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１． 

李朝民画 鵲虎図幅 

紙本 

19世紀 

幅55cm 長さ113cm 

 

李朝民画は、朝鮮 李朝時代後期に庶民の実用的な民

俗絵画として描かれました。結婚や還暦などの儀礼、

装飾、魔よけ、開運などの実用的な目的のために、屏

風や掛軸にしたり、壁に貼ったりして用いられたよう

です。日常生活における空間を彩り、人々の心を支え

るための必要欠くべからざる存在でした。 

 

鵲（かささぎ）は声を聞くと良いことが起きると言わ

れて、「喜」という字があてられる鳥で、「報喜図」

というのが、本来の画題です。「鵲が喜びを報じる」

という意味で、「報」と音が同じ「豹（虎）」が一緒

に描かれています。また、悪いものが寄ってこないよ

うに辟邪の役割があります。「良いことが起きますよ

うに」という吉祥画で、朝鮮半島で門扉に飾るものと

して発達しました。 



２． 

多福画幅 

木村 斯光 

紙本 

共箱 

大正 - 昭和 

幅35cm 長さ146cm 

 

たっぷりとした余白とともに、多くの福を呼ぶお多福

が描かれています。 

縁起が良く、年中掛けや、お正月・節分掛けとしても

お掛け頂けます。 

 

木村斯光は、菊池契月に師事し、京都画壇で活躍しま

した。 



３． 

ガラス絵 地母神 

芹澤 銈介 

人間国宝 

昭和 

額：縦33.2cm 横25.8cm 

 

地母神（ちぼしん、じぼしん）は、一般的な多産、肥

沃、豊穣をもたらす神で、「大地の母」とされていま

す。その源流は、旧石器時代末期の象牙、骨、石など

に彫られた、所謂、いわゆるビーナス像にまでさかの

ぼると言われています。 

 

ガラス絵とは、透明な板ガラスの裏面に、泥絵の具や

油絵の具によって普通の絵と逆の順序に描き、表面か

ら見る仕組みの絵です。 

 

芹澤銈介は、染色家として活躍しました

が、幼い頃の夢は画家になることでし

た。ガラス絵などの肉筆作品は、型絵染

作品と並んで評価を得ています。 

 

ガラス絵の裏側に「せ」の朱印と 

「地母神 銈介」の書銘が有ります。 



４． 

型染 額「伊作紙漉」 

芹澤 銈介 

共シール 

人間国宝 

昭和 

額：縦95㎝ 横49㎝ 

 

1940年、芹沢は2度目となる沖縄訪問の足で、鹿児島

県の苗代川と伊作（現：日置市）を訪れました。 

伊作は、江戸時代から「伊作紙」という和紙作りで知

られた場所で、この伝統的な手仕事に魅せられた芹沢

はスケッチを残し、戦後、伊作村の姿を模様化した型

絵染を手掛けました。 

鹿児島県伊作町の紙漉場の風景で、紙が干された紙漉

小屋を中心に松・梅・椿が描かれ、川を象徴する水色

地で表わしています。伊作の印象を鮮やかに伝え、ま

だ寒さが残る春の日を思わせます。 

「宗廣コレクション 芹沢銈介展」 図録に紬地型絵染

の同手が掲載されています。 



５． 

額「東」 

芹澤 銈介 

紙本 

人間国宝 

昭和 

額：縦42cm 横54cm 

 

東の文字絵が描かれています。文字絵とは字模様とも

言われ、文字を文様化した図案です。芹澤は、文字の

造形に強い関心を持ち、初期から晩年まで、大小たく

さんの文字作品を制作しました。 

 

芹澤は、沖縄の染色技法である紅型と出会い、染色家

の道へ進みます。分業で行われていた工程を、一人で

行うという新たな染めの形を作りました。その染色技

術と染め上がった文様の美しさが高く評価され、型絵

染の技法で人間国宝の認定を受けました。 



６． 

古伊万里 染付皿 10客組 

江戸時代 

径17.3cm 高さ3cm 

 

縁には茶色の鉄釉が施され、鳥などの縁文様が描かれ

ています。鳥などの縁文様には墨はじきの技法が使わ

れています。墨はじきの技法は、白抜きの文様を描く

技法で、墨で図案を描き、呉須でも濃淡をつけ、墨の

なかの膠の成分がマスキングの役割となって奥行きあ

る焼き物を作り出すことができます。見込中央には、

梅の花を意匠化した五弁花が描かれています。 





７． 

交趾牡丹絵珈琲碗 6客組 

十六代 永楽 善五郎（永楽 即全） 

共箱 

昭和 - 平成 

カップ：径10cm（取っ手含） 高さ5.8cm 

ソーサ：径13.8cm 高さ2cm 

 

交趾焼を写したコーヒーカップです。 

カップとソーサには紫、浅黄、白色を使い、牡丹が描

かれています。 

交趾焼写しは永楽即全が得意とした技法のひとつで

す。 

交趾焼とは、中国南部で生産された陶磁器の一種で

す。名称はベトナムのコーチシナ（交趾支那）との貿

易で交趾船によりもたらされたことに由来します。 



８． 

絵替四方向付 10客組 

四代 宮川（真葛）香斎 

共箱 

大正 - 昭和 

約 径10.8cm×10.8cm 約 高さ6cm 

 

四方形の向付の側面にそれぞれ違った草花などが描か

れています。縁の金は意図的に途切れ途切れに焼きつ

けられています。 

 

宮川香斎は、江戸時代より続く、京焼の窯元で、東山

真葛ヶ原(現 円山公園)に窯を開き、真葛焼は始まり

ました。 



９． 

仁清写雲錦向付 10客組 

十六代 永楽 善五郎（永楽 即全） 

共箱 

昭和 - 平成 

約 径11.8cm 約 高さ6.7cm 

 

縁は少し輪花状になり、側面には雲錦文様（桜、紅

葉）が描かれ、ところどころに桜と紅葉の透かしが施

されています。 

 



１０． 

絵唐津蛤形向付 10客組 

中里 重利 

共箱 

昭和 - 平成 

約 径15.5cm 約 高さ5.6cm 

 

蛤の形を模した向付です。少し黒いもの、少し赤みの

あるものなど1客ずつ色味が微妙に違い、楽しめま

す。 

 

中里重利は、人間国宝 中里無庵の三男で、伝統ある

陶芸家の家系です。熟練された轆轤技術で 古唐津の

茶陶を基本にして洗練された完成度の高い作陶を展開

し 唐津焼の重鎮として活躍しました。 



１１． 

古染付 芙蓉手大皿 

中国 明時代（17世紀） 

径36cm 高さ6.5cm 

 

約400年前の明朝末期に中国の景徳鎮で作られた鉢で

す。芙蓉手とは、見込中央に大きく円窓を設け、その

周囲を区切る文様構成が、大輪の芙蓉の花を連想させ

ることから、日本では芙蓉手と呼ぶようになりまし

た。 



１２． 

古伊万里 色絵梅菊図花瓶 

江戸時代 

口径2㎝ 胴径11㎝  高さ23㎝ 

 

梅と菊が交互に2面ずつ描かれた伊万里らしい瓶で

す。花瓶としても、飾り物としてもお使い頂けます。 

胴に小さな釉ハガレがございます。 



１３． 

焼締土瓶 

大田垣 蓮月 

江戸時代 - 明治 

径19cm 高さ24cm 

 

やどかさぬ 人のつらさを 情にて  
                        おぼろ月よの 花の下ふし 
 

この和歌は蓮月の自詠歌を代表するもので、宿を貸し

てもらえなかったおかげで朧月夜の花を賞美できたこ

とを詠んでいます。 

 

蓮月は、江戸時代後期の尼僧であり、著名な歌人で

す。歌人としての評価もさることながら陶芸品も数多

く制作しております。 

箱は秦蔵六が書いており、蔵六が取っ手の金具を補っ

たことがわかります。 

蓋の縁にソゲが有ります。 



１４． 

鉄薬辰砂花扁壷 

河井 寛次郎 

共箱 

昭和 

口径5.8cm×5.4cm 胴径14.5cm×10cm 高さ23.5cm 

 

寛次郎を代表する技法のひとつが本作品にも使われて

いる「筒描き」の技法です。寛次郎は、盛り上がった

筒描の線を外枠として、その枠に様々な釉薬を施すこ

とで豊かな色彩を持つ「筒描釉薬」の作品を生み出し

ています。本作品も、辰砂、鉄釉、緑、黒に発する色

鮮やかな筒描釉彩で花が生き生きと描かれています。 



１５． 

花扁壷 

河井 寛次郎 

共箱 

昭和 

口径7.2cm×6cm 胴径19cm×10.5cm 高さ16cm 

 

