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食事のあいさつ
「いただきます」
「ごちそうさま」

沖縄の長い夏もほっとひと休憩。。。
少しずつではありますが秋を感じられるようになってきました。

「食欲の秋」涼しくなると食欲も湧きますが、暴飲暴食は禁物☆です。
食欲が増すこの時期にこそ「食べることで体は作られる」

という事を見直してみてはいかがでしょうか？

食べますという意味
だけでなく、

その命を頂くことに感謝し
て「生命をいただきます」

という挨拶です。

うちなーむん（沖縄の旬）

沖縄には土地ならではの食材がたくさんあります。

住む土地の季節の物を食べると体も喜びます。
旬のうちなーむんを紹介します。

「いただきます」 「ごちそうさま」
「馳走」と書き「駆け走る」と

いう意味があります。
食べ物には食材を育てる人

収集・運搬する人、調理する人
など沢山の人が関わっています。

その人達への感謝の意味を
込めた挨拶です。

紅芋

鮮やかな紫紅色に、ねっとりとした食感と

上品な甘み。蒸しても揚げてもおいしい

紅イモは、ビタミンやミネラルだけでなく、

アントシアニンも多く含まれていることから、

近年注目を集めている島やさいです。

沖縄の在来柑橘種のシークヮーサー。
沖縄方言でシーは酸、クヮーサーは
食べさせるという意味です。
ビタミンやカロテンを多く含み、

ノビレチンも豊富です。

沖縄では、大宜味村や名護市などで
生産されています。

シィークヮ―サー

管理栄養士 高良江里奈

食事のあいさつ、いただきますとごちそうさま。
当たり前のように言っていますが、子ども達にどんな意味？
と聞かれたら答えられるでしょうか？

動食物の命を頂いている事、関わる人への感謝の気持ちも忘れずに
気持ちをこめて挨拶しましょう。
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≪パパッと朝ごはんレシピ≫
朝ごはんは忙しくてバランスを考えるのは大変！

簡単レシピや一工夫をご紹介します♪

●くるくるドック
食パンにチーズやソーセージなどをくるくると

ホイルで巻いて、保存パックなどにいれて冷凍

庫へ。（ここまでは時間がある時にまとめていろい

ろな種類を）
ホイルのままトースターやグリルなどで5～10
分焼いたらできあがり。フルーツ＆クリーム

チーズなら自然解凍でもOK

※パンには水分でべちゃっとならないようにバターやチー

ズなどの上に具材を乗せてくださいね

●残りごはんとスープで簡単リゾット
スープの残りがあれば残りごはんと火にかけ

てミルクやチーズを入れるだけで簡単リゾット

に（みそ汁やすましならおじやで卵でとじて
のりやごまなどトッピングも☆）

風のうた こどもの食べるをお助け☆食育コラム

くわっちーさびたん♪

「くわっちーさびたん」のくわっちーはごちそうのこと。「ごちそうさま」という意味ですね。
ごはんをいっぱい食べて大きな声でごちそうさま！という声を聞くと食事の時間がより楽しくなります。
こどもたちの離乳食のモグモグごっくんの事や好き嫌いなど
お母さん達のお助けになればいいな、というミニ情報を発信中♪

本日は離乳食後期の食事について
月齢はだいたい9～11か月頃、1日3回食になりミルクやおっぱいから食事が中心になってきた頃です。
不足分をミルクや母乳で足してあげて3食のリズム作りが生活習慣を作っていきます

この頃の口の中は上の歯と下の歯が４本ずつ生え揃ってきます
（個人差があるのでこの頃まだ上下2本なら進め方も中期食の固さを目安に）
舌やあごを前後ろ、上下だけでなく左右に動かして食べ物を口の中で噛んだり
まとめたりする事ができるようになってきます
口の中でいろいろな動きができるような食材の工夫のポイントは２つ！

１つは
奥のはぐきが膨らんで上下のはぐきに食べ物を乗せてかみつぶす練習の開始☆
ただし、かみつぶす動きは難しいので1ヶ月くらいかかる事もあります
1度でできないと柔らかめに戻すのではなく、毎日少しずつ出来るようになるようにチャレンジする事が大切
注意する事は、すりつぶすことは難しいので木綿豆腐くらいの指でつぶせる固さが目安です
※すりつぶす事ができるようになるのは2歳半～3歳頃になってから

