に重要性の高い課題であると再認識する必要があります。 
市民のスポーツ行政に対する期待に的確に対応し、市民が日常生活にスポー

ツを取り入れ、スポーツを通して体と心の健全保持・増進を効果的・効率的に

図り、明るく豊かなまちづくりを進めていくために、本市のスポーツ振興施策

を総合的・計画的に示す「日光市スポーツ振興基本計画」を策定するものです。 
 
 

Ⅱ 計画の位置付け 
 

本計画は、平成１２年９月に文部科学省で策定した「スポーツ振興基本計画」 
を参考としたスポーツ振興法（昭和３６年法律第１４１号）第 4 条第 3 項に基
づくものであり、日光市総合計画を上位計画とした本市スポーツ振興の基本的

な方向性を示すものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

Ⅲ 計画の基本理念 
 
 
 
 

 
市民自らが、心も体も健康で、生き生きとした生活を営めるよう『豊かなス

ポーツライフの実現』を、この計画の基本理念とします。 
基本理念でいう社会は、年齢や性、障がいのあるなしを問わず、市民だれも

がスポーツ・レクリエーション活動に親しむことができる社会で、ひとりでも

多くの市民が、スポーツ・レクリエーションを通して、健康の保持増進や仲間

とのコミュニティづくり、スポーツ技能の向上など、豊かなスポーツライフが

構築できるよう、行政、スポーツ関係団体・関係機関、市民との協働により、

この実現を目指します。 
 
 

Ⅳ  計画の基本目標 

 
本市は、５つの市町村が合併したことにより、県土の約４分の１の面積を有

する市となり、旧市町村それぞれのスポーツ環境・文化を活かしながら均衡あ

るスポーツ振興を進める必要があります。 
そこで、本計画の基本理念に沿って、市民が生涯にわたりスポーツ・レクリ

エーション活動を行える社会の実現に向け、スポーツを通した世代間・地域間

交流、一体感の醸成を進めるとともに、体育施設の整備充実や学校開放に努め

  

豊かなスポーツライフの実現 
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ます。 
また、あらゆる世代・競技レベルにも応えられる「総合型地域スポーツクラ

ブ」の育成を図り、さらに市民の自主的なスポーツ活動を推進するため、より

身近なスポーツ情報の提供や利用しやすい施設への転換など豊かなスポーツラ

イフの実現に向け二つの基本目標を設定し、さまざまな施策を展開しながら計

画の推進を図ります。 
 
Ⅰ  スポーツの振興 

１ 生涯スポーツの推進 

①総合型地域スポーツクラブの設置・育成 

②学校における体育・スポーツの充実 

③家庭・地域におけるスポーツの充実 

④学校体育施設の有効活用 

⑤スポーツ振興審議会の設置 

２ スポーツ指導者の養成 

①指導者の養成、資質の向上 

３ スポーツ交流の充実 

①コミュニティスポーツの推進 

②ニュースポーツの普及・振興 

③アウトドアスポーツ活動の普及 

④スポーツによる国際・国内交流の促進 

⑤スポーツと観光との連携 

４ スポーツ団体の育成強化 

       ①競技スポーツの充実 

       ②スポーツ団体への支援 

５ スポーツ情報の提供 

①スポーツ情報収集・提供の充実 

②スポーツ施設利用システムの構築 

 

 



 10 

Ⅱ スポーツ施設の整備・充実 

１ スポーツ施設の整備 

①公共スポーツ施設の体系的な施設整備 
②施設管理の効率化の推進 

③企業・民間・県有スポーツ施設との連携 

 
 

Ⅴ 計画の期間 
 

計画の期間は、平成２０年度を初年度とし、平成２７年度までの８年間と

します。 
ただし、この期間中、進捗状況や社会情勢の変化に応じての計画の見直し

の必要性が生じた場合は、適切に対応します。 
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第３章 

計画に基づく基本施策 
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Ⅰ スポーツの振興 

 

【現状と課題】 

近年における社会環境の変化や少子化などにより、本市においてもスポー

ツ少年団の団員減少・指導者不足、地域ではスポーツイベントへの参加者不

足などの問題が生じており、子どもの体力低下・スポーツ離れ・人と人との

ふれあいの希薄化などが浮き彫りになっています。 
また、急速な高齢化社会の中で、本市における高齢化率（65歳以上の高齢 

 者人口が総人口に占める割合）は、平成１９年４月現在で２５．３％、約４

人に１人が高齢者という県内でもトップクラスの高い率を示しています。高

齢者にとってスポーツの果たす役割はより一層大きくなってきています。 
このような現状を解決するために、スポーツを通じた活動の重要性を再認識

するとともに、子どもから高齢者までより一層身近にスポーツに親しむ環境づ

くりが重要な課題となっています。 
また、自然環境を活かしたスポーツの普及や基幹産業である観光との連携は、

本市のスポーツ振興の新たな可能性として期待されています。 
 

１  生涯スポーツの推進 

市民だれもが、それぞれの体力や年齢、技術、興味、目的に応じて、いつ

でも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社

会の実現を目指します。 

その目標として、できる限り早期に、１日３０分以上の運動を週３回以上

する人の割合を３０％となることを目指します。 

① 総合型地域スポーツクラブの設置・育成 

生涯スポーツで豊かな地域社会を実現するためには、地域の特性を踏まえ 

たスポーツクラブの育成が必要です。そのため、行政・学校・市体育協会等

関係団体と連携し、地域住民がそれぞれの体力や年齢、技術、興味、目的に

応じてだれもが気軽に参加できる、地域に密着した「総合型地域スポーツク

ラブ」を設置・育成します。 

設置箇所については、平成２７年度までに市内全域（今市・落合・豊岡・
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大沢・塩野室・日光・藤原・足尾・栗山各地域）を対象とした９ヶ所以上の

設置を目指します。（今市地域は２００５年に、日光地域は２００７年に創

設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 総合型地域スポーツクラブの円滑な運営のため、経営能力を有する専門

的な人材を地域住民の中から適任者を得て育成に努めます。  

○ 総合型地域スポーツクラブの育成のため、既存スポーツクラブの協力や

学校部活動と地域スポーツクラブの連携・協力のもと、学校体育施設や

スポーツ指導者の活用に努めます。  

○ 総合型地域スポーツクラブの創設・育成の支援や活動拠点となる施設や

設備の整備拡充に努めます。 

②  学校における体育・スポーツの充実 

○ 体力の向上・健康の保持増進 

児童生徒の体力・運動能力は低下傾向にあります。 その原因として、

異年齢集団による外遊びの減少やスポーツの重要性の軽視、生活の便利

性の向上など生活全体の変化、睡眠時間の減少、食生活の乱れが考えら

れます。体力の向上は健康の保持増進につながることから、児童生徒が

自らの体力向上に関心を示すよう体力テストの実施と分析を行うととも

に、食育を含む望ましいライフスタイルの構築に努めます。 

【総合型地域スポーツクラブの特徴】 

・ 複数の種目が用意されています。  

・ 子どもから高齢者まで、初心者からトップレベルの競技者まで、地 

域の誰もが年齢や興味、関心、技術、技能レベルなどに応じて、い 

つでも活動できます。  

・ 活動の拠点となるスポーツ施設及びクラブハウスがあり、定期的・

継続的なスポーツ活動を行うことができます。  

・ 質の高い指導者のもと、個々のスポーツニーズに応じたスポーツ指

導が行われます。  

・ クラブは、地域住民が会費を出し合い（受益者負担）主体的に運営

します。 
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○ 運動部活動の充実 

学校での運動部活動は、生涯におけるスポーツ活動に大きな影響を与 

   えるほか、体力の向上や豊かな人間形成に多大な貢献をしています。そ

こで、生徒の発達段階を踏まえ、一人ひとりの興味・関心、能力・適性

に応じた適切な指導を行うほか、生徒が「目標」をもって運動を行うた

めの指導などを行っていきます。また、担当教員の専門外や経験不足を

解消するために、各種研修を開催し、指導力の向上に努めるほか、地域

の指導者の活用も図っていきます。 

③ 家庭・地域におけるスポーツの充実 

  ○ 家庭におけるスポーツ活動と支援 

子どもの望ましい運動・スポーツ習慣や生活習慣の形成、健全な心 

の在り方などは、家庭の在り方に大きく起因します。家庭において、

積極的な生活習慣の改善、家族での戸外での遊びやスポーツの奨励を

図るとともに、親自身が健康やスポーツの価値・必要性を認識し、親

から子へ孫へと伝承するよう啓発・支援に努めていきます。 

   ○ 地域スポーツの参加機会と参加者の拡充 

      子どもたちのスポーツへの参加機会は、スポーツ少年団や育成会、

学校での部活動などが中心であり、スポーツをする子ども・しない子

どもの二極化が進行しつつあります。また、急激な高齢化社会の中で、

高齢者の健康保持は今後の重要課題となっています。そこで、多様化

するニーズへの幅広い対応（子どもスポーツ活動、高齢社会における

健康・体力づくり、障がい者のスポーツ参加等）をするため、地域の

特性を踏まえた事業の促進やスポーツ参加機会を身近にするため、ス

ポーツ教室や大会・行事の開催単位の見直しを行い、スポーツに対す

る苦手意識のある子どもや高齢者・障がい者が気軽に楽しめるスポー

ツ教室や地域別スポーツ教室・大会の開催に努めます。 

④ 学校体育施設の有効活用 

   ・ 学校体育施設を地域住民が積極的かつ効率的に利用できるよう、管理

運営向上に努めます。 

  また、県立学校体育施設の開放についても、県との連携を図ります。 
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・ 地域の身近なスポーツ施設として地域の実情に沿った整備の充実に努

めます。 

  ⑤ スポーツ振興審議会の設置 

スポーツの振興に関する計画の策定にあたって意見を述べるとともに、 

   教育委員会の諮問に応じて、スポーツ振興に関する重要事項について調査

審議するための機関「スポーツ振興審議会」を、スポーツ振興法第１８条

第２項に基づき設置します。（平成２０年度予定） 

 

２  スポーツ指導者の養成 

   多様化・高度化してきている市民のスポーツニーズを正しく把握し、適切

な指導や対応ができる人材育成に努めるとともに、活動の場を提供できるト

ータルな体制づくりを進めます。 

①  指導者の養成、資質の向上 

○ 体育指導委員 

  体育指導委員は、地域スポーツ振興の推進役であり、行政と市民の

パイプ役として期待されています。熱意と能力のある指導者を積極的

に委嘱するとともに、その資質向上のため研修機会の充実を図ってい

きます。 

○ 有資格指導者 

質の高いスポーツ指導者を求めるニーズに応えるため、有資格指導

者の養成を図るとともに、指導者として幅広く活躍できる場の提供・

拡大に努めます。 

○ スポーツボランティア 

スポーツに対するボランティア 

意識をさらに醸成するため、今後 

とも「スポーツボランティア養成 

講習会」の開催などにより、スポ 

ーツ活動の運営や補助に携わるス 

ポーツボランティアの顕在化を図 

り、多様な活動の場の推進を図っていきます。                
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３ スポーツ交流の充実 

