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■□□ 参加しよう・広げよう・いいもの伝えよう □□■

□■□ 「わが村は美しく－北海道」運動 メールマガジン □■□

□□■□□ ２０１８／１０／１ 第１０３号 □□■□□

配信希望・ご意見・ご感想はこちら hkd-ky-wagamura.u@ml.mlit.go.jp

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

平成３０年北海道胆振東部地震で被害を受けられた皆様には、お見舞い申し上げます。

皆様の1日も早い復興をお祈りすると共に、「わが村は美しく-北海道」運動を通じて、

魅力ある活力に満ちた北海道を目指し、今後も様々な情報を発信して参ります。

■□■□《目 次》■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

※「◎」は、新規情報。「●」は、前号からの継続情報。

【わが村運動情報】

◎観光ビジネスマッチングに参加してきました！

◎ＪＲ北海道車内誌「ＴＨＥ ＪＲ Ｈｏｋｋａｉｄｏ」１０月号の掲載情報

【わが村団体情報】

◎十勝ハッピーハロウィンフェスタ２０１８in帯広大正

（帯広市、１０月１日～１０月３１日）

◎小鳥のさえずりが聞こえる河畔林づくり・木の種採り・育苗（長沼町、１０月７日）

◎江部乙丘陵地フットパス（里山コース 約９キロ）（滝川市、１０月７日）

◎根室産業フェスティバル（根室市、１０月７日）

●癒しの森「音夢路（おむろ）」ウォーキングの集い（枝幸町、１０月８日）

◎幌高商店会秋の市（幌加内町、１０月１３日）

◎第１６回 輝農祭（きのうさい）（大空町、１０月１４日）

◎遠農高マルシェ（遠別町、１０月１９日）

◎ぶらしっち～食欲の秋の農家ランチ付きガイドウォーク～（第三回ガイドウォーク）

（美唄市、１０月２１日）

◎第５回ＷＥＡＶＥハロウィーンカーニバル（由仁町、１０月２１日）

●浜の母ちゃんごっこ市開催のお知らせ（羅臼町、１０月２２日、１１月１９日）

◎第８回米－１グランプリｉｎらんこし（蘭越町、１１月１７日）

【現在開催中のイベント情報】

●恵庭農畜産物直売所かのな（花野菜）（恵庭市、４月１日～１１月２５日）

●ウトロ漁協女性部食堂（斜里町、４月２９日～１０月３１日）

●鶴居運動広場（鶴居村、４月２９日～１０月下旬）

●めむろファーマーズマーケット「愛菜屋」（芽室町、５月２日～１２月９日）

●「十勝ガールズ農場」まるごと食農体験ツアー（帯広市、６月１日～１０月３１日）

●直売所「北の大地マルシェ」（岩見沢市、６月１０日～１０月２８日）

【活動支援メニュー情報】

●北海道どさんこプラザ・マーケティングサポート催事（第４四半期分）の募集（北海道）

【お知らせ】

●第２１回日本水大賞の募集（日本水大賞委員会）

＜編集後記＞

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【わが村運動情報】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

◎観光ビジネスマッチングに参加してきました！

平成３０年９月６日（木）と７日（金）の２日間、東京の池袋サンシャインシティで開催され

た「観光ビジネスマッチング」に参加しました。

ビジネスマッチングは、（株）北洋銀行が、北海道各地域の地域振興に寄与することを目的

に、出展団体と首都圏旅行代理店等との観光ビジネスマッチング（観光の個別説明会）を図るイ

ベントです。
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「わが村」として３度目の参加となる今年度は、道北エリアの豊富町で活動されている団体を

中心に、ＰＲさせて頂きました。また、豊富町の商工観光課の山内課長補佐にも参加頂き、豊富

温泉をはじめ、豊富町の魅力をお伝えして頂きました。

「ビジネスマッチング」については、わが村ＨＰでもご紹介しております↓

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g7000000emhm.html

◎ＪＲ北海道車内誌「ＴＨＥ ＪＲ Ｈｏｋｋａｉｄｏ」１０月号の掲載情報

ＪＲ北海道車内誌には、「わが村は美しく－北海道」運動コンクールの受賞団体が毎号紹介され

ています。１０月号では第８回コンクールで奨励賞を受賞した「比布商工会青年部」が紹介されて
います。
比布町産のお米と卵、醤油を使った「オールぴっぷ」のTKG（たまごかけごはん）プロジェクト