そして2つ目は
前歯で噛み取りもしやすくなるので手でつかんで噛み取れるような食材のチャレンジ☆
形の工夫をして手でつかんで口へ取り込むような動きの練習をしていくと指先の動きの練習もできます
ひき肉もそぼろ状だけでなく豆腐とお団子状にしたり、野菜スティックなどメニューの幅も広がりますよ

ご飯はやわらかいごはんにステップアップしましょう
お肉の種類も鶏肉だけでなく豚肉や牛肉などの種類も試してみましょう
また、食欲がすすまない等があれば、ほんの少しの味付けも工夫のひとつ

塩やしょうゆを仕上げに少しだけ、風味付け程度に入れるだけでも味が変わり食欲が増します
3回食の食事のリズムができてきたら食材で足りないエネルギー補給のためのおやつも必要になってきます
芋類や果物などのおやつの楽しみができると食べる楽しみも倍増します

色んな食材に触れて好きな味をたくさん見つけられるといいですね♪

次回は離乳の完了期について。。。

指先を上手に使って
食べられるよ♪
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熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの
01
火

02
水

03
木

04
金

05
土

07
月

08
火

09
水

10
木

11
金

12
土

15
火

16
水

17
木

18
金

19
土

21
月

23
水

24
木

25
金

26
土

28
月

29
火

30
水

31
木

※食材の都合により献立を変更する場合があります。
※26日(土)はピクニック兼運動会で給食はお休みです。
今月は17日(木)がお弁当会の日です。

日付 献立
材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

3時おやつ

麦ご飯　白菜のとろとろ煮
ひじきと枝豆サラダ　果物　みそ汁

米　○食パン　押麦
マヨネーズ　片栗粉

○牛乳　豚肉　卵　みそ
○バター　○きな粉　鶏ひき肉

ぶどう　白菜　玉葱　ほうれんそう
枝豆　人参　コーン缶　ひじき　生姜

きなこクリームパン
牛乳

ご飯　鮭のネギみそ焼き
温野菜　すまし汁

米　○小麦粉　マヨネーズ
○油　うずまき麩　油

○牛乳　さけ　○ツナ缶
みそ

ブロッコリー　人参　○ねぎ　ねぎ
カットわかめ　長ネギ

ツナ入りポーポー
牛乳

沖縄そばチャンプルー
ごぼうサラダ　果物　すまし汁

沖縄そば　○米
油　ゆでうどん

豚肉　油揚げ
おきあみ　鶏ひき肉

なし　玉葱　人参　大根　ごぼう
○のり佃煮　ねぎ　にら

のりおにぎり
お茶

あわご飯　肉じゃが
もやしの和え物　みそ汁

じゃがいも　米　しらたき
うずまき麩　油　砂糖

豚肉　　ツナ缶　みそ　〇大豆
もやし　玉葱　人参　赤ピーマン
長ネギ　コーン缶　グリンピース

ほうれんそう　〇昆布

炒り大豆
むずび昆布

お茶

ご飯　豆腐そぼろ煮
キャベツのゆかり和え　アーサ卵汁

米　油　片栗粉
○牛乳　厚揚げ　卵　鶏ひき肉

　○チーズ　みそ
キャベツ　玉葱　人参

いんげん　あおさ

カルテツウェハース
チーズ
牛乳

カラフルどんぶり
白和え　果物　みそ汁

米　○小麦胚芽のクラッカー
板こんにゃく　油　砂糖

○牛乳　○豆乳　鶏ひき肉　○ゆであず
き

木綿豆腐　みそ　ちくわ

りんご　大根　いんげん　コーン
赤ピーマン　ねぎ　生姜

　焼きのり　南瓜

あずき豆乳プリン
