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らいちょう

『役員改正選挙』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木　村　信　博　　
　

　2017 年も早一か月が過ぎましたが、会員の皆様方はいかがお過ごしでしょうか？
　昨年は岐阜県士会としては７年ぶりとなる「第 32 回東海北陸理学療法学術大会」が開催され、大会長の
槙林会長を始めとする運営スタッフ他会員の皆様のご尽力により学会が滞りなく盛況に終了できた事が本会
としては何よりの出来事となりました。今年は学会成功の余韻に浸っている間もなく早々に本会執行部任期
満了に伴う役員改正選挙が控えています。選挙すべき役員は本会の定款第 22 条に定められた通り理事 10 名
から 12 名、幹事２名が定員となり、理事の中には会長・副会長・事務局長も含まれています。立候補締め
切りは平成 29 年 2 月 17 日、選挙期日は「第 27 回岐阜県理学療法学会（大垣市情報工房）」で投票が行われ
ますので、今一度公示内容を県士会ホームページ等で確認していただきたいと思います。
　選挙といえば昨年に第 45 代アメリカ大統領選挙が行われ、平和と協調、外交や環境問題を重視したヒラ
リー・クリントン氏が敗れ、アメリカ第一主義を謳ったドナルド・トランプ氏が大半の予想を裏切り当選し
ました。アメリカ国民は世界協調や民主主義よりも排他的保護主義という利己的な政策を選択したというこ
となのでしょうか…。そもそも人類は種族存続のための本能的な競争意識を持ちあわせるが故、他人より満
たされたいという願望を持っています。しかしながら成熟した人類は、理性によって利己と利他のバランス
を取るこができたので複雑な国際社会を形成できたのだと思います。リーダーとして世界を牽引してきたア
メリカですが、対外的な地位や名誉だけでは満たされず、本能の赴くままに欲望や怒り、憎しみを露わに逆
行とも思える外交を展開していくのでしょうか？ハリウッド映画で年末から上映されている「ローグ・ワン」
の本編である「STAR WARS」では本能的な行動を「Force」の暗黒面として描かれていますが、外交より
も保護主義政策を掲げて国民に甘い蜜をちらつかせて選挙戦に挑んだトランプ氏と、エンドア星で同盟反乱
軍に総攻撃をかけてルーク・スカイウォーカーの怒りや憎しみを煽り、強大な力を手にできるダークサイド
へ導こうとするダース・ベイダーがオーバーラップしてしまいました。無論、トランプ氏はダース・ベイダー
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のような悪の手先ではないので、ナポレオンやジャンヌ・ダルクのように、今後の歴史が彼を認めていくか
もしれませんので誤解のないように…。
　話が逸れてしまいましたが、本会も介護予防や包括ケアの担い手とし地方自治体とのいわゆる外交事業が
増加する一方となり本業以外の業務に追われる会員が増えてきています。また対内的に会員の学術研鑽や福
利厚生事業等も更に充実させていかなければならないなど、内と外のバランスを統制・統合できる采配が求
められる時代となってきました。
　今度の役員改正選挙では、内と外・公と私のバランスを適正に導いてくれるような納得のできるリーダー
を選出するためにも、選挙に足を運んでいただきたいと思います。

May the Force be with us !

　••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

平成 28 年度
公益社団法人岐阜県理学療法士会

第 4 回理事会

日時：平成 29 年２月５日（日）午前 10 時から
場所：岐阜県水産会館　第２会議室
出席者： 槇林　優、舟木一夫、木村信博、田中利典、
　吉川昌子、和田範文、山下恒彦、村雲　憲、小野
　晶代、岡村秀人、岸本泰樹、河合克尚、棚橋一憲、
　有田志保美（財務）、伊藤友紀（書記）
欠席者：堀　信宏
議事

・報告事項（槇林会長）
昨日東海北陸理学療法学術大会の最終会議があり、
収入マイナス 113 万、支出プラス 226 万と収支差額
340 万円の赤字となった。前回の東海北陸学術大会
同様赤字を出さない運営を学会業者と協議していた
が、結果連絡不足が否めない。
１、新入会員報告（平成 29 年２月４日現在）
　　（山下事務局長）
　　会費未納による新入会員
　　会員権利停止者８名　　総会員数 1,605 名
　　在会 1,502 名　　休会 103 名
２、表彰規程（山下事務局長）→承認
　　永年表彰の廃止と新たな士会功労賞及び会長賞
　　について
３、平成 28 年度３次補正収支予算案
　　（有田財務部長）→承認
　　東海北陸理学療法学術大会の赤字補てん（追加
　　予算申請書）