は、若手経営者たちの「町民に愛される新しい特産品を作りたい」という思いがきっかけで始ま

りました。
ＪＲにご乗車の際は、ぜひご一読ください。

〖～団・体・ひ・と・く・ち・メ・モ～〗

「たまごかけごはんセット」の中に入っているお米「ゆめぴりか」は、比布町にある上川農業試
験場で生まれました。

その名前は、日本一美味しいお米を作るという「夢」と アイヌ語で美しいという意味の「ピリ
カ」を組み合わせて名付けられました。
「ゆめぴりか」は、ほどよい粘りと豊かな甘みがあり、炊き上がりはつやがあって美しいことか

ら、「米の食味ランキング」で最高位である特Ａを８年連続獲得しています。
航空会社の国際線ファーストクラスの機内食に採用された実績もあるお米「ゆめぴりか」。

たまごかけごはんで召し上がってみてはいかがでしょうか。

「比布商工会青年部」については、わが村ＨＰでもご紹介しております↓
https://www.hkd.mlit.go.jp/as/toti_kairyou/ho928l0000004u5g-att/vktdfd00000083co.pdf

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【わが村団体情報】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

◎十勝ハッピーハロウィンフェスタ２０１８ in 帯広大正

＜わが村団体名：株式会社 アグリファッショングループ＞

町中がオレンジ色に染まっちゃう？！

昨年に続き、帯広大正地区を中心とした一大イベントがさらにブラッシュアップ！！

数種類のかぼちゃが、とかち帯広空港や幸福駅、帯広大正市街地に並び、購入はもちろん、「十

勝ガールズ農場」ではハロウィンかぼちゃ収穫体験もやっています。仮装して参加しちゃおう♪

【開催日時】平成３０年１０月１日（月）～１０月３１日（水）
【開催場所】・購入：トライアグリ以平の丘（帯広市以平町）

・仮装：空港、幸福駅、帯広大正地区

・収穫体験：十勝ガールズ農場（帯広市以平町）

【Ｈ Ｐ】http://agri-fashion.com

【備 考】十勝ハッピーハロウィンフェスタには、帯広第七中学校にもご協力頂いています。

中学校では、総合学習の時間に「ハロウィン変顔かぼちゃ」を制作しています。

◎小鳥のさえずりが聞こえる河畔林づくり・木の種採り・育苗

＜わが村団体名：リバーネット２１ながぬま＞

木の種を採って苗木に育てて植える「生態学的混橎・混植法」を行っています。

みんなでできる自然林再生です。自然環境保護に参加しませんか？

【開催日時】平成３０年１０月７日（日）

【開催場所】長沼町舞鶴遊水地内ほか

【お問合せ】リバーネット２１ながぬま 山本隆幸さん
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ＴＥＬ：０９０－８６３４－４１３４