クラッカー

牛乳

麦ご飯　豚肉の香味焼き
ほうれん草和え　すまし汁

米　じゃがいも　○小麦粉
押麦　○砂糖　○粉糖

○牛乳　豚肉　○バター　油揚げ
○ごま　ごま　絹ごし豆腐　鶏ひき肉

ほうれんそう　玉葱　もやし
赤ピーマン　ねぎ　コーン缶　人参

カットわかめ　トマト

ﾎﾜｲﾄスノーﾎﾞｰﾙ
牛乳

ミートスパゲティー
ボイルサラダ　野菜スープ

マカロニ・スパゲティー
○米　油　砂糖

豚ひき肉　牛ひき肉　ハム　○さけ
　粉チーズ　バター　鶏ひき肉

玉葱　ブロッコリー　ホールトマト
　白菜　人参　トマトピューレ

○大根（葉）　にんにく

鮭と大根葉おにぎり
お茶

ご飯　鶏と冬瓜の甘みそ煮
胡瓜塩昆布和え　中華スープ

米　砂糖　はちみつ　ごま油
○牛乳　鶏もも肉

○チーズ　鶏ひき肉

○バナナ　冬瓜　胡瓜　キャベツ　人参
にら　しいたけ　塩こんぶ　にんにく

生姜　南瓜　○オレンジ

バナナ
キャンディチーズ

牛乳

発芽玄米ごはん　鯖の塩焼き
クーブイリチー　果物　ゆし豆腐

米　○食パン　玄米　○マヨネーズ
こんにゃく　油

○牛乳　ゆし豆腐　さば　豚肉(ばら)
　○ツナ缶　赤みそ　絹ごし豆腐

オレンジ　ミニトマト　人参　○玉葱
刻みこんぶ　切り干し大根　ねぎ　トマト

ツナマヨサンド
牛乳

ご飯　親子煮
ひじきのサラダ　みそ汁

米　油　砂糖
○牛乳　鶏もも肉　卵　ちくわ
みそ　油揚げ　○無塩バター

○黒ごま　鶏ひき肉

玉葱　白菜　えだまめ　人参
　ねぎ　ひじき　焼きのり

ライスクリスピー
牛乳

麦ご飯　白菜のとろとろ煮
枝豆サラダ　果物　みそ汁

米　○食パン　押麦
マヨネーズ　片栗粉

○牛乳　豚ひき肉　卵　みそ
　○バター　○きな粉　鶏ひき肉

ぶどう　白菜　玉葱　ほうれんそう
枝豆　人参　コーン缶　ひじき　生姜

きなこクリームパン
牛乳

ご飯　鮭のネギみそ焼き
温野菜　すまし汁

米　○小麦粉　マヨネーズ
○油　うずまき麩　油

○牛乳　さけ　○ツナ缶　みそ
ブロッコリー　人参　○ねぎ　ねぎ

カットわかめ　長ネギ
ツナ入りポーポー

牛乳

お弁当会 ○牛乳
黒棒
牛乳

沖縄そば　豚バラ大根
胡瓜とわかめの酢の物　果物

沖縄そば　○米　砂糖
豚肉　かまぼこ　○チーズ　しらす

　ごま　○かつお節　鶏ひき肉
大根　きゅうり　なし　長ネギ

万能ねぎ　カットわかめ　人参　玉葱
おかかチーズおにぎり

お茶

ご飯　豆腐そぼろ煮
キャベツのゆかり和え　アーサ卵汁

米　油　片栗粉
○牛乳　厚揚げ　卵　鶏ひき肉

○チーズ　みそ
キャベツ　玉葱　人参

いんげん　あおさ

カルテツウェハース
チーズ
牛乳

カラフルどんぶり　白和え
果物　みそ汁

米　○小麦胚芽のクラッカー
こんにゃく　油　砂糖

○牛乳　○豆乳　鶏ひき肉　○ゆであず
き

　木綿豆腐　みそ　ちくわ

りんご　大根　いんげん　コーン缶
赤ピーマン　ねぎ　生姜

のり　南瓜

あずき豆乳プリン
クラッカー

牛乳

ミートスパゲティー
ボイルサラダ　野菜スープ

マカロニ・スパゲティー
○米　油　砂糖

豚ひき肉　牛ひき肉　ハム
○さけ　粉チーズ　バター　鶏ひき肉

玉葱　ブロッコリー　ホールトマト缶詰
白菜　人参　トマトピューレ

○大根（葉）　にんにく

鮭と大根葉おにぎり
お茶

キーマカレー　きのことインゲンサラダ
果物　ニラと卵スープ

米　○強力粉　○黒砂糖
マヨネーズ　油

○牛乳　豚ひき肉　牛ひき肉
○豆乳　卵　黒ごま　鶏ひき肉

りんご　玉葱　人参　いんげん
しめじ　ピーマン　にら　ひじき

にんにく　生姜

アガラサー
牛乳

ご飯　鶏と冬瓜の甘みそ煮
胡瓜塩昆布和え　中華スープ

米　砂糖　はちみつ　ごま油
○牛乳　鶏もも肉

○チーズ　鶏ひき肉

○バナナ　冬瓜　胡瓜　キャベツ　人参
にら　椎茸　塩こんぶ　にんにく　生姜

　南瓜　○オレンジ

バナナ
キャンディチーズ

牛乳

発芽玄米ごはん　鯖の塩焼き
クーブイリチー　果物　ゆし豆腐

米　○食パン　玄米　○マヨネーズ
こんにゃく　油

○牛乳　ゆし豆腐　さば　豚肉(ばら)
○ツナ油漬缶　赤みそ　絹ごし豆腐

オレンジ　ミニトマト　人参　○玉葱
刻みこんぶ　切り干し大根

　ねぎ　トマト

ツナマヨサンド
牛乳

あわご飯　肉じゃが
ほうれん草おひたし　みそ汁

じゃがいも　米　○ホットケーキ粉
しらたき　うずまき麩　油　砂糖

○牛乳　豚肉　○卵　みそ
　○バター　かつお節

ほうれんそう　玉葱　キャベツ
人参　○かぼちゃ　グリンピース

ハロウィン南瓜ケーキ
牛乳

五穀米ご飯　鶏の照り焼き
塩昆布あえ　豆腐のすまし汁

米　○フランスパン
五穀米　油

○牛乳　鶏もも肉
　絹ごし豆腐　鶏ひき肉

キャベツ　○いちごジャム　レタス
小松菜　人参　塩こんぶ　生姜

いちごジャムパン
牛乳

ご飯　魚のあんかけ
もやしのナムル　みそ汁

米　○さつまいも　じゃがいも
片栗粉　油　ごま油　砂糖

○牛乳　さんま　かにかま
　みそ　ごま　たら

もやし　玉葱　人参　しめじ
えのきたけ　長ネギ　胡瓜

ねぎ　わかめ

蒸かし芋
牛乳

幼 児 献 立 表

ピクニック兼
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日付 時間帯 完了期 離乳食　後期 離乳食　中期 離乳食　初期
01(火) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

白菜のとろとろ煮 白菜のとろとろ煮 白菜のとろとろ煮 ペースト(玉葱・白菜・人参)
ひじきと枝豆サラダ ひじきと枝豆サラダ 果物 すまし汁

果物 果物 みそ汁
みそ汁 みそ汁

午後おやつ きなこクリームパン きなこクリームパン
牛乳

02(水) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鮭のネギみそ焼き 白身魚の味噌煮 白身魚の味噌煮 ペースト(白身魚・ブロ・人参)

温野菜 温野菜 野菜マッシュ すまし汁
すまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ ツナ入りポーポー ツナ入りポーポー
牛乳

03(木) 昼食 沖縄そばチャンプルー 焼うどん 煮うどん つぶし粥
ごぼうサラダ ごぼうサラダ 人参マッシュ ペースト（ほうれん草・人参・しらす）

果物 果物 果物 すまし汁
すまし汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ のりおにぎり おにぎり
お茶

04(金) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
肉じゃが 肉じゃが 肉じゃが ペースト(玉葱・人参・じゃが)

もやしの和え物 もやしの和え物 もやしの和え物 すまし汁
みそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ 炒り大豆とおしゃぶり昆布 赤ちゃんせんべい
お茶