　　地域包括ケアシステム推進部から訪問リハ研修
　　への委託の件
４、平成 29 年度事業計画（山下事務局長）→承認
　　公益事業部の地域連携事業を地域包括ケアシス
　　テム推進部へ移動することで窓口の１本化
　　公益事業部→福祉機器展部（仮）と名称を変更
５、平成 29 年度予算案（有田財務部長）→承認
　　収入：協会補助金の増額、及び会員増による収
　　　　　入増
　　支出：岐阜県理学療法学会費の増額、事務会計
　　　　　システム更新、未納退会者 40 名程度
　　　　　個人情報保護法の関係で名簿配布保留
　　結果：公益法人財務３基準確認（遊休財産・収
　　　　　支相償・公益目的事業比率）
６、経理規程→承認
　　９月の公益法人立ち入り検査にて指摘された事
　　項の削除
７、会費規程（有田財務部長）→承認
　　会費納入時期の変更など協会の対応に準じるこ
　　とができる様、定款の変更も必要
　　定款変更案

変

　

更

前

第３章
（経費の負担）
第７条　正会員は、総会において定める会
　費規程に基づき会費を毎年所定の納期ま
　でに納入しなければならない。
２　賛助会員は、総会において定める会費
　規程に基づき賛助会費を納入しなければ
　ならない。 
３　名誉会員は、会費等の納入を免除する。
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変

更

後

第３章

（経費の負担）

第 7 条　正会員は会員になったときおよび

　毎年、総会において別に定めた会費を所

　定の期限までに支払う義務を負う。

２　賛助会員は会員になったときおよび毎

　年、総会において別に定める会費を所定

　の期限までに支払う義務を負う。

３　名誉会員は会費等の納入を免除する。

　　 変更理由；会員が会費を払うことが義務で

あり債務であると明記して未納退会を防止

する意図があります。また、会費規程にお

ける会費の納入時期については、現在６月

15 日までに全納するとされています。しか

し、（公社）日本理学療法士協会が納入時期

変更の際にすぐ対応できないため、具体的

明記をせず協会に準ずるという表現にし、

その都度対応できるように会費規程を変更

します。但し年会費の金額については変更

の際は総会にて承認を得る形を継続します。

賛助会員についても年会費の金額につきま

しては総会にて承認を得、細部については

理事会にて承認を得る形としたいと考えま

す。

８、会計処理マニュアル（有田財務部長） 

９、メディカルオンライン（有田財務部長）→承認

　　メディカルオンラインに登録（無料）すること

　　により、会員がメディカルオンラインに登録さ

　　れた他の文献のアブストラクトが無料で検索で

　　きるメリットがある

10、その他　→承認

　　監事報酬減額、事務員給与及び雇用保険につい

　　て

以上にて終了した。

＜各部・委員会からの報告＞

　厚生部では、会員皆様の福利厚生で、ご結婚の際

にカタログギフトを贈呈しています。

　会員の結婚に伴うカタログギフト送付者（敬称略）

平成 28 年 11 月１日～平成 29 年１月 31 日分

★桒山　恭佐　　（山内ホスピタル）

★山藤　浩　　　（岐阜県総合医療センター）

★矢野　生子　　（岐阜県総合医療センター）

★玉川　万夕　　（岐阜県総合医療センター）

　

ご結婚、おめでとうございます。

※結婚届を申請する場合、連絡のとれる電話番号の

　記載をお願いしています。

　何らかの確認でお電話を差し上げることがありま

　すので、必ず連絡のとれる番号をご記入願います。

　058-276-7755 から番号通知しておかけします。

　ご協力をお願い致します。

厚生部　名和

厚 生 部 よ り
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＜県士会の活動を手伝ってみませんか？＞

　県士会の各事業部や委員会の仕事を部員としてお手

伝いしてくださる会員の方を募集します。「やってみ

たい！」という方は下記事務所メールアドレスまで必

要事項を記載の上メールで申し込みをお願いします。

　送信先　gifu _ pt _ office@ybb.ne.jp

　記載事項　件名「部員応募」

①会員番号　②氏名　③年齢　④勤務先（住所）　

⑤自己アピール

★注意事項 　職場長と相談の上応募してください。

　配属先は事業部・委員会の状況や勤務

先所在地などを考慮しますのでご希望に

添えない場合があります。申し込み時点

で会費未納の場合には対象外となります。

★締切　４月末日　理事会・部局長会議で審議の上

　　　　返答させて頂きます

＜事務局よりのお願い＞
　年度末となりました。休会・退会の申請は３月

31 日が締め切りです。４月１日以降の申請は平成

29 年度分の会費を納めていただいてからの受理と

なります。詳しくは協会 HP をご覧ください。

※会員登録について

　最近、自宅会員が非常に多く郵送物の郵送先が膨

大となり事務局だけでなく郵送物に関わる事業部の

業務を圧迫しています。会員登録においては勤務先

を持つ（非常勤を含め）会員は勤務先会員が、勤務

先を持たない会員および休会会員は自宅会員が基本

となっています。自宅会員に登録してある勤務先を

持っておられる会員の方は、協会 HP のマイページ

⇒異動申請にて会員登録および郵送物郵送先を勤務

先に変更していただくようお願いいたします。

※会費の支払について

　本会では年会費の支払に楽天カードでの支払を推

奨しております。29 年度年会費の引き落としは５

月を予定しております。支払方法の登録がお済でな

い方は協会 HP ⇒マイページ⇒会員情報にて登録を

お願いします。また、登録カードが更新された場合

にはカード情報をマイページ上で変更することを忘

れないようお願いします。

表彰委員会からのお知らせ

　平成 27 年度第３回理事会において永年表彰廃止

が決議されました（らいちょう 115 号をご覧くださ

い）。理由は表彰対象者が 100 名近くとなりその休

会歴や未納歴などの確認が難しいこと、中途入会者

の選考漏れによる不公平等です。１年をかけて新し

い表彰規程について審議がなされ、平成 29 年２月

に新しい表彰規程が成立しました。詳細は HP にて

ご覧ください。

29 年度より表彰は以下の２種類となります。

①　士会功労賞

　 長年の役員とは、概ね２期４年以上の会長職も

しくは４期８年以上の理事を務めた場合を指

す。

　長年の業績とは、概ね 40 年以上の勤務歴かつ

　会員歴を指す。

　その他の功労については理事会にて判断する。

②　会長賞

　 AED を使った人命救助、成りすまし詐欺など

を未然に防いだなど新聞等で取り上げられるよ

うな会員の活躍や、スポーツ少年団の指導員な

どボランティアに長年携わり社会貢献を行って

おりそれが関連する公共団体等により表彰を受

けた場合など。

　表彰は自薦・他薦問わず推薦にて行われます。別

紙申請書を利用して申請をしてください。表彰委員

会で内容を調査した上で理事会にて表彰者が決定さ

れます。表彰は次年度の総会にて実施され、賞状と

共に 3000 円相当の副賞が授与されます。

　①②に該当すると考えられる会員がおられる場合

にはぜひ推薦をお願いします。
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推　薦　申　請　書

推薦者（自薦の場合は自分）は以下の太枠内に記載の上下記まで FAX もしくは郵送で提出

提出日　　　　年　　　月　　　日

推 薦 者 会員番号 所属 氏名

表 彰 該 当 者 会員番号 所属 氏名

表彰区分 １）士会功労賞 ２）会長賞
表彰に該当する理由　　　　　　＊証拠書類を添えて提出

＊証拠書類　新聞記事、他団体表彰状、委任状などの写し

提出先
FAX

058–277–6166

住　所
500-8384
岐阜市薮田南 1–11–12
岐阜県水産会館 601 号
公社）岐阜県理学療法士会

      
以下、表彰委員会使用欄      

受 付 日
理事会提出日
確 認 事 項 会員番号

印

会 員 歴
証拠書類（新聞記事・委任状の写し・理学療法の業績等）の確認

理事会確認欄

印

2017.2.5
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平成 28 年度
中濃支部症例検討会報告

日時：平成 28 年２月４日（土）　　16:00 ～ 17:30
場所：郡上市民病院　６階大会議室
参加人数：24 名（演題発表者４名）

　春の陽気が待ち遠しい今日この頃、会員の皆様い
かがお過ごしでしょうか。
　さて、今年度も郡上地区では症例・業務検討会を
開催しました。難渋した症例、介護負担軽減のため
の介入報告、実習生の不安調査等の発表が行われ、
バラエティーに富んだ検討会となりました。

　演題数は４題で新人や若手が中心でありました
が、例年以上に活発な質疑応答が行われ、アドバイ
スや提案などかなり充実したディスカッションを
行う事が出来ました。
　今回は郡上地区の参加者が大半数であったため
か、初々しくもアットホームな雰囲気の中、今後に
向けた良い機会になったと思います。
　今後も、気軽に発表やディスカッションが行なえ
るような和やかな雰囲気作りを目指し、より良い症
例検討会にしていきたいと思っています。

　10 年前は少人数であった郡上地区会員も、現在
は 20 名を優に超える数となりました。
　熟練者から若手まで参加して頂き、大変感謝して
おります。是非またこの機会に意見交換や交流をし
ながら、更なる施設間の連携も深めていけるよう、
今後ともよろしくお願い致します。

　最後に、座長の山田先生をはじめ、演題発表され
た先生方、参加された皆様、そして、運営スタッフ
の皆様にお礼申し上げます。
 

中濃支部広報　郡上地区担当　　
郡上市民病院　矢野　夕都

岐阜県内の病院・施設対抗の
フットサル大会 GPTFC　　

ー開催要項ー

日時：平成 29 年４月 30 日（日）9:00 ～ 15:00

場所：フットサルアリーナ本巣

参加資格：岐阜県内の病院・施設に働く職員で構成
　　　　　されたチーム
　　　　　岐阜県理学療法士会所属の理学療法士を
　　　　　１名以上含むこと
　　　　　２施設以上の合同チームも可
募集チーム数：10 チーム

※今年も県士会の福利厚生事業として開催します。
　会員外の理学療法士の方は参加できませんので、
　ご注意ください。
※勤務先施設だけで人数が足りないけど参加したい
　会員の方は、合同チームを編成するので、お早め
　にご連絡ください。

お申込み＆お問合せ先

　　大垣中央病院リハビリテーション科
　　E-mail: ogakichuo_pt@yahoo.co.jp
　　FAX: 0584–81–1388
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＜ 会　員　の　声 ＞

これまでの自分を振り返って

　　　　　　　　　医療法人　三紲会
　　　　　　　　　摂食嚥下部門

井　出　浩　希　

　私は平成 21 年３月に４年制の専門学校を卒業し、
４月より地元の一般病院に就職しました。特別に理
学療法士になってこんなことをしたいという気持ち
はありませんでしたが、与えられた仕事、必要とさ
れる仕事を完うしようと思い働き始めました。地元
の一般病院では、高齢者の誤嚥性肺炎の患者さんを
担当することがとても多くありました。しかも言語
聴覚士はいませんでした。私が担当する患者さんは
絶食中で、点滴をしている患者さんが多く、何をし
たらいいのか分らず長い間悩んでいました。間接訓
練や呼吸理学療法、ポジショニングを学んでも、自
分の力だけで担当患者さんが食べられるようになり
ませんでした。医師をはじめ看護師、管理栄養士、
介護職員といった多職種の協力が不可欠で、どうし
たら私の要望を皆が気持ちよく取り入れてくれる
か、皆が気持ちよく働けるか考えることが必要にな
りました。自分の未熟さのためにたくさんの方に迷
惑を掛けましたが、多くの方のご協力により誤嚥性
肺炎の患者さんの治療成績はどんどんよくなってい
きました。就職してから６年が経過していました。
そして現在は医療法人三紲会という歯科の医療法人
で摂食嚥下障害に関わる仕事をしています。具体的
には歯科医師の訪問診療に同行し、嚥下内視鏡（VE）
を用いた嚥下評価、食事形態、姿勢、介助方法の指
導の補助を行っています。全てが初めてで難しいこ
とばかりです。学校卒業後、地元の病院に就職した
ときにはまさか歯医者で働くことになるとは思って
もいませんでした。今の自分にははっきりとした目
標があります。それは「嚥下障害を有する方が安全
に食べ続けることができる社会を目指す」ことです。
嚥下障害を有する方が必要とする食事形態や姿勢は
差別の対象となることが多くあります。「◯◯とい

う食べ方・食べ物は人間らしくない」というもので
す。そのような差別のために、嚥下障害を乗り越え
るための新しい生活のスタイルを受け入れることが
できない方が多くいます。私たちをとりまく社会が
障害を生み出しているのかもしれません。嚥下障害
を有する方の気持ちを受け止め、支えられるような
社会となるよう、私たち医療介護従事者は働きかけ
ていかなければならないと考えています。

岐阜県へ来て

　　　　　　　　　　　　河村病院
志　村　由　騎　

　平成 28 年の秋は、暑い日から寒い日に急に変化
した年ではないでしょうか？ 10 月中旬から 11 月上
旬にかけ季節が急変化した感覚を受けました。
　私は岐阜県へ来て８年目になろうとしておりま
す。岐阜県は夏暑く冬寒い、季節感を感じられるこ
とができる県であると思います。
　毎夏に今日の最高気温の発表がテレビの天気番組
でされておりますが、必ず岐阜県の地名が出ている
気がします。子供のころ、最高気温 35 度と聞くと、

「うわー、今日はものすごく暑い日だ」と思ってい
ましたが、最近の気温 35 度は当たり前になってし
まったように感じ、昔のような驚きは無くなってし
まいました。昔の驚きを今、感じるのは気温 40 度
という響きでしょうか。
　もしそのような時に停電でも起こったら……恐ろ
しい状態が想像できます。熱中症や脱水症などさま
ざまな病態を呈した人が一気に出現するのではない
でしょうか？そして病院へ運ばれますが、その病院
も空調が効くか分りません。大規模停電が関東の方
でありましたし、今後どこでいつ起こるかは、分り
ません。
　日本列島において東北、九州、その他いろいろな
所で地震活動が聞かれております。これを書いてい
る時には、東北地方で地震が起こっており、生活さ
れている人々の不安や疲労は私たちの想像を超えて
いるものと思います。早く平穏な日となることを願



8 （公社）岐阜県理学療法士会ニュース　　No.120　　2017. ２.24　　発行

います。東海地方でも大地震が起こると言われ続け
ているなか、他の地域で大きな地震が発生してい
る。いつか起こる地震が本当に巨大地震になるので
はないかと、不安も大きく膨らんでいます。被災さ
れた地域のことを他人事と思わず、常に地震に備え
ておく、家族で話しをするなどの準備をし、いつく
るか分らない自然災害に備える必要があると思いま
した。
　電気製品や通信機器などで生活が便利にそして快
適になった一方で、人間の力ではどうにもならない
自然災害のニュースをよく聞く日本では、災害が起
こった後の対策や対応が昔に比べ早くなってきてい
るのではないでしょうか。それでも当事者になった
時、まだかまだかと余裕がなくなっている状態にな
ることは予想されます。「ああしておけば良かった」・

「こうしておけば良かった」とならないよう出来る
限りの備えをしておく必要があると最近はよく感じ
ております。いつか自分にくるその日のために。

これからも大切にしたいこと

　　　　　　　　　　　　東可児病院
森　久実衣　

　理学療法士として働きはじめてはや４年目が過ぎ
ようとしています。時が過ぎていくことは早いもの
で、本当にこのまま出よいのかと考えさせられるこ
とが多くあります。
　私が理学療法士として働く上で土台となっている
ことは高校の時の部活動です。私は小学生の時から
ソフトテニスというスポーツに打ち込んできまし
た。高校時代の練習は想像以上に厳しいもので、日々
勝つことが当たり前というプレッシャーと戦いなが
ら学校生活を送ってきました。勉強に関しては蔑ろ
にしてきた部分もあると思いますが、それ以上に得
るものがあったと今では思うことが出来ます。
　就職前のバイトや実習、社会人となってから人と
人との関わりを作っていくことの難しさを改めて考
えさせられました。私はなかなか積極的にさまざま
な人と交流を広げていくことは苦手ですが、挨拶を

どのようにし第一印象をどのように相手に与えるか
でその後の関係性が異なると思います。高校の部活
では上下関係が厳しかった為、就職してから挨拶や
目上の方との関わりについて悩んだことはなかった
ように感じます。この経験により、自分としてはご
く普通のことでも、例えば「挨拶が気持ち良いね。」
と褒められることが励みになりました。
　またリハビリの対象となる患者様の多くがほぼ高
齢者であり、私達よりもはるかにいろいろな経験を
されている方ばかりなのでこちらも多くのことを学
ばせていただいております。しかしいろいろなこと
に話を広げるにはセラピスト側のコミュニケーショ
ン能力に左右される為、コミュニケーションスキル
も非常に大切だと考えます。
　入職したばかりの頃には、とにかく目の前にこと
に必死でしたが、年数を重ねると今まで見えていな
かったことに気付かされることがあります。多方向
の視点から物事を見ることは非常に難しいですが、
とても大切なことだと思います。
　今回このような機会をいただき自分を見直す良い
きっかけとなりました。挨拶や人との関わり方をこ
れからも大切にしながら、日々感謝の気持ち、初心
を忘れず、自分の目指す理学療法士像に近づくこと
が出来るようにこれからも日々の臨床に励んでいき
たいと考えております。
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会員の皆様へ
 

　現在、最新の協会＆県士会ニュースを「岐阜
県理学療法士会」フェイスブック＆ツイッター
にて発信しています。
　是非、フェイスブックで「いいね！」、ツイッ
ターで「フォロー」していただき、情報を共有
しましょう。
　「岐阜県理学療法士会」で検索していただく
か、県士会ホームページから入ることができま
す。
　ご協力よろしくお願い申し上げます。
m(_ _)m
 
フェイスブック
https://www.facebook.com/gifupt
 
ツイッター
https://twitter.com/gpta2012
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H28　賛　助　会　員

会　社　名　・　施　設　名 電 話 番 号

有限会社　加納ビジネス
〒 500-8456　　岐阜県岐阜市加納大黒町 2 － 32

TEL 058-273-3007（代）

有限会社　中部義肢
〒 486-0911　　愛知県春日井市西高山町 3 丁目 16 － 122

TEL 0568-34-7143

岐阜保健短期大学
〒 500-8281　　岐阜県岐阜市東鶉 2 丁目 92 番地

TEL 058-274-5001

東名ブレース株式会社
〒 489-0979　　愛知県瀬戸市坊金町 271

TEL 0561-85-7355

株式会社　松本義肢製作所
〒 485-0805　　愛知県小牧市大字林 210 － 3

TEL 0568-47-1701

学校法人誠広学園　平成医療短期大学
〒 501-1131　　岐阜県岐阜市黒野 180

TEL 058-234-3324

中部学院大学
〒 501-3993　　岐阜県関市桐ヶ丘 2 丁目 1 番地

TEL 0575-24-2211
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公告掲載のご案内

士会ニュース公告掲載のお問い合わせ・申し込みにつきましては
広報部までお願いいたします。 

　　　　　　広報部
　　　　　　〒 503-2417 揖斐郡池田町本郷 1551-1
　　　　　　　　　 　　医療法人社団橘会　新生病院
　　　　　　　　　　　　　　リハビリテーション科　伊藤康行
　　　　　　TEL.0585-45-3161　FAX.0585-45-3255

　　　　　　　  E-mail：shinsei4@octn.jp
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編 集 後 記　
••••••••••••••••••••••••••••••••

　らいちょう１２０号作成に当たり、巻頭文・会員の声の原稿依頼を快諾して、ご協力下さいました、
木村信博氏、井出浩希氏、志村由騎氏、森久実衣氏に感謝致します。
　この場を借りて、お礼申し上げます。

　認知症高齢者や高齢者の自動車事故が新聞・ニュースで大きく取り上げられ、社会問題となって
おり、『高齢者や認知症高齢者だけが事故を起こす』イメージとなっているように感じられますが、
私たち自動車運転者は同様に自動車事故を起こす確率は同等にあり、加害者となる危険を抱えてい
ます。
　方向指示器を出さずに車線変更してくる車や、直進の進路を妨げるようにして路地からゆっくり
と割り込んでくる車、右左折の直前で方向指示器を出して曲がる車など、運転マナーが変化してい
るように感じられます。
　マナーを守って、自動車運転免許を取得したばかりの頃の初心に帰って、安全運転に努めていき
たいと改めて思っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Y）

••••••••••••••••••••••••••••••••