ＦＡＸ：０１２３－８８－１０７２

【Ｈ Ｐ】https://rivernet-21-naganuma.jimdo.com/

◎江部乙丘陵地フットパス（里山コース 約９キロ）

＜わが村団体名：江部乙丘陵地のファンクラブ＞

丘陵地の里山散策路を巡り、紅葉の秋と果物狩りを楽しみます。

【開催日時】平成３０年１０月７日（日）８：３０～１２：３０

【集合場所】フルーツの丘（滝川市江部乙町東11丁目）

【参加費】 １，５００円（お土産付き）

【申込締切】平成３０年１０月４日（木）

【お問合せ】江部乙丘陵地のファンクラブ事務局

ＴＥＬ：０２５－７５－６１９５

ＦＡＸ：０２５－７５－６１９５

【Ｈ Ｐ】https://ebeotsu-fanclub.jimdo.com/フットパス/

●第３４回根室産業フェスティバル

＜わが村団体名：根室・室根交流の会＞

根室・室根交流の会では、交流活動のある室根の特産品販売（米、りんご、鶏肉、山菜等）を

行い、例年好評を博しています。

【開催日時】平成３０年１０月７日（日） １０：００～１４：００

【開催場所】北方四島交流センター(ニ･ホ･ロ)横特設会場（根室市穂香１１０－９）

【お問合せ】根室商工会議所 ＴＥＬ：０１５３－２４－２０６２

【Ｈ Ｐ】http://www.necci.or.jp/

●癒しの森「音夢路（おむろ）」ウォーキングの集い

＜わが村団体名：うたのぼり・癒しの森「音夢路(おむろ)」利用促進研究会＞

「癒しの森・音夢路」までの９㎞のコースを３時間３０分かけて歩きます。樹種は豊富で、森の

象徴である樹齢３６０年のミズナラの巨木（開拓の木）が出迎えます。函岳等の展望ポイント、木

のモニュメント、休憩用イス、トイレ等が整備されています。森の持つ癒し（セラピー）効果で心

身がリフレッシュします！

【開催日時】１０月８日(月・祝)午前１０時集合

【集合場所】枝幸町歌登桧垣町 南宗谷森林組合前

【参加費】 無料（予約は必要ありません）

【問合わせ】うたのぼり・癒しの森「音夢路（おむろ）」利用促進研究会

担当：石黒 久男さん 電話番号 ０１６３－６８－２０２６

Ｅメール：hisao.ishikuro@tanaka-gr.co.jp

※雨天の場合は中止（小雨決行：開催の判断につきましては、お問い合わせ下さい）

・参加者の皆さまにおかれましては、昼食と雨具はご持参願います。

・歩きやすい靴と服装でご参加ください。

・今年度の最後のウォーキングの集いです。ウォーキング終了後には「特別サービス企画」を予

定しておりますので、皆様のご参加をお待ちしております！

◎幌高商店会秋の市

＜わが村団体名：北海道幌加内高等学校＞

昨年に引き続き、今年も全国高校生そば打ち選手権大会で優勝しました！

全国一の生徒達が打った「生そば」を是非ご賞味下さい！

「生そば」はもちろんのこと、パン、やお菓子なども販売しています。

カフェもありますよ。

【開催日時】平成３０年１０月１３日（土）

【開催場所】北海道幌加内高等学校 体育館・多目的ホール

【お問合せ】北海道幌加内高等学校 教頭 蓬田さん
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ＴＥＬ：０１６５－３５－２４０５