赤色の辰砂、青色の呉須、茶色の鉄釉を使い、胴の両

面に花文様を描いています。 

片方の面は一つ、もう片方の面には２つの花文様が描

かれ、それぞれ両手を広げているか、踊っているのよ

うに生き生きと描かれています。 



１６． 

流し薬壷 

河井 寛次郎 

共箱 

昭和 

口径8cm 胴径16cm 高さ21cm 

 

柳宗悦や濱田庄司らと民藝運動を推進し、用の美を追

求した河井寛次郎の壷です。 

口縁の周りには、三つの耳が付いています。 

窯の中で自然に薬が流れていく、流し薬と呼ばれる手

法を用いて、上から下に向かって、釉薬が不規則に流

れています。 

飾った空間の中にすっと調和し、その空間の中できら

りと光る個性を放つ作品です。 



１７． 

花碗 

河井 寛次郎 

共箱 

昭和 

径10.8cm 高さ9cm 

 

胴に呉須、辰砂、鉄釉を使って、大変躍動感のある花

文様が描かれています。全体的にロクロ目が見え、形

は半筒形で、胴の真ん中が少しすぼまっています。 



１８． 

塩釉絵刷毛目花瓶 

濱田 庄司 

共箱 

人間国宝 

昭和 

口径12.5cm 胴径20.5cm 高さ22.5cm 

 

気負いのないダイナミックな刷毛目技法の上から鉄絵

で文様が打ちつけるように絵付けされています。 

濱田は刷毛目について「刷毛目は私も好きで、何度も

試みたが、うまく引こうと願っているうちは、うまく

出来ないはずだ。ところが朝鮮に旅をして、田舎の風

物や市に集まると人達の暮らし振りを見て帰ると、直

接刷毛目の技術とは関係がないのに、帰国してから試

みる刷毛目が気のせいか一段楽になったように思われ

る。」と述べています。 



１９． 

象嵌赤絵草花文手鉢 

島岡 達三 

共箱 

人間国宝 

昭和 - 平成 

径19cm 高さ7.5cm（手含高さ16.5cm） 

 

島岡達三は、濱田庄司に弟子入りしました。その後、

組紐屋に生まれたことも有り、縄文象嵌という技法を

編み出し、人間国宝に認定されました。縄文象嵌は作

品に縄目を施して色の違う土をはめ込む（象嵌する）

技法です。本作品では、縁の部分に使われています。

高台には達三の「タ」の字が刻印として押されていま

す。 



２０． 

象嵌赤絵草花文コーヒーセット 

島岡 達三 

共箱 

人間国宝 

昭和 - 平成 

カップ ：径11cm 高さ6.8cm 

ソーサ ：径16cm 高さ2.5cm 

砂糖入 ：径12cm 高さ9cm 

ミルク入 ：径12cm 高さ6cm 

 

カップ・ソーサが6客、ミルク入れ、 

砂糖入れがセットになっています。 

ほんのりピンク色の象嵌が施されています。 

ミルク入 砂糖入 



２１． 

唐草文様香炉 

加藤 土師萌 

共箱 

人間国宝 

昭和 

径16.5cm 高さ11cm 

 

胴の真ん中で凹んでおり、上部には唐草文様が、下部

には櫛目文様が描かれており、大変風格のある香炉で

す。 

木製の火屋が付いています。 

高台に「土師」印が有ります。 

 

加藤土師萌（はじめ）は、色絵磁器で人間国宝に認定

され、富本憲吉と共に色絵磁器の双璧と言われまし

た。東京芸術大学教授、日本工芸会の理事長を務めま

した。 



２２． 

七宝香炉 

明治 

径9.5cm×9.5cm 高さ9cm 

 

丸みを帯びた四角形で、胴に風景が描かれています。

蓋には鳥を象った透かしが施されています。 

箱の蓋裏に「安藤七寶店 J.ANDO Cloisonne Ware」

の張紙が有ります。 

木製の台座が付いています。 

 

安藤七宝店は明治時代に名古屋で創業し、万博など海

外・国内で多くの賞を受賞し、宮内省御用達を拝命し

ました。 

 