05(土) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
豆腐そぼろ煮 野菜とつくね煮 野菜とつくね煮 ペースト(玉葱・人参・キャベツ)

キャベツのゆかり和え キャベツの和え物 キャベツマッシュ すまし汁
アーサ卵汁 アーサ汁 みそ汁

午後おやつ カルテツウェハース(ブルーベリー) 赤ちゃんせんべい
チーズ
牛乳

07(月) 昼食 カラフルどんぶり 軟飯 全粥 つぶし粥
白和え 肉団子と野菜の炒め煮 肉団子と野菜の炒め煮 ペースト(豆腐・南瓜)
果物 果物 果物 すまし汁

みそ汁 みそ汁 すまし汁
午後おやつ あずき豆乳プリン あずきかん

クラッカー
牛乳

08(火) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
豚肉の香味焼き 豚肉のトマト煮 肉団子のトマト煮 ペースト(玉葱・じゃが芋・トマト)
ほうれん草和え ほうれん草和え ほうれん草マッシュ すまし汁

すまし汁 すまし汁 すまし汁
午後おやつ ﾎﾜｲﾄスノーﾎﾞｰﾙ ﾎﾜｲﾄスノーﾎﾞｰﾙ

牛乳
09(水) 昼食 ミートスパゲティー マカロニトマト煮 マカロニトマト煮 つぶし粥

ボイルサラダ ボイルサラダ ボイルサラダマッシュ ペースト(玉葱・人参・ブロッコリー)
野菜スープ 果物 果物 すまし汁

野菜スープ 野菜スープ
午後おやつ 鮭と大根葉おにぎり おにぎり

お茶 おにぎり
お茶

10(木) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鶏と冬瓜の甘みそ煮 鶏と冬瓜の煮物 鶏だんごと冬瓜の物 ペースト(冬瓜・人参・南瓜)

胡瓜塩昆布和え 胡瓜和え 胡瓜マッシュ すまし汁
中華スープ スープ スープ

午後おやつ バナナ バナナ
キャンディチーズ

牛乳
11(金) 昼食 発芽玄米ごはん 軟飯 全粥 つぶし粥

鯖の塩焼き 白身魚の塩焼き 白身魚の塩蒸し焼き ペースト(白身魚・トマト・人参)
クーブイリチー イリチー 野菜マッシュ 豆腐すまし汁

果物 豆腐すまし汁 ゆし豆腐
ゆし豆腐

午後おやつ ツナマヨサンド おにぎり
牛乳

12(土) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
親子煮 鶏つくねと野菜煮 鶏つくねと野菜煮 ペースト(玉葱・人参・ほうれん)

ひじきのサラダ ひじきのサラダ サラダマッシュ すまし汁
みそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ ライスクリスピー 赤ちゃんせんべい
牛乳

14(月) 昼食 豆腐肉みそ丼 軟飯 全粥 つぶし粥
白菜のサラダ 豆腐バーグ味噌煮 豆腐バーグ味噌煮 ペースト(豆腐・玉葱・白菜)

スープ 白菜のサラダ 白菜マッシュ すまし汁
スープ すまし汁

午後おやつ スイートポテト スイートポテト
牛乳

15(火) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
白菜のとろとろ煮 白菜のとろとろ煮 白菜のとろとろ煮 ペースト(玉葱・白菜・人参)

ひじきと枝豆サラダ ひじきと枝豆サラダ 果物 すまし汁
果物 果物 みそ汁

みそ汁 みそ汁
午後おやつ きなこクリームパン きなこクリームパン

牛乳
16(水) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

鮭のネギみそ焼き 白身魚の味噌煮 白身魚の味噌煮 ペースト(白身魚・ブロ・人参)
温野菜 温野菜 野菜マッシュ すまし汁

すまし汁 すまし汁 すまし汁
午後おやつ ツナ入りポーポー ポーポー

牛乳
17(木) 昼食

午後おやつ 黒棒 赤ちゃんせんべい
牛乳

18(金) 昼食 沖縄そば 煮込みうどん 煮込みうどん つぶし粥
豚バラ大根 豚バラ大根 大根と肉団子煮込み ペースト(人参・玉葱・大根)