ＦＡＸ：０１６５－３５－３４７７

◎第１６回 輝農祭（きのうさい）

＜わが村団体名：株式会社 大地のMEGUMI＞

わが村参加団体「大地のMEGUMI」さんをはじめ、大空町内や近隣地域の各団体、ショップなど数

多くのブースが並ぶ毎秋恒例の輝農祭。農産物販売はもちろん、音楽ステージやフード・雑貨の販

売など、楽しいイベントが盛りだくさんです！

【開催日時】平成３０年１０月１４日（日）１０：００～１５：００

【開催場所】道の駅メルヘンの丘めまんべつ（大空町女満別昭和９６-１）

【お問合せ】大地のMEGUMI ＴＥＬ：０１５２－７４－３０２０

◎♪遠農高マルシェ♪

＜わが村団体名：北海道遠別農業高等学校＞

学校で飼育している羊の肉を加工したソーセージ・ハムなど、生徒たちが丹精込めて作った加工

品や農作物などを販売します。

ぜひ一度いらしてください。

【開催日時】平成３０年１０月１９日（金）１３：００～１４：００

【開催場所】北海道遠別農業高等学校（遠別町字北浜７４番地）

【お問合せ】北海道遠別農業高等学校

ＴＥＬ：０１６３２－７－２５５１

ＦＡＸ：０１６３２－７－２３７６

【Ｈ Ｐ】http://www.enbetsunougyou.hokkaido-c.ed.jp/

◎ぶらしっち～食欲の秋の農家ランチ付きガイドウォーク～（第三回ガイドウォーク）

＜わが村団体名：宮島沼プロジェクトチーム＞

季節やテーマで吟味した、その日オリジナルのコースをスタッフがご案内。気持ちよく歩いたあ

とは、こめ粉食Ｌｏｖｅ（地域の農家のお母さん達）が作る地場産・旬野菜たっぷりのお昼ご飯を

いただきます。

今回のテーマは…「宮島沼の自然の変遷と超最新の保全の取り組みをたどる」です！

【開催日時】平成３０年１０月２１日（日）１０：００～１４：００

【集合場所】宮島沼水鳥・湿地センターに集合（集合 ９：５０）

【参加費】 ２，３００円（保険・昼食代含む）

【定 員】１５名（先着順）

【申込締切】平成３０年１０月１４日（日）

【持ち物】 歩きやすい服装・靴、帽子、飲み物、汗を拭くタオルなど

※少し足元が悪いので、汚れてもいい靴でお越しください。

※悪天候の場合は中止することがあります。あらかじめご了承ください。

【お問合せ】宮島沼水鳥・湿地センター 担当：牛山さん

ＴＥＬ：０１２６－６６－５０６６

【Ｈ Ｐ】http://miyajimanumaproject.blog.fc2.com/

◎第５回ＷＥＡＶＥハロウィーンカーニバル

＜わが村団体名：ＷＥＡＶＥ（ウィーブ）＞

今年は、例年のゲームに加えて、未就学児向けのアスレチックチャレンジや、WEAVEのメンバーが

畑で撮った写真を使った野菜クイズ等を企画しています。
ビンゴ大会では、豪華景品を多数用意してお待ちしています。

乾燥野菜を使ったカレー（４００円）やパンプキンスープ（１００円）、わたあめ（１０円）、

新鮮野菜や乾燥野菜も販売します。

【開催日時】平成３０年１０月２１日（日）

【開催場所】由仁町文化交流館ふれーるホール内

【お問合せ】空知農業改良普及センター 空知南東部支所（担当：増井さん）

ＴＥＬ：０１２３－７２－２３５８
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●浜の母ちゃんごっこ市開催のお知らせ

＜わが村団体名：羅臼漁業協同組合女性部＞

その日の漁でとれた新鮮なお魚を販売。かれい・そい・どすいか等々お楽しみに！！

【開催日時】平成３０年１０月２２日（月） １３：３０～１４：３０

平成３０年１１月１９日（月） １３：３０～１４：３０

【開催場所】羅臼漁業協同組合（羅臼町船見町２-１３）

◎第８回米－１グランプリｉｎらんこし

＜わが村団体名：米－１グランプリｉｎらんこし実行委員会＞

会場内では全国のお米の食べ比べ等々たくさんの企画を用意してます。

全国の選りすぐりのお米に出会いに来ませんか？

【開催日時】平成３０年１１月１７日（土）９：００～

【開催場所】蘭越町山村開発センター

【お問合せ】米－１グランプリｉｎらんこし実行委員会

ＴＥＬ：０１３６－５７－５１１１（内線２６１）

ＦＡＸ：０１３６－５７－５１１２

【Ｈ Ｐ】http://kome-1.com/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【現在開催中のイベント情報】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

●恵庭農畜産物直売所かのな（花野菜）

＜わが村団体名：「恵庭かのな協同組合」＞

（旧「恵庭農畜産物直売所かのな（花野菜）」運営協議会）

恵庭市の道の駅「花ロードえにわ」に隣接する直売所です。

【開催日時】平成３０年４月１日（日）～１１月２５（日）

９：００～１７：００

【開催場所】恵庭市南島松８１７番地４ 道と川の駅「花ロードえにわ」敷地内

【お問合せ】ＴＥＬ：０１２３－３６－２７００

ＦＡＸ：０１２３－３６－２７０１

【Ｈ Ｐ】http://www.geocities.jp/kanona_eniwa/

●ウトロ漁協女性部食堂

＜ＪＦウトロ漁業協同組合女性部＞

ウトロ漁港内にあるこの食堂は、毎年４月末～１０月末頃までの期間限定営業です。

この機会にぜひ訪れてみませんか？

【営業期間】平成３０年４月２９日（日）～１０月３１日（水）

【営業時間】８：３０～１５：３０頃

※時化等、状況により休業する場合があります。

【住 所】斜里郡斜里町ウトロ東１１７番地（ウトロ漁港内）

【電 話】０１５２－２４－３１９２

●鶴居運動広場

＜わが村団体名：（株）鶴居村振興公社 鶴居運動広場＞

＜ 〃 ：ＮＰＯ法人 美しい村・鶴居村観光協会＞

大人から子どもまで誰もが楽しめる約１２ｈａの広大な運動場。パットゴルフ、テニスコート、

ゴーカートなどの遊具施設も数多く、気持ちいい汗を流した後は野外で炭火バーベキューを楽しめ

ます。また、隣接するグリーンパークで温泉と食事も楽しめます。

【開催日時】平成３０年４月２９日（日）～１０月下旬 ９：００～１７：００

【所 在 地】鶴居運動広場（鶴居村鶴居北１丁目１番地）

【お問合せ】（株）鶴居村振興公社
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ＴＥＬ：０１５４－６４－２８４０

