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（平成29年12月末現在）
連盟 6,352名
協会 30,729名

謹 賀 新 年

本年も連盟活動にご支援お願い申し上げます

－朝日をあびた　竹田城跡－
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 ネットワークの構築を目指して

兵庫県看護連盟　　　　　　　
 会長　春江　ハル子　

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

兵庫県看護連盟会員の皆様におかれましては、ご健勝に新年を迎えられたことと存じます。

兵庫県看護連盟会長の任を拝受して 6ヶ月。7月には知事選挙、10 月には神戸市長選挙、そして突然

の解散のもと第 48 回衆議院議員選挙が実施され、選挙に追われた半年間でした。しかし、看護連盟が支

援した県下の衆議院の先生方全員の当選と、看護職代表議員である「あべ俊子衆議院議員・5期目」「木

村弥生衆議院議員・2期目」を国政の場に送り出すことができたことは大きな成果でした。これらはひと

えに会員一人ひとりの熱意と組織としての力の結集の賜物であったと、深く感謝しお礼申しあげます。

現在、兵庫県看護連盟は平成 29 年度事業計画・看護協会との共同事業等、会員皆様のご支援・ご協力

をいただき、順調に展開・実施しております。

「平成 30 年度予算編成に関する最重点要望」を 7月 12 日に看護協会から受理し、当日看護連盟会長名

で自由民主党兵庫県支部連合会を通し国・県：神戸市に提出いたしました。9月12日には兵庫県議会議員「看

護を支援する議員の会」の先生方と看護協会・看護連盟で要望書を踏まえての意見交換を実施し、一層の

ご理解とご支援をお願いいたしました。また、12 月 8日には知事に「医療介護推進基金に基づく予算編

成への要望書」を看護協会会長・看護学校協議会会長・看護連盟会長とともに直接手渡すことができました。

「石田まさひろ参議院議員」が組織内候補予定者として、平成 29 年日本看護連盟通常総会において決

定いたしました。「石田まさひろを応援する会」の会長には、清水嘉与子日本訪問看護財団理事長が就任

され、後援会活動を展開しております。今年から、新しいステージへと展開の輪を広げてまいりますが、

後援会活動で重要なことは、会員一人ひとりが自律し、自身の意志で同じ「志」を持つ仲間を増やしてい

くことです。日ごろのコミュニケーションをベースとし、石田まさひろ議員の政策や国会議員として担っ

てきた主な役職や活動、そして、石田まさひろ参議院議員が何よりも大切にしている「現場からの声」を

通して、国民一人ひとりの声として把握し、課題解決に向け積極的に取り組んでいることを伝え、広めて

いくことが重要です。

「石田まさひろ参議院議員」について、理解を得、支援の輪を広げていくためには、会員一人ひとりが

職場や地域の中で深い絆のネットワークを構築し、活動の展開と前進できる兵庫県看護連盟でありたいと

願っております。

皆様の一層のご理解とご支援のもと、後援会活動を力強くしなやかに展開してまいりましょう !!

新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶新春のご挨拶



第59号 3

　　　「力強い看護連盟」を目指して 
 日本看護連盟　会長　草間　朋子
　新春のお慶び申し上げます。

　会員のみなさまは、それぞれの抱負を胸に、新たな年を迎えられたことと思います。

　看護連盟は、今年も、看護現場が抱える課題を看護政策として確実に実現し、会員のみなさま

が「看護連盟があってよかった」と組織の存在を実感できる組織作り、活動を、みなさまとともに目指していきたい

と思います。

　昨年の看護連盟の重点目標は、「組織力を強化する」ことでした。去る 10月に行われました衆議院選は、連盟にとっ

ても大変厳しい選挙でしたが、あべ俊子先生、木村やよい先生を再び国政の場に送ることができ、看護連盟の底力を

社会にアピールすることができましたことは看護連盟にとって大きな収穫であったと感謝申し上げます。

日本看護連盟は、石田まさひろ先生を次の参議院選の組織内候補予定者としてすでに決定し、清水嘉与子顧問を会長

に「石田まさひろを応援する会」を立ち上げ活動を開始しております。会員のみなさまには、看護職の国会議員を選

出することの意味をしっかりご理解いただき、「ベッドサイドから政治を変える」のスローガンの下、プライドをもっ

て明るく、元気で働き続けられる環境づくりを目指して、一歩一歩、確実に歩んでまいりましょう。看護政策の実現

は、4人の国会議員の先生の協力を得ながら、私たち看護職の手、力で自律して行わなければなりません。看護連盟

の活動の成果は、会員のみなさま一人ひとりの努力の積み重ねの結果です。

　今年も、くれぐれもよろしくお願いいたします。

　　　改革の時、看護政策の実現に向けて
 公益社団法人　兵庫県看護協会　会長　中野　則子
　謹んで新春のお慶びを申し上げます。

　兵庫県看護協会は皆様のご支援のお陰で、昨年 60周年を迎えました。今後も今までの活動を

さらに充実・発展させ、地域ニーズに対応できる看護提供体制づくりと地域包括ケアの推進に取

り組んでまいります。

　兵庫県では、平成 30年度からの兵庫県保健医療計画が地域医療構想の着実な推進を図るため「医療と介護の一体

化・連携」「医療・介護人材の総合的確保」「医療体制の確立」の基本方針の基に改定され、兵庫県老人福祉計画（第

7期介護保険事業支援計画）では地域包括ケアシステムの深化・推進を目指し介護サービスの充実強化、医療と介護

の連携の推進、認知症施策の推進、高齢者が地域で自分らしく暮らすための仕組みづくり等施策が強化されています。

　このような状況の中、昨年 12月には兵庫県看護連盟会長と一緒に、平成 30年度兵庫県予算編成に対する最重点

要望書を兵庫県知事に直接手渡しました。兵庫県看護学校協議会と連名で① 2025年に向けた看護職員確保・定着対

策の推進　②看護師等養成強化　③在宅療養・施設看護の質の確保　④地域包括ケアシステムの推進の 4項目につ

いて要望いたしました。

　今年も県民の「いのち・暮らし・尊厳をまもり支える看護」の実現に向けて活動を強化してまいりますのでご支援、

ご協力をよろしくお願いいたします。
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参議院議員　石田　まさひろ

　　兵庫県看護連盟のみなさま、

あけましておめでとうございま

す。平成 30年が、すばらしき一

年となりますよう心からお祈り申

し上げます。

　昨年は、日本看護連盟の総会に

おいて、組織内候補予定者としてご承認いただきました。

みなさまからお寄せいただく「現場の声」は、私の活動

の礎です。国政で白熱した議論が飛び交う中、現場にお

ける課題改善のため説得力のある発言を行うには必要不

可欠です。今年も兵庫県をご訪問させていただきますの

で、ぜひ、お力添えを賜りますようお願い申し上げま

す。そして、看護職のみなさまが「今日も良い看護がで

きた！」と実感できるよう、共に手を携え活動してまい

りますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。看

護を取り巻く課題改善のため、看護職の代表として精一

杯力を尽くしてまいります。

　そして、9月には、参議院において厚生労働委員会筆

頭理事を拝命いたしました。厚生労働委員会は、運営が

最も難しい委員会の一つとも言われておりますが、その

ような中、他の会派と調整を行う緊張感の高い役割も務

めさせていただくことになりました。鋭意力を尽くして

まいります。

　また、本年改定される診療報酬・介護報酬は、改定に

向けての具体的な議論が大詰めを迎えています。効率的・

効果的で質の高い医療提供体制の構築に向けての議論が

進められていますが、その中心を担う看護職が、納得で

きるケアを提供できるよう力を注いでまいります。

参議院議員　たかがい　恵美子

　兵庫県看護連盟の皆様におかれ

ましては、ますますご清祥のこと

と存じます。

　年頭にあたり、謹んで初春のお

慶びを申し上げます。

　さて昨秋の衆議院総選挙では、

一致結束の大勝利を収め、新たな希望の拡がりを共有す

ることができました。看護職はいのちの現場の守り手と

して、次代に相応しい社会保障制度体系づくりを牽引す

る大切な存在。その一人ひとりの真心に感謝し、看護職

の誇りと気概を胸に、これからも果敢に挑戦を続けたい

ものです。

　私こと、参議院では文教科学委員長に指名され、教育、

文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査にあた

ることとなり、また党政務調査会においても新たに文部

科学部会副部会長を拝命しました。厚生労働部会につい

ても引き続き、副部会長の任にあたります。働き方改革

を始め幅広い厚生労働分野の諸課題と真摯に向き合い、

これからも、その解決のため堅実に職責を果たして参り

ます。

　皆々様の温かいお支えに改めて心から感謝を申し上

げ、また皆様にとりまして健やかな笑顔あふれるよき年

となりますことを、重ねてご祈念申し上げます。

9月24日　石田議員に「現場の声を届ける会」で看護学校協議会
の教員と交流

10月16日　谷  公一衆議院議員（兵庫5区）6選の勝利に向けた応援
のため訪問
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衆議院議員　あべ　俊子