七宝とは銅や銀の素地にガラス質の釉を焼き付けて文

様をあらわす技法です。 



２３． 

薩摩籠目透香炉 

十五代 沈 寿官 

共箱 

平成 

径12cm 高さ12.5cm 

 

沈寿官独特の白地に細かな貫入が入り、その上から金

彩が施されています。 

火屋（蓋）は、二重に透かし彫りが施された大変精緻

な仕事がされています。 

 

高台に「十五代沈寿官」銘が有ります。 

 

15代沈寿官は、薩摩焼の宗家として名高い沈壽官窯の

当主第14代沈壽官の長男として生まれ、1999年に15代

を襲名しました。 



２４． 

色絵櫻香炉 

五代 三浦 竹泉 

共箱 

昭和 -  

径11cm 高さ11.5cm 

 

黒地に金彩、朱、ピンク、白を使い桜が描かれていま

す。純銀の火屋にも桜が施されています。火屋の側面

には「公春造」の彫銘が有ります。 

 

三浦竹泉は初代が明治期に五条坂に窯を構えた京焼の

窯元です。代々、三浦竹泉と名乗っています。 



２５． 

梅華皮茶碗 

石黒 宗磨 

共箱 

人間国宝 

昭和 

径12cm 高さ7cm 

 

全体に灰釉が掛けられ、腰の辺りと見込みに、焼成時

に施釉した釉薬が粒状になったり、縮れた状態の梅華

皮（かいらぎ）が見られます。 

高台に「栩（く）」印が有ります。 

共箱蓋表に「梅華皮茶盌 栩」と記しています。 

昭和30年代に制作されたと考えられます。 

 

昭和30年に始まった人間国宝の制度で初回に選ばれま

した。初回は陶芸分野では４名が指定を受けており、

石黒宗麿は、富本憲吉、濱田庄司、荒川豊藏とともに

指定されました。石黒宗麿は、師を持たず、古陶磁を

研究し、独自の個性を磨いていきました。 

見込み 



２６． 

祥瑞写茶碗 

二代 宮川（眞葛）香山 

共箱 

大正 - 昭和 

径12.3cm 高さ7.5cm 

 

松竹梅と鳥の文様の他に、丸紋の中に「上」と「吉」

の文字が鮮やかな青色で描かれています。 

見込みの茶溜まりは釉薬が掛かっておらず、ロクロ目

が見えています。 

高台内に「眞葛香山製」の銘が有ります。 



２７． 

柿天目茶碗 

小山 冨士夫（古山子） 

共箱 

昭和 

径13.6cm 高さ7.6cm 

 

マットな茶色の柿天目釉が高台以外の全面に掛かって

落ち着いた雰囲気です。 

 

小山冨士夫は、陶芸家であり、中国陶磁器研究の大家

でもありました。古山子は陶芸家としての号です。 



２８． 

仁清写雉香合 

十六代 永楽 善五郎（永楽 即全） 

共箱 

鵬雲斎書付 

昭和 - 平成 

径19cm 高さ9.5cm 

 

石川県立美術館が所蔵している野々村仁清 雉子香炉

を永楽即全が写した作品です。 

赤、青、緑、金彩などを使い、美しく彩った豪華な香

合です。雉の表情や、尾の様子などが凛としておりま

す。羽の一枚一枚に金の縁取りがしてあります。 

香合としては大きめのサイズです。 





２９． 

乾山写雲錦鉢 

九代 白井 半七 

共箱 

淡々斎書付 

昭和 

径19cm×19cm 高さ10.5cm 

 

白井半七は、乾山写しを得意とし、本作も内外に桜と

紅葉の雲錦文様が描かれた乾山写しですが、形が少し

変わっています。 

高台内に半七の印が有ります。 

8代とともに9代半七は、料亭 吉兆と親交を深めてお

り、茶道具や会席の器など吉兆好の作品も残しまし

た。 



３０． 

瓢形釜 

古浄元（六代 大西 浄元） 

大西浄中極箱 

即中斎書付 

江戸時代 

 

見事な造形の瓢形の釜です。鐶付は栄螺です。 

釜の下部側面に割れ目が見えますが、釜を鋳造した際

にできたもので、漏れ等はございません。 

 

作者の浄元は、江戸時代中期の京都三条釜座の 

釜師で、大西家の六代目です。  

浄元は、のちに九代が浄元を名乗るため区別して 

「古浄元」と呼ばれます。  



３１． 

蒔絵四方銘々盆 20客組 

明治頃 

径20cm×20.5cm 高さ1.5cm 

 

20客すべて絵替わりの蒔絵が施された銘々盆です。 

様々な草花が繊細な蒔絵で描かれています。 





３２． 

木彫牡丹図饌盒 

玉楮 象谷 

共箱 

江戸 - 明治 

径15.4㎝ 高さ10㎝ 

 

牡丹に蝶が木彫りされ、朱色に着色されております。

牡丹の背景には青海波文様が細かく彫り込まれていま

す。 

牡丹の左下に「象谷」の銘が有ります。饌盒（せんご

う）は、食べ物を入れる蓋付きの容器のことです。 

象谷は、藩を代表する漆芸品として、将軍や大名への

進物に利用されるなど名声を博し、また象谷塗、讃岐

彫と呼ばれたその作品は、今日の香川漆器の源流とな

りました。 



３３． 

獅子蒔絵平棗 

 

径9.5cm 高さ6cm 

 

棗の蓋甲に獅子が戯れている様子が蒔絵されていま

す。蓋裏には牡丹に蝶が蒔絵されています。見込みは

梨地になっています。 

蓋甲 

蓋内 



３４． 

即中斎好 住吉絵菱水指 

四代 宮川（真葛）香斎 

共箱 

大正 - 昭和 

径20cm×18.5cm 高さ18cm 

 

住吉は大阪の住吉大社の事で、古来より霊地とみなさ

れており、源氏物語や住吉物語など、絵巻物や屏風絵

などに、好んで描かれてきた、四季を問わずめでたい

時に使われる優雅な模様です。 

鳥居、蓋の部分の太鼓橋などと、その周囲に松をあし

らわれています。 

表千家 即中斎家元の御好みで、「二十の内」という

箱書きが有ります。 





作家略歴（五十音順） 

石黒 宗麿 

1893（明治26）年‐1968（昭和43）年 

富山県生まれ。東京、埼玉、金沢と転

居しながら作陶を続け、昭和2年に京都

市東山区に居を移す。特定の師にはつ

かず、古陶磁を教材として製陶研究に

勤しんだ。その後、京都 八瀬に築窯し

た住居兼工房である「八瀬陶窯」で作

陶を始める。昭和30年、鉄釉陶器の技

法で人間国宝に認定。 

 

永楽 即全（十六代永楽善五郎） 

1917（大正6）年‐1998（平成10）年 

14代得全の甥15代正全の子。妙全の養

嗣子。三井家・三千家に出入りし数々

の名品を作る。茶道隆盛と共に現代の

名工の一人に数えられる。 

 

大田垣 蓮月 

1791（寛政3）年‐1875（明治8）年 

歌人、書家、陶芸家。京都出身。夫や

子供らに先立たれ、出家し、蓮月尼と

称した。自分の歌を彫り込んだ陶器 蓮

月焼で知られる。出家後、若き日の富

岡鉄斎を侍童として暮らす。自費で鴨

川に丸太町橋も架けるなど、慈善活動

に勤しんだ。 

 

古浄元（六代 大西 浄元）  

1689（元禄2）年 - 1762（宝暦12）年  

浄元は、江戸時代中期の京都三条釜座

の釜師。四代目浄頓の子。通称は清右

衛門、浄元と号する。のちに九代が浄

元を名乗るため区別して「古浄元」と

呼ばれる。表千家七代如心斎の好みに

応じ鶴首釜二十口や雷声釜をつくり、

西村家四代道爺の死後に千家出入とな

る。 

加藤 土師萌 

1900（明治33）年‐1968（昭和43）年 

愛 知 県 瀬 戸 生 ま れ。本 名 一（は じ

め）。陶芸図案家から作陶に進み、岐

阜県陶磁器試験場の技師となるかたわ

ら、帝展工芸部に入選を重ねて注目さ

れる。横浜市日吉に築窯して陶芸に専

念、戦後は日展や日本工芸会で活躍。

1961年、色絵磁器の人間国宝に認定。 

 

河井 寛次郎 

1890（明治23）年‐1966（昭和41）年 

島根県生まれ。東京高等工業学校窯業

科卒後、京都市陶磁器試験場に入所。

京都市五条坂に窯を築き作陶を行う。

東洋古陶磁の技法による作品を制作し

ていたが、民藝運動に関わり、実用を

意識した作品に取り組むようになる。

文化勲章、人間国宝、芸術院会員への

推薦を辞退。 

 

木村 斯光 

1895（明治28）年 - 1976（昭和51年） 

京都出身。京都市立絵画専門学校(現京

都市立芸大)卒。菊池契月に学ぶ。大正

10年、帝展で花魁を描いた「春宵」が

初入選。昭和4年、「牟礼の義経」で特

選。 

 

小山 冨士夫  

1900（明治33）年 - 1975（昭和50）年 

中国陶磁器研究の大家・陶芸家。号：

古山子。岡山県浅口郡玉島町（現・倉

敷市玉島）出身。晩年に、岐阜県土岐

市泉町に｢花の木窯｣を開き作陶。 

 

島岡 達三 

1919（大正8）年 - 2007（平成19）年 

東京の組紐屋の家に生まれる。浜田庄

司に学び、1953年、益子に窯を築く。

組紐を転がし、そこに化粧土をかける

縄文象嵌という独自の技法を生み出

す。1996年、重要無形文化財(人間国

宝)認定。 

 

9代 白井 半七 

1928（昭和3）年 - 1987（昭和62）年 

京都芸術大学卒業後、8代と同様に乾山

写を得意とし、その他にも、独自の作

風の茶陶も製している。昭和55年、兵

庫県三田市大原に移窯。8代と共に料亭

「吉兆」と親交を深めており、茶道具

や会席の器など「吉兆好」の作品をよ

く残した。 

 

芹澤 銈介 

1895（明治28）年 - 1984（昭和59）年 

静岡市生まれ。東京高等学校図案科卒

業後、生涯の師である柳宗悦と沖縄の

染物紅型に出会ったことにより型染め

を中心とした道に進む。1956年、人間

国宝に認定。 

 

15代 沈 寿官 

1959（昭和34）年 - 

14代の長男で本名は一輝。1983年に早

稲田大学を卒業、1988年にイタリア国

立美術陶芸学校を修了。1999年、14代

在世中に15代沈壽官を襲名。 

 

中里 重利 

1930（昭和5）年 - 2015（平成27）年 

佐賀県唐津市出身。父は12代中里太郎

右衛門（無庵）。兄は13代中里太郎右

衛門。 

 

 

濱田 庄司 

1894（明治27）年‐1978（昭和53）年 

神 奈 川 県生 ま れ。東京 高 等工 業 学 校

（現東京工業大学）窯業科に入学、板

谷波山に師事。同校を卒業後は、河井

寛次郎と共に京都市立陶芸試験場にて

主に釉薬の研究を行う。その後、イギ

リスに帰国するリーチに同行、共同し

てセント・アイヴスに築窯。帰国し、

沖縄 壺屋窯などで学び、その後、栃木

県益子で作陶開始。昭和30年、人間国

宝に認定。 

 

4代 宮川（真葛）香斎 

明治30（1897）年 - 昭和62（1987）年 

大正8年、兄の三代光誉香齋の病没し、

四代香齋を襲名。煎茶道具や食器雑器

などを制作する。さらに大徳寺、妙心

寺の御用達として、御遠忌の天目茶碗

を制作する。昭和4年、表千家半床庵久

田無適斎宗匠に入門し、茶道具の制作

に専念する。 

 

2代 宮川（真葛）香山 

1859（安政6）年 - 1940（昭和15）年 

横浜の陶芸家。本名半之助。帝室技芸

員の初代香山を助け優れた作品を残

す。大正5年、初代香山逝去後、正式に

2代香山を襲名する。帝展・各美術展に

出品した。板谷波山と並んで関東の美

術界に君臨した。 

 

5代 三浦 竹泉 

1934（ 昭和9 ）- 

京都 五条坂生まれ。父四代竹泉に師

事。昭和47年、五代竹泉を継承。染付y

や色絵をはじめ研修会得する。また、

大気汚染防止法令により使用が禁止さ

れた従来の登窯焼成に代るものとし

て、ガス・電気によるより効果的な焼

成法を開発し、成功。 


