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Toyonaka-shi&Ikeda-shi, Osaka

子
育ては案外、孤独なんです。そ

んな思いを持ったお母さんたち

が、１９９７年５月に子育てサークル

「チューリップ」をつくった。現在は

１０組あまりの親子が、毎週金曜日の

午前１０時半から正午まで、豊中市蛍

池公民館に集まり、親子遊びを楽しん

でいる（第５金曜日は休み）。

　子どもが幼稚園に入園すると退会す

る。メンバーは次々と入れ替わるが、

会計帳が引き継がれ、発足した年月が

わかる。４月から６月までリーダーを

務めた野元留美さんは「私には９７年

生まれの子がいる。当時は子育てサー

クルがあまりなかった」と振り返る。

　チューリップの活動は月４回と多

い。６月までのもう１人のリーダー

だった生井満和子さんは「集まりは

ちょうど良いリズム。ほかの日の予定

も組みやすい」と語る。

　入会動機で多いのは、「幼稚園入園

前に、子どもを集団生活に慣れさせた

い」というものだ。一方、お母さんに

とっては、情報交換の場である。先輩

ママに幼稚園での生活や、園ごとの特

徴を聞くこともできる。アトピーの子

どものためのレシピを教え合うことも

ある。また、気分転換する機会でもあ

るようだ。「子育てはポツンと家にい

る時間が長く、子どもと話しても、小

さいころは言葉が通じない。日本語を

話しているのだろうか、と思うことも

ある」と、生井さん、野元さんは言う。

　集まりの際は、手遊びや、七夕飾り

など季節にちなんだ製作をする。会費

は月５００円で、おやつや製作の材料

費にする。連絡は豊中市蛍池公民館

０６―６８４３－５５６１。

＝２ページに続く（梶川伸）

〒530-8251
大阪市北区梅田3-4-5
㈱毎日新聞ローカル
info-toyonakaikeda@machigoto.jp
広告掲載について：06-6346-8255
sales-toyonakaikeda@machigoto.jp
Printed in Japan

ママといっしょ、
友だちといっしょ

月に４回　親子の社交場
子育てサークル「チューリップ」
 shin7000

読者とつくる地域密着新聞

● http://machigoto.jp   m_toyonakaikeda

Webサイト、twitterと連動して
マチの出来ゴトを伝えます
がんばる人を応援します
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って何？
twitter は、個々のユーザーが「ツイート（つぶや
き）」と呼ぶ短文を投稿して、ゆるいつながりが発
生するコミュニケーション・サービス。携帯電話、
iPhone、iPad、パソコンなどから参加できます。

マチゴト 豊中・池田公式twitterアカウント
m_toyonakaikeda

編集長	 ：	梶川伸
編集記者	 ：	礒野健一、進藤郁美、早川方子
企画編集協力	 ：	跡部徹（空気読み）
アートディレクション	：	黒須信宏（CrossDesign）
Webプランニング	：	梅澤幻、久保田一城（ベクターデザイン）

中尾治人、間野健介
広告企画	 ：	新広社、毎日新聞ローカル
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毎
日新聞社は地域に密着した新

聞「マチゴト」を発行しました。

地域に生活している皆様と一緒になっ

てつくる新聞で、豊中市と池田市の一

部からスタートします。テレビや新聞

では提供しつくせない、地域で生活し

ている皆様にとって必要な情報をお届

けするとともに、地元で活躍している

人を応援し、「ありがとう」があふれ

る街にしたいという思いを込めていま

す。まずは隔週で発行し、指定エリア

の全戸にポスティングいたします。一

方でインターネット上のウェブサイト

では、ツイッターを利用してリアルタ

イムに情報を提供します。インター

ネットに接続可能なパソコンや携帯電

話から、twitter.comのサイトを開き、

登録後に「マチゴト」の公式ＩＤであ

る m_toyonakaikeda をフォローすれ

ば、街で取材する記者の情報や一緒に

なって情報を提供していただける地域

の皆様の情報が閲覧できます。

　さらに紙面の各見出しの横について

いる「２次元コード」を携帯電話で読

み込むことで、関連する写真や補足情

報を閲覧することができます。各掲載

記事に対する意見や追加情報をツイッ

ター経由で皆様から自由に発信するこ

とができ、地域コミュニケーションの

活性化にも役立てたいと考えていま

す。

　７月２７日現在、「マチゴト 豊中・

池田」のＩＤをフォローしている利用

者は、９５０名を超え、地元の発言も

多くなってきました。「マチゴト」の

記者も皆様の情報発信から取材するこ

とも多くなり、地元のおいしいランチ

情報からおもしろ看板の真相など記者

だけではわからない情報を教えていた

だくこともできました。今後とも最新

情報はもとより、地域で気になる事柄

や、地元で頑張っている方をお知らせ

ください。皆様の発言で記者が動きま

す。読者とつくる地域新聞「マチゴト」

が始動しました。これからも応援をお

願いいたします。

（「マチゴト 豊中・池田」発行責任者：

緑川岳志）

twitterに連動　地域新聞を創刊
 yusabo

子
育てサークル「チューリップ」

を取材した日は、豊中市・蛍ヶ

池公園で外遊びの日だった。見学の親

子も含めて、サークル活動への思いを

聞いた。

　生井満和子さん　みんなで輪になっ

て、子どもの名前を呼ぶ遊びをすると、

子どもはうれしそうに大きな声で元気

よく手をあげる。

　野元留美さん　ここは同じ思いを

持っている人の集まりなので、気安く

話ができ、共感できる。「子どもが言

うこと聞かなくて」「いやいや、ばか

りで」「２歳の反抗期よ」といった具

合に。

　川相知佳さん　新潟から転居してき

て、近所に知り合いがいなかった。子

どもはまだ小さくて、会話もできない。

夫は仕事が忙しく、帰宅も遅いことが

多い。子どものこと、私のことも考え

て、サークルに加わった。

　越智久恵さん　幼稚園に溶け込める

かどうか心配で、プレ幼稚園の意味合

いもある。「うちの幼稚園にはプール

教室もあるよ」などの情報が聞けるの

もうれしい。

　山田茜さん　子どもは一緒に遊ぶこ

とで、集団生活を身につけることがで

きる。親も相談できる。会費の５００

円もありがたい。

　矢野聖子さん　集団に溶け込むと、

いろいろな個性の子がいる。小さいな

がらも、経験して成長していってくれ

ると思う。

　山室礼子さん　上の子は５歳で幼稚

園に行っていて、友だちもできた。今

度は下の子のため

にと思い、サーク

ルに加わった。

　篠倉久美子さん

　人見知りして泣

く子なので、同じ

くらいの子と遊ぶ

機会を作りたかっ

た。

　村上千津さん　

４月に引っ越して

きた。同じくらい

の子と遊ぶのを楽

しんでいる。

　篠田美希さん　

幼稚園前は親と２

人きりのことが多

い。そのため、市

の施設もできるだ

け利用している。

ここの週１回の集

まりは楽しい。

（梶川伸）

チューリップ・ママの思い
shin7000

記者は毎日のように豊中、池田に出向いて取材をしています。スタッフの状況はツイッターでご覧
ください

チューリップのメンバー、今日は楽しいシャボン玉遊び
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れ
んちゃん、みつるちゃんが庭

でアリに砂をかけて遊んでい

ます。

ありさ「そんなことしたら　あかん

やんか！」

れん「なんで～！いいやんか！」

みつる「なぁー！」

ありさ「そんなことしたら　ありさ

んの　しんぞうどきどきがとまる

よ！」

　れんちゃん、みつるちゃんは手を

止め、砂を除き始めました。

　数日前に飼育していたハムスター

が死んでしまい、心臓が止まる事を

実感しました。死を素直に表現し、

友だちの手も止まりました。

（豊中市・子どものつぶやき展より）

 sakozo

宗
（つかさ）くんはカメラを向

けると、両手の人差し指を

ほっぺに当ててニッコリポーズ

どきどきがとまる
ありさ３歳
 sakozo

こ
のページは、子育てやファミ

リーの話題が中心です。

　「ワンポイントアドバイス」は子

育ての際に気をつけることを、専門

家に聞いて掲載します。相談内容を、

マチゴトに送ってください。

　「わが家の宝もの」はお子さんの

写真、絵はお子さんが描いたパパや

ママです。つぶやきの文章は、お子

さんたちの可愛い言葉をその時の状

況とともに収録します。

　それぞれ住所（町名まで）、お子

さんとお母さん、お父さんの名前（幼

稚園や保育園からの投稿の場合は園

名）を添えて、写真や絵の作品、つ

ぶやきの文章をお寄せください。

（編集長・梶川伸）

 iku_mi_iku

ポ
ンポコクラブ「パパとあそ

ぼう♪」が８月８日、池田

市保健福祉総合センターで開かれ

る。無料。電話０７２－７５４－

６００６。

８月８日は
「パパとあそぼう」

子育ての相談ごと
写真、絵を送って
 shin7000

わが家の宝もの

夢ふくらむ、
ドラマチックな科学空間！
夢ふくらむ、
ドラマチックな科学空間！
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豊
中市蛍池公民館・集会場（ル

シオーレ５階）で７月３１日、

アニメ映画「はらぺこあおむし」「天

空の城ラピュタ」の上映会が開かれ

る。豊かな色彩で知られる絵本作家、

エリック・カールの名作と、世界的

にも有名な宮崎駿監督の代表作。大

人も楽しめるので、家族での参加を

呼び掛けている。

　「はらぺこあおむし」（３３分）は

１１時と１３時からの２回▽「天空

の城ラピュタ」（１２４分）は１４

時から。無料。問い合わせは、蛍池

公民館０６－６８４３－５５６１、

または蛍池図書館０６－６８４０－

８０００。

 sakozo

「お
料理しているお母さん」

 sakozo

我
が子はかわいいが、誕生したそ

の日から悩みもつきまとう。こ

のコーナーは、豊中市すこやかプラザ・

子育て支援センター「ほっぺ」の地域

支援保育士の体験談をもとに、育児の

アドバイスを紹介する。

◇

　「赤ちゃんを大人の生活サイクルに

合わせたい」と相談しに来る人がいる。

　新生児を抱えたお母さんは２４時間

フル稼動だ。３時間おきに授乳をして

オムツを換え、泣く度にあやす。家事

もこなさなくてはならない。つい「出

産前の生活習慣に戻りたい」と願って

しまう。そんなお母さんに、地域支援

保育士は「赤ちゃんのリズムに合わせ

て生活しましょう」と話している。

　具体的には、赤ちゃんが眠っている

時は一緒に寝る▽家事は手抜きする▽

授乳間隔にこだわりすぎない。

　永遠に続くわけではない。３カ月も

すれば、赤ちゃんも徐々にまとまった

睡眠時間をとるようになり、授乳間隔

も空いてくるはずだ。

　「子育ては本来、思い通りにならな

いもの。赤ちゃんは１日１日成長して

いくので深刻になりすぎないで、無理

をせず寄り添っていきましょう」　

（早川方子）

　【ほっぺ】豊中市岡上の町２－１－

１５、保育士のほか看護師もいる。プ

レイルームの利用は、月～土、９時～

１７時１５分。育児に関する電話相談

は０６－６８５２－５５２６。

 sakozo

近藤美帆ちゃん
（豊中文化幼稚園）

子どもは大はしゃぎ。楽しそうにパパと遊
ぶ子どもたち

北之坊宗くん
ママ　幸子さん
（豊中市岡町南）

Children

Children

子育てワンポイントアドバイス

Family

わたしのママ 蛍池公民館で
アニメ上映会
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指
の感覚で水回しをして、厚さ１

ミリの幅に延ばしていく。そば

がきれいな長方形にのびて、角が割れ

ないのがいい。そばの切り口は１ミリ

角の正方形。そんなそばが出来た時、

今日１日がええなあと思う――。店主

の中川さん（６２）は言う。しかし、「最

近は腰痛が悪化し、これまで普通に出

来ていたことが出来なくなってきた」

と、少し寂しそうだ。

　中川さんは、３４歳の時、手打ちそ

ばの店を開業した。わずかな期間、兵

庫県豊岡市出石町で修業したが、ほと

んどが独学だ。「十割を機械に負けな

いぐらい細く、長く、薄く切りたい」

と試行錯誤を繰り返した。つなぎを使

わない十割そばは短く切れてしまうの

が当たり前、と言われる世界で、「新

鮮なそば粉と水回しによっては、つな

がる」と約３０年間、十割そばにこだ

わり続けた。

　約１０年前、大阪市北区の北新地か

ら現在の閑静な住宅街に店舗を変え

た。高級一戸建て住宅を改装した店舗

は、「ぼちぼちと、目立たぬようにひっ

そりとそばを打ちたい」という中川さ

んの希望通りの場所だ。

　中川さんがもっとも重視する材料

は、新鮮さにこだわって選んだ福井県

丸岡産のそばで、厨房の奥に備え付け

た石臼で挽いて使う。加えるのは水だ

け。１０秒でゆで上げたそばは、客が

口に入れる時間との勝負になる。十割

であるがゆえに、粘りは強いがコシが

ないのだ。中川さんの願いは「出した

らすぐに食べてほしい」。

　夏季メニューは冷たいそばのみ。十

割そば（１０００円）は、そばの皮ご

と挽いた香り高い「挽きぐるみ」と、

そばの皮を取り除いたのどごしのよ

い「丸抜き」の２種類。辛味大根そば

（１０００円）、そばがき（１０００円）

もある。

　「名を名乗らない、顔も見せたくな

い」とかたくなに話す中川さんは、本

気でそば職人になりたい若者を探して

いる。

（進藤郁美）

iku_mi_iku

【そば紀行】豊中市上野東３－１０－２６▽１１時半～１４時、１７時～２０時▽火曜と第２、
第４月曜休▽電話０６－６８５７－２０９０

池
田市栄本町の逸翁美術館で夏

季展「逸翁が見た海外」が

開催中だ。昭和初期に諸外国を旅し

た逸翁こと、小林一三が持ち帰った

品々のうち、西洋美術品を中心に展

示。問い合わせは同美術館０７２－

７５１－３８６５。

 shin7000

池
田市立呉服小学校の吹奏楽ク

ラブがシンガポール教育省に

招待され７月７日、エスプラネード

ホールで演奏した。曲は天神祭に題

材をとった「船渡御絵巻」など。福

本美恵子校長は「大きな拍手で、児

童も乗っていた」。

 keniso

豊
中市・岡町商店街の中ごろに位

置する「漢方のけやき堂薬局」

の店内には、なんと本物のケヤキが、

どっしりと腰を据えている。直径３．

８６メートルの太い幹で、天井まであ

り、その上は切ってある。ご神木とし

て、しめ縄が巻かれ、さい銭箱まであ

る。店主の岡北なおみさん（３７）は「カ

ウンセリングを受けるお客さんから安

心感があると好評です」とほほ笑む。

　同じ商店街にあるうど

ん屋の先祖が約４００年

前に植えたと伝えられ、

かつては３０メートルの

高さまであった。地中に

張りめぐらされた根のお

かげか、阪神大震災の時

は周辺の揺れが少なかっ

たという。ケヤキは今も

町を守っている。

（早川方子）

 sakozo

「木に癒される人も多い」と話す岡北さん

エスプラネードホールでのリハーサル コバルト釉人物図蓋物・ドイツ（マイセン
窯）。８月２２日まで（毎週月曜休館）、１０
時～１７時

Culture

Life

岡町を守るケヤキのご神木

School

シンガポールで
呉服小が吹奏楽

西洋美術品を
逸翁美術館で

Gourmet

十割にかけた３０年　そば紀行
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８
月７日（土）・８日（日）に今

年も開催される豊中まつり。そ

の実行委員長を務める芳村幸司さん

に、まつりにかける思い、今年の見所

などを聞いた。

――豊中まつりのキャッチフレーズと

して「I Love Toyonaka」と、「豊人（と

よんちゅ）」があります。どんな思い

が込められているのでしょうか。

芳村　「豊中まつり」の素晴らしい点

の一つに、来場者のマナーがいいとい

うのがあります。それを「なんでや

ろ？」と考えてみると、「みんな豊中

まつりが好きやねん」という結論に行

き着きました。その気持ちを祭の２日

間だけに終わらせず、プレイベントな

ど様々なものを通じて感じ、作ってい

くことで、豊中まつりが単なるイベン

トから、豊中そのものを好きになる一

助になるんじゃないかと、そんな気持

ちが込められた言葉ですね。

――芳村さんは福祉住環境コーディ

ネーターという仕事をされています

が、その視点から豊中まつりはどう映

りますか？

芳村　僕がやっている仕事は、簡単に

言えば専門性の違う専門家に横串を刺

してつなげる仕事。それは豊中まつり

も一緒です。行政、事業者、ボランティ

ア、それぞれ価値観が違う中で、豊中

まつりという大きなものを共有しても

らい、事業者には事業者の役割、ボラ

ンティアにはボランティアの役割を

担ってもらうようにする。福祉住環境

コーディネーターとの共通性は多いで

すね。

――同じことは行政にも言えそうです

ね。

芳村　僕らからすると行政は縦割りで

ないと困るんです。これに変に横串が

刺さると、かえって責任のなすりつけ

のようにもなりかねません。しかし最

近は福祉問題など、縦割りのカテゴ

リーのみで解決出来ないことも増えて

きました。他のカテゴリーも集めてや

らなければならないのですが、それを

中でやるのはしんどいから、外から繋

ぎましょうと。それが僕の原点です。

――今年の豊中まつりの見所を教えて

下さい。

芳村　豊中一色の「I Love Toyonaka

ゾーン」では、ステージも出店者のメ

ニューも、何か豊中がからん

だものをやっていきます。

――最後に実行委員長として

豊中まつりに来られる方々へ

メッセージを。

芳村　「豊中まつり」は来て

もメチャクチャ楽しい、一緒

に作ってもメチャクチャ楽し

い祭りです。今年はまず一度

来て楽しんでもらって、来年

は作るところから携わるよう

な、そんな広がりをもって楽

しんでもらいたいです。暑い

夏ですが、家族総出で、年代

を超えて楽しめること間違い

なし！

（聞き手　礒野健一）

keniso

熱い思いを語る芳村幸司実行委員長。「豊中まつり」は
８月７日・８日に豊島公園をメーン会場に開催

Bussiness

Culture

グ
リーンリッチホテル大阪空港前

が１２日、池田市空港１にオー

プンした。「グリーンホテル・ズ　コー

ポレーション」（福岡県久留米市）の

７
月３１日（土）・８月１日（日）

に石橋駅前公園で「第３８回池

田市民カーニバル いけだ・いらっしゃ

い祭 石橋まつり」が開かれる。

関西初進出となるホテルで、２４１の

部屋数を誇るデザイナーズホテルだ。

　ロフトやマッサージチェアなどがあ

る部屋を選ぶことができ、男女サウナ

付き温泉大浴場も完備。

「快適さを追求し、ベッ

ド、枕、シーツなど特に

寝具にこだわった。近隣

の方にもぜび利用しても

らいたい」と大倉慶郎総

支配人は話している。

　予約、問い合わせは同

ホテル０６－６８４２－

１１００。

（進藤郁美）

　３１日は午後５時からオープニング

セレモニーで石橋だいこ、地元小学校

金管クラブの演奏がある。両日午後７

時からは大盆踊り大会で、１日午後８

時ごろからは河内家菊水

丸さんが参加。昨年、池

田市政７０周年を記念し

て制作した「北摂池田音

頭」のニューバージョン

を披露する。

　両日とも石橋駅前公園

前の国道１７１号線側道

が午後３時～１１時、車

両通行禁止。問い合わせ

は池田市観光・ふれあ

い課０７２－７５４－

６２４４。　 （礒野健一）

空港前にホテルがオープン

みんなあつまれ！　石橋まつり

 iku_mi_iku

 keniso

空港から５分の立地。８階、９階の部屋からは降下してくる飛
行機が見える。ロフト付シングルは家族でも利用できる

昨年の大盆踊り大会の様子。今年も河内家菊水丸さんが参加す
る

Culture

豊中まつり　芳村委員長に聞く
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マ
チゴトって？　そう感じられた人も多いのではないでしょうか。毎日新聞

社が新しく始めた地域密着メディアの名前です。「街の丸ゴト」という意味

や、「街の出来ゴト」「小さな町ゴト（毎）」のニュアンスを意識したネーミングです。

そして、この「街」とは、豊中市の北部と池田市の南部をさします。２週間に１回、

無料の全戸配布なので、約１０万世帯のみなさまとのお付き合いとなります。

　「これまでと変わらないミニコミ誌じゃないか」と思う人もおられるでしょう。

実は、地域新聞「マチゴト」はウェブサイトの「マチゴト」に連結しています。

つまり、ウェブサイトの方にも、記者が取材した記事や、みなさんの情報が掲載

されています。ただ、両方がそっくり同じではありません。ウェブサイトの方が

数は多いのですが、生情報に近いものが中心です。これに対して地域新聞の方は、

記事を厳選し、再取材をするなど、ブラッシュアップをした内容をお届けします。

Thank
You

Thank
You

Thank
You

Present

忘れな草の出会いにありがとう
 shin7000

豊中市に引っ越したのは２年前の５月初めでした。桜も終わり、緑一色の遊歩
道に、忘れな草がたくさん咲いていました。慣れない土地で不安な日々、暇

を見つけては近くを散策し、折々の花を楽しんでいました。
　ある雨の日、１人の女性が一生懸命に花の手入れをしていました。その姿を見て、
「いつも楽しみにしています」と告げると、「花は全部種をまいて咲かせているのよ。
クリスマスローズも花が終わると種が落ち、新しい苗でいっぱいになるの」と答え
てくださいました。こうした会話を重ねるうち、地区の行事を教えてもらい、花が
きっかけで人の温もりをたくさんいただきました。忘れな草の出会いは忘れません。
今年も同じ所にいっぱい咲いてました。ありがとうございます。

（豊中市北緑丘　　渡辺栄さん）

福祉の店「なかま」に善意のカサ
 shin7000

阪急豊中駅の北出口近くに、福祉の店「なかま」
がある。豊中市内の２０前後の作業所が、交代

で手作り製品を販売する。店先には、約２０本の「善
意のミニカサ」。取材の日に当番だった豊中市庄内西
町の「クレヨン」（荻原京子代表）のメンバーによると、
出勤途中に借りていく人もいる。後日、返しにきた人
の口から出るのは、やはり「ありがとう」。

仕事へのエールありがとう
 m_toyonakaikeda

大阪へ越してから２週間たったころでした。初めての街に初めての取材先と、
初めてが続く毎日。その日も取材先がある豊中市上野坂へ向かうため、阪急

豊中駅にあるレンタルサイクル店で自転車を借り、６月の日射しを浴びながら、緩
やかな坂を汗だくになりながらペダルをこいでいました。
　豊中高校を過ぎたあたりで方向感覚を失い、右か左かと迷う私に、「どこ行かはる
の？」と、心配そうに声をかけてくれた近隣商店のご主人。行先を告げると、「その
先の病院を越えた、２つ目の信号を右。そこがゴールや！」と、教えてくれました。
そしてお礼を言ってゴールへ向かう去り際に、「ええミーティングになると良いな！
応援しとるで！」と、エールを送っていただきました。ご主人の応援のおかげで、
その日はとても良い取材になりました。　　　　　　　　　　（マチゴト　岡田真介）

アンケートのお願い
 m_toyonakaikeda

マチゴトでは、より良い紙面づくりを目指して、皆様からの意見や感想をアン
ケートでお願いしています。アンケートは、携帯電話で右上の２次元コード

を読み取るか、http://machigoto.jpの下部にある「アンケート」をクリックしてお
答えください。なお、ツイッターで「マチゴト」をフォローしている方が回答いた
だくと、抽選で1名に現金1万円のお食事代をプレゼントします。当選者はぜひご
家族、ご友人と一緒に豊中市、池田市で食事をして、その感想をツイッターでつぶ
やいてください。当選者の発表は、ツイッターのダイレクトメッセージ（メール）
で行います。そのためアンケートでツイッターのＩＤを入力いただく必要がありま
す。
　応募の締め切りは２０１０年８月１１日（水）の２４時。

　マチゴトは、子育て、ありがとうのリレー、街歩き情報、地域の課題を４本柱

にしています。ありがとうのリレーは、地域のみなさんが感じた小さな感謝の気

持ちを伝えるコーナーです。ありがとうのリレー以外も、みなさんからの情報が

大きな力になります。

　またマチゴトは現在１００名近い配布スタッフがみなさまの家のポストに届け

ています。坂の多い豊中、池田の街で、一軒一軒配布していただき、心よりお礼

申し上げます。引き続きスタッフを募集しておりますので、関心のある方は下記

毎日新聞販売店にご連絡ください。

 みなさんと一緒に、マチゴトを作っていきたいと思います。記者はすぐ近くにい

ます。連絡してください。

（編集長　梶川伸）

編集室のつぶやき

急な雨の時にはありがたい
「善意のミニカサ」