きゅうりとわかめの酢の物 きゅうりとわかめの酢の物 きゅうりマッシュ くたうたうどん
果物 果物 果物

午後おやつ おかかチーズおにぎり おにぎり
お茶

19(土) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
豆腐そぼろ煮 野菜とつくね煮 野菜とつくね煮 ペースト(玉葱・人参・キャベツ)

キャベツのゆかり和え キャベツの和え物 キャベツマッシュ すまし汁
アーサ卵汁 アーサ汁 みそ汁

午後おやつ カルテツウェハース(ブルーベリー) 赤ちゃんせんべい
チーズ
牛乳

21(月) 昼食 カラフルどんぶり 軟飯 全粥 つぶし粥
白和え 肉団子と野菜の炒め煮 肉団子と野菜の炒め煮 ペースト(豆腐・南瓜)
果物 果物 果物 すまし汁

みそ汁 みそ汁 すまし汁
午後おやつ あずき豆乳プリン あずきかん

クラッカー
牛乳

23(水) 昼食 ミートスパゲティー マカロニトマト煮 マカロニトマト煮 つぶし粥
ボイルサラダ ボイルサラダ ボイルサラダマッシュ ペースト(玉葱・人参・ブロッコリー)
野菜スープ 果物 果物 すまし汁

野菜スープ 野菜スープ
午後おやつ 鮭と大根葉おにぎり おにぎり

お茶 お茶
24(木) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

鶏と冬瓜の甘みそ煮 鶏と冬瓜の煮物 鶏だんごと冬瓜の物 ペースト(冬瓜・人参・南瓜)
胡瓜塩昆布和え 胡瓜和え 胡瓜マッシュ すまし汁

中華スープ スープ スープ
午後おやつ バナナ バナナ

キャンディチーズ
牛乳

25(金) 昼食 発芽玄米ごはん 軟飯 全粥 つぶし粥
鯖の塩焼き 白身魚の塩焼き 白身魚の塩蒸し焼き ペースト(白身魚・トマト・人参)

クーブイリチー イリチー 野菜マッシュ 豆腐すまし汁
果物 豆腐すまし汁 ゆし豆腐

ゆし豆腐
午後おやつ ツナマヨサンド おにぎり

牛乳
26（土）

28(月) 昼食 キーマカレー 軟飯 全粥 つぶし粥
きのことインゲンサラダ ハンバーグ ハンバーグ ペースト(玉葱・人参・南瓜)

果物 きのこといんげんのサラダ 果物 果物
ニラと卵スープ 果物 白菜スープ すまし汁

ニラ入りスープ
午後おやつ アガラサー 蒸しパン

牛乳
29(火) 昼食 五穀米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

鶏の照り焼き 鶏の蒸し照り焼き 鶏つくね煮 ペースト(キャベツ・人参小松菜)
塩昆布あえ キャベツあえ キャベツマッシュ 豆腐のすまし汁

豆腐のすまし汁 豆腐のすまし汁 豆腐のすまし汁
午後おやつ いちごジャムパン いちごジャムパン

牛乳
30(水) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

魚のあんかけ 白身魚のあんかけ 白身魚のあんかけ ペースト(白身魚・玉葱・人参)
もやしのナムル もやしのナムル 野菜マッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁 みそ汁
午後おやつ 蒸かし芋 南瓜パンケーキ

牛乳 蒸かし芋
31(木) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

肉じゃが 肉団子とじゃが煮 肉団子とじゃが煮 ペースト（じゃが・人参・ほうれん）
ほうれん草おひたし ほうれん草おひたし ほうれん草マッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁 みそ汁
午後おやつ ハロウィン南瓜ケーキ ハロウィン南瓜ケーキ

牛乳
※食材の都合により献立を変更する場合があります。
※26日(土)はピクニック兼運動会で給食はお休みです。
今月は17日(木)お弁当会の日です。

お弁当会

○離乳食は個々の発達・体調に合わせて調整しています。

ピクニック兼
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