   現代社会は、時間と費用の効率化を追求しながら進歩していますが、そ

れは同時に「人に頼らない社会」「コミュニケーションの少ない社会」で

もあり、「集まろうとする習慣」が年々少なくなってきています。 

このような状況の中、出会い・仲間づくりを進めることのできるスポー

ツの社会的役割はますます期待されていることから、スポーツを通じて人

と人との相互理解をはぐくむために、さまざまなスポーツ交流を展開して

いきます。 

  ① コミュニティスポーツの推進 

地域におけるスポーツ活動を通じて、人々の心のよりどころや連帯感 

を生み出すなど地域活性化に繋がるコミュニティスポーツを積極的に

開催するよう努めます。 

② ニュースポーツの普及・振興 

ニュースポーツは、柔軟性のある競技規則と適度な運動量を備えて、

年齢・性別・運動能力などに関らず、 

皆で楽しめるように考案されている 

ため、誰もが気軽にスポーツを楽し 

むことができます。 

本市では、体育指導委員、レクリ 

エーション協会などにより地域間の 

垣根を越えてニュースポーツの紹介や指導を通常的に実施し、それぞれ

の交流の場として大会などの開催をしています。今後は、さらに多くの

イベントやスポーツ教室を開催するなどして積極的な普及・振興・団体

の支援に努めます。              

    ③ アウトドアスポーツ活動の普及 

     本市は、すばらしい自然に恵まれたアウトドアスポーツエリアを保有

しています。これらのエリアの新たな有効活用を図るため関係機関や団

体との連携を図りながら、市内外の愛好者・未経験者に情報を発信し、

アウトドアスポーツ活動の普及に努めます。 
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④ スポーツによる国際・国内交流の促進 

    現在本市では、全国各地から参加者を迎え交流を図る「日光杉並木マ

ラソン大会」、「全日本女子中学・高校生アイスホッケー大会」を開催

しています。 

また、競技スポーツのトップレベルであるフィールドホッケー「女子

日本リーグ」、アイスホッケー「アジアリーグ」で活躍するチームのホ

ームタウンとして支援しています。 

このような取り組みに加え、さまざまな競技においても全国規模の大

会参加の助成事業を行い、競技力向上とスポーツ交流を図っています。

今後はさらに姉妹都市や友好都市との市民参加型スポーツイベント、全

国規模・国際的なスポーツ大会を開催・誘致し、国際・国内交流を促進

します。 

   

⑤ スポーツと観光との連携 

本市は、「日光国立公園」をはじめとする豊かな自然環境、国際的に 

 認知度の高い「世界遺産」、併せて温泉宿泊施設による高い収容能力と

ともに首都圏からの２本の鉄道（ＪＲ・私鉄）と高速道路によるアクセ

スにも恵まれている「自然と観光の宝庫」です。 

 このような本市の特色ある立地条件・観光資源とスポーツを結びつけ、 

年間を通じたスポーツ合宿誘致・アウトドアスポーツなどに対応した滞
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在型のスポーツ環境を整備・充実し、スポーツ団体及び観光振興団体な

どと連携を図り、スポーツと観光とが融合した「街づくり」を目指しま

す。 
 
４ スポーツ団体の育成強化 

    スポーツ団体と連携強化して、市民の多様なスポーツニーズに応えるこ

とができるよう、また、地域に根ざしたスポーツの普及・振興を図ります。 

   ① 競技スポーツの充実 

スケート競技・フィールドホッケーをはじめ、あらゆる競技スポー

ツの一層の充実のために、スポーツ団体と連携して競技人口の拡大、

競技者の育成、競技水準の向上などに必要な条件整備を図ります。 

② スポーツ団体への支援 

   市民の健康増進・体力増強とスポーツ活動の普及・充実を図ること 

   を目的とし、体育協会などスポーツ団体の活動を支援します。 

また、スポーツによる青少年の健全育成を目的とするスポーツ少年

団の活性化を図るため、スポーツ少年団指導者（認定員）数の目標値

を平成１８年度（３８３人）より約５６％増の６００人とし、より一

層の活動支援を行います。 
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５ スポーツ情報の提供 

スポーツへの参加を促進するため、定期的に実態を調査するなど市民ニ

ーズの積極的な把握に努めるとともに、多様な媒体を活用し、あらゆる機

会をとらえ市民に興味・関心が持てるような多角的な情報サービスの充実

を図っていきます。 

① スポーツ情報収集・提供の充実 

多様なニーズに対応するため、スポーツ施設、スポーツ教室、イベ

ントなどの情報を収集し、インターネットや広報紙などでさまざまな

情報を提供します。 

② スポーツ施設利用システムの構築 

    施設利用にあたっての利便性向上を進めるため、インターネットな

どを利用して、スポーツ施設の申し込みや空き情報の確認、施設やイ

ベントなどの情報の検索が行えるシステムの構築に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

基本施策体系図 
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家庭・地域におけるｽﾎﾟｰﾂの充実 

学校体育施設の有効利用 

生涯ｽﾎﾟｰﾂの推進 

ｽﾎﾟｰﾂ振興審議会の設置 
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ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂの普及・振興 
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ｽﾎﾟｰﾂによる国際・国内交流の促進 

ｽﾎﾟｰﾂ交流の充実 

ｽﾎﾟｰﾂと観光との連携 

競技ｽﾎﾟｰﾂの充実 ｽﾎﾟｰﾂ団体の育成強化 

ｽﾎﾟｰﾂ団体への支援 

ｽﾎﾟｰﾂ情報収集・提供の充実 

ｽﾎﾟｰﾂの振興 

ｽﾎﾟｰﾂ情報の提供 

ｽﾎﾟｰﾂ施設利用ｼｽﾃﾑの構築 

公共ｽﾎﾟｰﾂ施設の体系的な施設整備 

施設管理の効率化の推進 

ｽﾎﾟｰﾂ施設の

整備・充実 

ｽﾎﾟｰﾂ施設の整備 

企業・民間・県有ｽﾎﾟｰﾂ施設との連携 
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Ⅱ スポーツ施設の整備・充実 
 

【現状と課題】 
   スポーツ施設は、地域ごとに市町村合併以前においてそれぞれの整備計画
に基づき整備されてきましたが、一部では老朽化が目立ち必ずしも市民が利

用しやすい施設とは言えない状況です。 
また、「見るスポーツ」の視点から観覧席がある体育館などメインとなる施

設の整備が望まれています。 
 
１ スポーツ施設の整備 
新しい時代の市民の多様なニーズに対応するため、本市スポーツ振興の拠  
点となるスポーツ施設の新設及び既存施設の改修、機能の付加を体系的・計

画的に進め、スポーツ振興の指標となるスポーツ施設利用者数の年間目標値

を、平成１８年度値（３１９，０００人）より約９．７％増の３５０，００

０人とします。 
                                      

 ① 公共スポーツ施設の体系的な施設整備 
街並みや道路、広場、公園などの生活 
空間、森林河川などの自然環境をスポー 
ツ資源として可能な空間の有効活用を図 
ります。また、スポーツ施設だけでなく 

「ニュースポーツの場」「憩いの場」 

「シルバー世代の場」などの併設も検討 

していきます。 

 ② 施設管理の効率化の推進 

・スポーツ施設が、安全で安心して利用できる維持管理の徹底に努めると

ともに、利用区分や利用時間、休館日の見直しなど利用者の視点に立っ

た利用しやすいスポーツ施設の運営について検討していきます。 
・スポーツ施設に指定管理者制度を導入するなど、効率的な管理運営体制

の充実を図ります。 
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③ 企業・民間・県有スポーツ施設との連携 
・地域との共存という観点から、企業の体育施設の市民への開放を働きか

けます。  

・民間スポーツ施設との連携を図り、市民の多様なニーズに応える健康・

スポーツのネットワークづくりに努めます。 

・県有施設の有効利用・整備について県との連携を図ります。 
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1 計画の推進 
 

スポーツ振興基本計画を推進するためには、スポーツ分野のみでなく、行政

の関係部署、関係諸団体、学校、地域社会、民間事業者、ボランティア組織な

どによる総合的な体制を整え、役割分担、連携協力を図りながら、本計画の推

進を図っていきます。また、新しい推進体制のひとつとして、市民の協働参画

による自主的、自発的諸活動の推進を図り、スポーツを支える体制づくりに努

めます。  
このようにして、市民ニ一ズやスポーツ振興施策の実施状況を適宜把握しな

がら、この計画の基本理念である「豊かなスポーツライフの実現」を目指し、

本市の総合計画に基づき、スポーツ振興基本計画における基本施策の具体的な

実現手段を明確にしていきながら、計画的に推進していくものです。 
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