【Ｈ Ｐ】http://www.vill.tsurui.lg.jp/kankou/kankou/kankou_08.html

●めむろファーマーズマーケット「愛菜屋」

＜わが村団体名：ＪＡめむろ（めむろファーマーズマーケット運営協議会）＞

生産者が丹精込めた、安心・安全で良質な旬の農畜産物提供、顔が見える直売所。

平成６年から６戸の生産者で始まり、平成３０年には約１００名の会員が出荷しています。

珍しい野菜や加工品などありますのでお立ち寄りください。

【開催日時】平成３０年５月２日（水）～１２月９日（日）

９：００～１７：００（変動あり）

【定休日】 月・木曜日（但し、祝祭日は営業）

【開催場所】芽室町東めむろ３条南１丁目１番地

『郷の食産ひろばめむろみのり～む』敷地内

【お問合せ】愛菜屋

ＴＥＬ：０１５５－６２－５３１５

ＦＡＸ：０１５５－６２－０８０８

【Ｈ Ｐ】http://www.ja-memuro.or.jp/farm/

●「十勝ガールズ農場」まるごと食農体験ツアー

＜わが村団体名：（株）アグリファッショングループ＞

十勝平野を見渡せる農地で、地球の雄大さを感じながら、野菜の収穫体験や大型トラクターの

試乗体験ができます。野菜はやっぱりとれたてが一番！

マイクロ野菜・食べられるハロウィンかぼちゃ・１５種のカラフルポテトなど、ここでしか

味わえない野菜もありますよ！

農業を感じて、味わって、直売所も農機グッズなども購入できるトライアグリ以平の丘にぜひ

お越しください。お待ちしております。

【開催日時】平成３０年６月１日（金）～１０月３１日（水）

【定休日】なし

【開催場所】トライアグリ以平の丘（帯広市以平町西８線１）

【お問合せ】０９０－６４４５－０３７０（食農体験・トライアグリ専用電話）

【Ｈ Ｐ】www.agri-fashion.com

●直売所「北の大地マルシェ」

＜わが村団体名：豊正ＦＡＭ協議会 ふれあい室＞

北村地域の生産者が中心となって開催しています！

広大な景色を見ながら、お買い物に来ませんか？

【開催日時】平成３０年６月１０日（日）～１０月２８日（日）９：００～１６：００

毎週水曜定休日

【開催場所】北の大地マルシェ（岩見沢市北村豊正６４９番地）

【お問合せ】北の大地マルシェ

ＴＥＬ：０９０－９５１０－３８８１

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【活動支援メニュー情報】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
●北海道どさんこプラザ・マーケティングサポート催事（第４四半期分）の募集（北海道）

道産品の展示紹介、市場調査等を目的として、どさんこプラザ（有楽町店・札幌店）内の催事ス

ペースで対面販売を行うことができます。

道産品（一次産品含む）の対面販売だけではなく、生産地紹介や自治体の観光ＰＲができる絶好

の場所です。

【募集期間】平成３０年９月１０日（月）～１０月１０日（水）

【お問合せ】北海道経済部食関連産業室マーケティンググループ

０１１－２０４－５７６６
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※詳細は、上記問合せ先にお問い合わせください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【お知らせ】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

●第２１回日本水大賞の募集（日本水大賞委員会）

日本水大賞は、川や湖沼、海などの水をきれいにする取組や地域における水文化の発掘普及な

ど、水循環の健全化や水災害に対する安全性の向上に寄与する活動団体を表彰する取組です。

これまでにも農業用水に関連した多面的機能の発揮や地域共同活動等を行った団体が多数表彰さ

れていますので、ぜひご応募ください。

【募集期間】平成３０年７月７日（土）～１０月３１日（水）

詳しくはこちらをご覧ください↓

http://www.japanriver.or.jp/taisyo/

【表 彰】大 賞（賞状・副賞２００万円）

大臣賞（賞状・副賞５０万円） 等

【お問合せ】公益社団法人 日本河川協会

ＴＥＬ ０３－３２３８－９７７１

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜編集後記＞

改めて、平成３０年度北海道胆振東部地震で被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げ

ます。

まずは、わたしたち一人一人が普段通りの生活を過ごし、地域イベントへの参加や秋の行楽等を

通じて、北海道を支え、盛り上げていきたいですね。

北海道は実りと収穫の秋を迎えています。

秋の彩りある道内各地のイベントで、皆様とお会いするのを楽しみにしております。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

発行：北海道開発局農業水産部農業振興課

〒０６０－８５１１ 札幌市北区北８条西２丁目 札幌第１合同庁舎１３階

↓わが村ＨＰはこちらからご覧ください。

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g7000000emhm.html

↓バックナンバーはこちらからご覧ください。

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g7000000xu2k.html

↓Facebookでも情報配信しています。

https://www.facebook.com/wagamura

お知り合いの方にも、ご紹介お願いします！

本メールマガジンは送信専用アドレスで配信しています。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊


