
活動名称 活動内容
実施場所
（市町村）

参加者数
（人）

補助金額
（円）

福1
公益社団法人
福岡県造園協会

薬王寺水辺公園植栽ボランティア 植栽、森林環境学習 古賀市 113       300,000      

福2 奈多植林会 奈多浦松林保全活動事業 植栽、下草刈り、除伐 福岡市 545       464,000      

福3 天山ふれあい会 天山（あまやま）の里山づくり 除伐、散策道整備、自然観察会 筑紫野市 151       300,000      

福4 油山社中 油山の森林整備活動 除伐、下草刈り 福岡市 122       129,000      

福5
なかがわ木育交流事業
実行委員会

なかがわ木育交流事業 木工教室、こけ玉作り 那珂川市 209       192,000      

福6
特定非営利活動法人
はかた夢松原の会

博多湾沿岸における松林の整備・保全活
動

松葉かき、間伐、植栽 福岡市 130       384,000      

福7 森と海の再生交流事業実行委員会 森と海の再生交流事業 植栽 福岡市 153       229,000      

福8
特定非営利活動法人
里まちサイクルコミュニティ

森を愛し、未来へいきいきとした森林を残
そう～里山の緑化維持活動と循環型社会
を目指して～

下草刈り、侵入竹伐採、自然体験、
竹細工、リース作り、ミニ門松作り

糸島市、福岡市 804       838,000      

福9
特定非営利活動法人
古都・大宰府の風を育む会

太宰府市内の文化財保護区域内の荒廃
里山整備活動

竹林伐採、
下草刈り

太宰府市 219       300,000      

福10
宮司地区
郷づくり推進協議会

宮司・浜の松原整備・保全活動
松葉かき、
下草刈り、植栽

福津市 535       215,000      

福11 北部九州里山再生プロジェクト ふくつ大峰山森づくりプロジェクト
自然環境調査、竹林伐採、
自然体験活動、ワークショップ

福津市 317       496,000      

福12
福間地域
郷づくり推進協議会

ふくま海岸松林保全活動
松葉かき、
下草刈り、植栽

福津市 1,716    748,000      

福13
津屋崎地域
郷づくり推進協議会

津屋崎地域海岸線の松林保全管理と
住民と密着した親しみやすい環境を創る。

除伐、下草刈り、植栽 福津市 958       585,000      

福14
公益財団法人
おおのじょう緑のトラスト協会

里山活用・保全プロジェクト事業
植栽、ビオトープ造り、
ネイチャークラフト

大野城市 961       287,000      

福15 那珂川町竹プロジェクト 那珂川市安徳台竹林整備 竹林整備 那珂川市 135       184,000      

福18 福岡工作の森 木育おもちゃの森ひろば 木育、木工体験 糸島市、福岡市 278       207,000      

福19 糸島市林業研究クラブ 糸島林業塾2019 林業体験 糸島市 131       300,000      

福20 福岡県立四王寺県民の森協議会
四王寺県民の森における森林環境教育・
木育活動

森林環境教育、木育活動 宇美町 231       300,000      

福21 コモダの森 コモダの森　整備活動 林業体験、森林教育 福岡市 96         170,000      

福22 福岡県竹林サミット実行委員会 第13回　福岡県竹林サミットin那珂川 基調講演、活動発表 那珂川市 147       300,000      

朝1
グリーンウエイブ
朝倉水源の森実行委員会

第8回　グリーンウェイブ朝倉水源の森創り 植栽 朝倉市 14         300,000      

朝2 久留米ちとせライオンズクラブ 第13回環境創生事業（ボランティア植樹） 植栽 久留米市 203       300,000      

朝3
特定非営利活動法人
三沢遺跡の森を育む会

県有地「三沢遺跡の森」の整備・保全再生
及び森林環境教育活動

下草刈り、除伐、
自然観察、木ろうキャンドルづくり

小郡市 416       286,000      

朝4 福岡県林業研究グループ連合会 集まれ！森林の仲間たち
安全講習会、林業体験（ｼｲﾀｹ植菌・採
取）、木工（マイ箸づくり）

久留米市 317       495,000      

朝5 花立山を楽しむ会 花立山の里山保全整備活動
下草刈り、除伐、木工教室、
植栽、自然観察活動

小郡市 215       300,000      

朝6
宝珠山百年の森づくり
実行委員会

宝珠山百年の森づくり 植栽 東峰村 74         200,000      

八1
NPO法人
あゆみの森共同保育園

みんなの遊び場ｰあゆみの森
下草刈り、竹林整備、
門松作り、植栽

北九州市 303       235,000      

八2
三里松原防風保安林
保全対策協議会

三里松原　松葉かき・松苗植樹 植栽、松葉かき 岡垣町 576       1,000,000    

八3
特定非営利活動法人
北九州ビオトープ・ネットワーク研究会

平成竹取伝説(竹林保全活動)
竹林整備、竹製品普及、
竹細工、 門松づくり

北九州市 296       402,000      

注）太枠囲みの事業は、20～31ページで活動内容の詳細を掲載

令和元年度森林づくり活動公募事業実績一覧表

実績事業内容
事業実施団体

企画
番号

農林
事務
所

福岡

朝倉

八幡
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活動名称 活動内容
実施場所
（市町村）

参加者数
（人）

補助金額
（円）

飯1 福岡県環境緑化懇話会 笠城ダム公園植栽ボランティア 植栽、森林環境学習 飯塚市 112       300,000      

飯2 味見さくら会
味見峠付近さくらの木整備を主として山の
環境を守る（不法 投棄防止）

下草刈り、除伐、植栽 香春町 66         200,000      

飯3
遠賀川源流の森づくり
推進会議

遠賀川源流の森づくり活動
下草刈り、自然観察、
間伐材グッズ研究開発

嘉麻市 10         221,000      

飯4
特定非営利活動法人
遠賀川流域住民の会

源流の森再生応援団
竹林整備、竹炭づくり、
森林環境学習

嘉麻市 146       292,000      

飯5
特定非営利活動法人
風治さつきの会

彦山川上中流域の里山保全
竹林伐採、竹炭投入、
森林と河川の啓発

添田町、 田川市 165       299,000      

飯6 龍王・山・里・川の会 森林のはたらきと林業
森林環境教育、木工体験 、
シイタケ栽培体験

飯塚市 464       437,000      

飯7
一般財団法人
サンビレッジ茜

竹林を竹炭と地域の活性化に
竹林伐採、竹炭作成、
竹炭石けんづくり

飯塚市 188       298,000      

飯10
フォレストセーバー
「正人どんの郷」

森と遊ぼう！
植栽、ツリークライミング、
森林ヨガ

嘉麻市 129       244,000      

飯12 筑豊博物研究会
自然観察会（森のはたらき、生き物を知ろ
う）

森林環境学習、自然観察会
飯塚市、 福智町、
嘉麻市

161       275,000      

飯13 日吉藝術小学校実行委員会 日吉藝術小学校　木工学科 林業体験、木工体験 宮若市 72         200,000      

飯14 特定非営利活動法人 アートもん
そえだDE木とあそぶ！まなぶ！ふれあ
う！

木育バスツアー 木もくまつり in そえだ 添田町 1,873    849,000      

飯15 筑豊の自然を楽しむ会 筑豊里山保全プロジェクト 下草刈り、竹林整備 宮若市 62         200,000      

飯16 地域美化づくり推進協議会 日田彦山線沿線の植樹及び美化活動 桜の植栽、下草刈り 香春町 69         200,000      

筑1 福岡有明海漁業協同組合連合会 有明海再生のためのボランティア活動 下草刈り 八女市 55         75,000        

筑2
NPO法人
がんばりよるよ星野村

麻生地区（池の山）周辺の森林整備・里山
保全活動

除伐、下草刈り、
自然観察、植栽

八女市 385       414,000      

筑3 おおむた環境ネットワーク
ふれあいの森の整備・森体験指導者育成
事業

森林整備、
自然体験活動

大牟田市 342       500,000      

筑4 倉永山林保全の会 森林の整備活動 下草刈り、除伐 大牟田市 146       300,000      

筑5
社会福祉法人
あらぐさ会

山で遊ぼう
自然観察、
リースづくり

大牟田市 236       291,000      

筑6 きのこ村協議会 地域産材を活用した木育イベントの開催 木育体験 八女市 737       750,000      

筑8 森花会
森林ボランティア＆インストラクター養成講
座

林業実習、講座 八女市、大牟田市 290       297,000      

筑9 山川町北関・甲田の森保全活動組織 山川町北関・甲田の森保全活動組織 下草刈り、雑木伐採、竹伐採 みやま市 75         192,000      

筑10 センスオブワンダー自然体験教室 高根山「桜広場」復活プロジェクト 下草刈り、間伐、 自然体験アクティビティ 広川町 179       300,000      

筑11 つながるツリーハウス つながるツリーハウス事業 ツリーハウス制作 八女市 116       300,000      

筑12 ＳＡＫＵＳＡＫＵ 森と人を元気にする活動 巻き枯らし間伐、自然体験 八女市 73         173,000      

行1 京都森林組合 ドローンで簡単森林づくり活動
自然観察、
森林環境学習

みやこ町 60         139,000      

行2 ハローグリーン・けいちく 京築地区森林整備活動 除伐、枝打ち、間伐、里山林の整備
行橋市、 苅田町、
上毛町

70         190,000      

行3 農事組合法人 今津の里 松林の整備活動 下草刈り、除伐 築上町 72         200,000      

行4 東高塚共有林組合 松林の整備活動 下草刈り、除伐 築上町 55         200,000      

行5 宇留津自治会 宇留津地区海岸林の整備活動 下草刈り、除伐 築上町 161       300,000      

行6 里山復帰 里山林の再生活動
下草刈り、除伐、放置竹林整備、
侵入竹整備

行橋市 145       177,000      

行7 京都森林研究グループ 伊良原ダム周辺の広葉樹植樹活動 自然観察、森林環境学習 みやこ町 75         182,000      

17,154   19,441,000  

事業内容 実績

筑後

行橋

計（６０団体）

飯塚

農林
事務
所

企画
番号

事業実施団体
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状況写真

R1.10.20 森林環境教育、木工教室（椅子づくり）、こけ玉づくり教室を実施。

活動の目的
　子どもたちが幼少期から森林資源（那珂川市産ヒノキ材、林床から採
集した苔）に触れることで森林の役割、良さを体験してもらう。併せて
森林環境教育を行うことで、森林・林業の普及を行う。

参加者数 209名

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林・林業の普及

団体名 なかがわ木育交流事業実行委員会

活動場所 那珂川市（ふれあいこども館） 補助金額 192,000円

活動名称 なかがわ木育交流事業

森林づくり活動公募事業の活動例

年度 令和元年度 企画番号 福５

森林環境教育 市産ヒノキ材で椅子づくり

多くの参加者でにぎわった会場こけ玉づくり
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状況写真

R1.12.14 チェーンソーによる丸太加工の実習を実施（参加者21名）

活動の目的
　チェーンソーのメンテナンスや伐木集材等の実習を行い、自伐型林業
に関心のある人々を育成することで、林業の振興と農林家の経営向上に
資する。

参加者数 131名

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林・林業の普及

団体名 糸島市林業研究クラブ

活動場所 糸島市大字山北 補助金額 300,000円

活動名称 糸島林業塾2019

森林づくり活動公募事業の活動例

年度 令和元年度 企画番号 福19

R1.11.9～
11.10

R1.11.16～
11.17

R1.11.30～
12.1

チェーンソーのメンテナンスや使用方法、伐木に関する実習を実施
（参加者37名）

選木や間伐に関する実習を実施（参加者50名）

造材や集材方法に関する実習を実施（参加者23名）

集合後、ラジオ体操から始める チェーンソーの取扱、手入れ等について説明

実際に杉の丸太を使って実習 無事終了。充実した１日であった
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R1.12.15
冬休み自然体験活動 第1回「ハゼロウでクリスマスキャンドルを作ろう」では
ハゼ蝋の歴史を学び、キャンドルを作った（参加者99名）

R1.12.22
冬休み自然体験活動 第2回「ハゼロウでクリスマスキャンドルを作ろう」第1回
定員オーバーで参加できなかった子供達や保護者（参加者57名）

状況写真

R1.4.28～
R2.3.2

三沢遺跡の森全体を整備・下草刈り、樹木に絡みついている蔦の除去、
櫨苗木の植樹作業などを行った（参加者120名）

R1.7.28
夏休み自然体験活動「三沢遺跡の森・生き物探検隊」では三沢遺跡の森や草原
を歩き、鳥や昆虫の生態と植物の関わりを学んだ（参加者120名）

R1.10.6
秋の山野草について、福岡県保健環境研究所の須田先生による研修会を開催し
た（参加者20名）

活動の目的

　福岡県指定史跡「三沢遺跡」にある約１２ｈａの森林と九州歴史資料
館のまわりにある森林（合わせて仮称：三沢遺跡の森という）におい
て、県・地域住民による枝葉の整理や下草刈り等の整備・保全をする。
また、自然豊かな森林を「環境教育」のフィールドとし、私たち人間に
とって自然との共生がいかに大切かを理解する。あわせて、地域のシン
ボルとして「三沢遺跡の森」を位置づけ、県・地域住民でこの森を作
り、育てることで、地域住民が入りやすい親しみのある憩の森にする。

参加者数 416名

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名 特定非営利活動法人三沢遺跡の森を育む会

活動場所 小郡市（三沢遺跡の森） 補助金額 286,000円

活動名称 県有地「三沢遺跡の森」の整備・保全再生活動及び森林環境教育

森林づくり活動公募事業の活動例

年度 令和元年度 企画番号 朝３

下草刈り 倒木処理

秋の山野草を楽しむ会

生き物探検

ハゼロウでキャンドルハゼロウでキャンドル
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状況写真

R1.10.17～18
資源活用研究センター内において、一般公募した参加者により、樹木園内でのツリーク
ライミング体験とチェーンソーの安全作業の講習会を実施した（参加者51名）

R1.11.23
資源活用研究センター内において、ふれあいフェスタに来場した一般客から参加者を募
り、シイタケの駒打ち体験等の森林環境教育を実施した（参加者73名）

R1.11.23
資源活用研究センター内において、ふれあいフェスタに来場した一般客から参加者を募
り、スギ間伐材を利用したはしづくりを体験させた（参加者193名）

活動の目的

①安全作業技術者養成講座（ﾁｪｰﾝｿｰﾜｰｸ・ﾂﾘｰｸﾗｲﾐﾝｸﾞ編）：森林ボランティアが行う活
動中の事故を防ぐため、森林における活動を安全に指導できるリーダーの育成は重要で
あり、ﾁｪｰﾝｿｰ等の安全な操作や理論を学び指導者を養成する。
②森林・林業学び塾：森林の働きや原木キノコ栽培による木材の利用などを学ぶ。
③Myはし作り：スギの間伐材を利用し、間伐の重要性や木材利用の必要性や木材の需要
拡大への理解を深める。

参加者数 317名

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林環境教育、その他（安全講習会）

団体名 福岡県林業研究グループ連合会

活動場所
久留米市（福岡県農林業総合試験場　資
源活用研究センター） 補助金額 495,000円

活動名称 集まれ！森林の仲間たち

森林づくり活動公募事業の活動例

年度 令和元年度 企画番号 朝４

MYはし作り

ﾁｪｰﾝｿｰﾜｰｸﾂﾘｰｸﾗｲﾐﾝｸﾞ体験 記念撮影（ﾂﾘｰｸﾗｲﾐﾝｸﾞ）

駒打ち体験 シイタケ狩り
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活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
　地域住民などから広く参加を募り、松原を整備・再生しながら親しみ
を持ってもらうことで、町のシンボルである「三里松原」を町の宝とし
て再認識してもらう。

森林づくり活動公募事業の活動例

活動名称

年度 八２企画番号令和元年度

三里松原　松葉かき・松苗植樹

活動場所

三里松原防風保安林保全対策協議会

岡垣町（三里松原） 補助金額

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R1.12.8
R2.2.9

R1.7.28
R1.12.8
R2.3.10

(松葉かき)　年２回実施。三里松原において、協議会が募った参加者に
より、松林内の松葉かきと集積所への運搬を行った。特に中学校の部活
動生の参加が多く活気に溢れた（参加者312名）

(松苗植樹)
植樹は年２回、下草刈りは複数回実施。協議会が募った地域の管理団体
によって抵抗性クロマツの植樹と下草刈り作業が行われた(参加者264名)

参加者数 576名

1,000,000円

かき集めて山盛りに！

トラックに積み込み

下草刈り作業

植樹
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参加者数 296名

(エコ門松づくり)
ひびきの市民センターにて事前に募った参加者により環境に配慮した門
松を制作。地域の竹林で間伐した竹を利用(参加者37名)

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R1.5.11
～R2.3.14

全9回

R1.8.31

(竹林保全活動)
グリーンパークと、ひびきの南公園で定期的に実施。事前に市民に募っ
た参加者は、手鋸で散策路を整備しながら竹林内を間伐(参加者168名)
(竹細工教室)
北九州市立大学工学部内にて、地域の年配の方が竹細工講師となり子供
たちに昔ながらの竹を使った遊びや竹細工を教えた(参加者59名)

R1.12.21

R1.6.7
～R2.3.13

全4回

(青竹踏みの普及)
切り出した竹から同工学部内で青竹踏みを制作。青葉市民センターで竹
踏み健康づくり講座を実施(参加者32名)

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名

活動の目的
　竹林の整備を通して里山整備を指導できる人材へと市民を育成し、各
地で見られる竹林問題への解決の糸口を探りながら竹林の価値を高め
る。

活動場所

特定非営利活動法人　北九州ビオトープ・ネットワーク研究会

北九州市（グリーンパーク、ひびきの南公
園、北九州市立大学工学部、ひびきの市民
センター）

補助金額 402,000円

森林づくり活動公募事業の活動例

活動名称

年度 八３企画番号令和元年度

平成竹取物語（竹林保全活動）

門松 完成！

竹集積・運搬

竹細工教室

竹踏み健康講座

竹切出し
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伊岐須小５年生を対象に、シイタケ栽培と管理の仕方を学習した。
クヌギの原木に駒種を打ち付けた(参加者120名)

R2.2.14

464名

活動実施日 主な活動実績

437,000円

状況写真

R1.11.6
伊岐須小５年生を対象に、九州大講師による「森林の役割と里山保全」講義を
実施した(参加者115名)

R1.12.5
伊岐須小５年生を対象に、間伐材を利用しての椅子作りを行った
(参加者115名)

R1.12.17
鯰田小４年生を対象に、間伐材を利用しての椅子作りを行った
(参加者51名)

菰田小２、３年生を対象に、シイタケ栽培と管理の仕方を学習した。
クヌギの原木に駒種を打ち付けた(参加者63名)

R2.2.6

森林づくり活動公募事業の活動例

年度 令和元年度 企画番号 飯６

団体名 龍王・山・里・川の会

活動名称 森林の役割と里山保全

活動の目的
　小学校の総合学習での森林学習や間伐材を利用したイスづくり、シイ
タケ栽培を体験させることで、里山保全への関心を高める。

参加者数

活動区分 森林・林業の普及

活動場所
飯塚市（伊岐須小、鯰田小、菰
田小）

補助金額

森林学習 ふむふむ。

うまくできるかなみんなで椅子づくり

説明を真剣に聞いてます！
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状況写真

R1.11.9
添田町内で植林、伐採等体験する「親子で木育バスツアー」を開催
（参加者37名）

活動の目的
　添田町内で木を身近に感じてもらえるように「木もくまつりinそえ
だ」における木工体験や、木育バスツアーを企画し、森林の大切さや環
境とのつながりを図る。

参加者数 1,873名

活動実施日 主な活動実績

R1.10.5～10.6

団体名 特定非営利活動法人アートもん

活動場所 添田町（ひこさん花工房） 補助金額 　　　　849,000円

ひこさん花工房において、「木もくまつりinそえだ」を２日間にわたり
開催。ワークショップ開催や町内の自然について紙芝居等を実演
（参加者　２日間1,836名）

活動区分 森林・林業の普及

森林づくり活動公募事業の活動例

年度 令和元年度 企画番号 飯14

活動名称 そえだＤＥ木とあそぶ！まなぶ！ふれあう！

木もくまつりinそえだ

木育バスツアー

木工体験
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R1.11.3

　「木育」とは、市民や児童の木材に対する親しみや木の文化への理解
を深めるため、木材の良さやその利用の意義を学ぶ木材利用に関する教
育活動。
多くの県民・市民の皆様に、木のおもちゃに直に触れながら、木の温も
りと優しさを感じてもらう。

状況写真

参加者数 737名

活動実施日 主な活動実績

活動区分 森林・林業の普及

団体名 きのこ村協議会

八女市黒木体育センターにおいて、市民や児童の森林や木材に対する親
しみを深めるため、木のおもちゃ（木製遊具）で遊ぶ場をつくり、木の
優しさやぬくもりに触れる体験を提供した(参加者737名)

活動場所
八女市黒木町
（八女市黒木体育センター）

補助金額 750,000円

活動の目的

森林づくり活動公募事業の活動例

年度 令和元年度 企画番号 筑６

活動名称 地域産材を活用した木育イベントの開催

いろいろな木のおもちゃ

自由に遊んでます！

グリーンウッドワーク
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森林づくり活動公募事業の活動例

活動名称

年度 筑12企画番号

R1.9.15

活動区分 森林の整備・保全、森林・林業の普及

団体名

活動の目的

令和元年度

森と人を元気にする活動

ほほえみの山において、一般参加を募り、お話会、選木、巻き枯らし間
伐、散策を実施(参加者16名)
ほほえみの山において、一般参加を募り、お話会、選木、巻き枯らし間
伐、散策を実施(参加者18名)

活動場所

ＳＡＫＵＳＡＫＵ

　整備が行き届いていない森林を巻き枯らし間伐することで、森林の再
生を行う。
お話会(日本や世界の森林の状況、間伐の必要性、方法を話す)を行い、
巻き枯らし間伐を普及させる。
魚釣り、川遊び、ネイチャークラフトなどの環境教育を行い、森林につ
いて知る機会、触れて楽しむ機会を作る。

八女市黒木町 補助金額 173,000円

R1.8.11
ほほえみの山において、一般参加を募り、お話会、選木、巻き枯らし間
伐、川遊びを実施(参加者27名)

状況写真

参加者数 73名

グリーンピア八女において、一般参加を募り、ヨガ、ネイチャークラフ
トを実施(参加者12名)

活動実施日 主な活動実績

R1.5.26

R1.6.16

みんなで巻き枯らし
間伐

森でのお話会

川遊び楽しみ
ました
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参加者数 161名

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R1.7.7

R1.8.3
R2.2.4

　宇留津区有林とその周辺海岸において、当団体会員により、草刈り
機・手鎌での下草刈りと除伐を行った(参加者142名)
　宇留津区有林とその周辺海岸において、当団体会員により、草刈り
機・鉈での下草刈りと除伐を行った(参加者19名)

活動区分 森林の整備・保全

団体名

活動の目的
　宇留津地区の住民が、周防灘に面した宇留津地区海岸林の森林整備活
動を行うことにより、住民が入りやすく親しみのある海岸林づくりを目
指す。

活動場所

宇留津自治会

築上町（宇留津区有林　外） 補助金額 300,000円

森林づくり活動公募事業の活動例

活動名称

年度 行５企画番号令和元年度

宇留津地区海岸林の整備活動

事業説明と安全点検 除伐

下草刈り
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森林づくり活動公募事業の活動例

活動名称

年度 行６企画番号令和元年度

里山林の再生活動

活動区分 森林の整備・保全 、 森林・林業の普及

団体名

活動の目的
　侵入竹により荒廃した里山（雑木の林）を整備し、地域住民が親しめ
る竹林を取り戻す。

活動場所

里山復帰

行橋市（下稗田山林） 補助金額 177,000円

参加者数 145名

状況写真

活動実施日 主な活動実績

R1.5.3～
R1.12.8全10回

R2.1.11～
R2.3.8全3回

下稗田の山林において、当団体会員に加え事前に募った参加者により、鎌や
鉈・草刈り機等での下刈と不要木の伐採搬出などを行った(参加者92名)

下稗田の山林において、当団体会員に加え事前に募った参加者により、鎌や
鉈・草刈り機等での下刈と不要木の伐採搬出作業などを行った。また、現地発
生材を利用したコマ打ちや薪割りなどの体験学習も行った(参加者53名)

事前作業説明 不用木の搬出

シイタケのコマ打ち 薪割り
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