　　謹んで新春のお慶びを申し上

げます。

　兵庫県看護連盟の皆様には日頃

より温かいご支援を賜り、心より

感謝申し上げます。

　昨年は全国の看護連盟の皆様の

多大なるお力添えのおかげさま

で、5期目の国政へ送り出していただくことができまし

た。本当にありがとうございました。

　改選後は、財務金融委員会（理事）、予算委員会、地

方創生に関する特別委員会の委員を拝命するとともに、

自民党副幹事長としてもその任に就かせていただいてお

ります。今年は人づくり革命、生産性革命の旗印のもと、

女性活躍推進や農林水産振興など地方活性化のための取

り組み、教育再生や働き方改革をはじめとした政策に引

き続き注力してまいります。

　これからますます本格的となる超高齢社会を支えるた

めには、看護職の皆様の大きな力が必要です。今年は診

療報酬・介護報酬のダブル改定を控えており、現場にも

さまざまなかたちでの影響が及ぶと思われます。看護職

の活躍の場も年々多様に拡がっておりますので、それら

現場の声をお聞かせいただき、看護職の皆さんお一人お

一人が働きやすく、やりがいをもって看護できるよう

しっかりと国政で声をあげてまいります。看護がさらに

より良く発展していくためのお役に立てるよう、引き続

き全力で取り組んでまいりますので、本年もご指導を賜

りますようどうぞよろしくお願いいたします。

衆議院議員　木村　やよい

　謹んで新年のご挨拶を申し上げ

ます。

　昨秋の衆議院議員選挙では、温

かいご支援を賜り、ありがとうご

ざいました。看護連盟の皆さまの

力強いお力添えあって、再び議員

バッジをお預かりさせていただく

ことになりました。皆様への感謝の念は尽きません。

　これからも「誰もがより健康で活躍できる社会」を目

指し、看護の代表の一人として、看護と政治をつなぐ役

割を果たしてまいります。

　私はこれまで、4人目の看護職議員として、看護の視

点を軸にさまざまな法案に関わってまいりました。特別

養子縁組のあっせんに関する法案では、議員立法が作成

され、成立していく過程を勉強させていただき、障がい

者総合支援法の改正では、医療的ケア児とご家族を教育・

医療・福祉が連携しながら支援していく体制の構築に力

を注ぎました。また、昨年 3月より待機児童問題等対

策特命チームの座長を務め、現在も引き続き対策を検討

しております。今後は各地域での教育・医療・福祉の連

携した体制の構築にも力を注ぎたいと思っております。

　これからも、現場の最前線でいただいたご意見やご要

望を政策に反映し、政治家として、光の当たらぬところ

にあたたかな光を当てていく政治を忘れずに、女性の視

点、母親の視点、看護の視点を生かし、ご期待と信頼に

応えてまいります。京都はもとより近畿地区、そして全

国の看護職の皆さまへのご恩返しをしてまいります。

　本年も引き続き、ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろし

くお願い申し上げます。
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テーマ

テーマ

日　時

日　時

日　時

会　場

会　場

参加者

会　場

参加者講　師

講　師

「診療報酬・介護報酬改定に伴う研修会」

「認知症でも最期まで楽しく暮らせる地域づくりと
 ＶＲで認知症の模擬体験をしよう！！」

一般会員研修

ＯＢ交流会

平成29年11月23日（木）　17：00～19：00

平成29年12月2日（土）　10：00～12：30

平成29年12月2日（土）　13：00～14：45

ホテル北野プラザ六甲荘

ホテル北野プラザ六甲荘
157名

ホテルクラウンパレス神戸
218名石田まさひろ　参議院議員

サービス付高齢者住宅　銀木犀　
株式会社シルバーウッド
　　黒田麻衣子 氏・本間佑介 氏

   研修報告

ＶＲ体験を通して認知症の方の世界（視界）がわか
り看護・介護に役立つ研修でした。看護学生にも是
非体験していただきたいと思いました。

木村やよい衆議院議員もかけつ
けて頂き、各支部から工夫をこ
らしたアトラクションも出さ
れ、楽しく盛り上がりました。

感
想

感
想
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平成 29年度

支 部 の 活 動

　阪神南支部　阪神南支部　阪神南支部　阪神南支部　阪神南支部　阪神南支部　阪神南支部　阪神南支部　阪神南支部　阪神南支部　阪神南支部　阪神南支部　阪神南支部

　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部　神戸西部支部・東播支部

北播支部北播支部
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「近畿ブロックポリナビワークショップ in兵庫」開催決定！！
　　　　 場 所 　ANAクラウンプラザホテル神戸
　　　　 日 時 　平成 30年 9月 30日（日）

兵庫県看護連盟青年部（ポリナビHyogo）からのお知らせ

「模擬選挙を体験しよう」（仮）
　近畿地区、各府県の青年部委員

長が立候補 !!

あなたは誰に投票しますか !!

●来年、平成 30年度の近畿ブロックポリナビワークショップは兵庫県で開催することになりま
した。
●参加者数は 1,000 人が目標です！
●テーマは何にするか、どんな企画にするか、講師にはどの方にお願いするか、参加される方に
楽しんで参加していただけるよう、実行委員会では今から企画で盛り上がっています。

メ ッ セ ー ジ
ポリナビとは、“Politic Navigators Network” の略で、政治や政策の学びを通して自分たちにできるこ
とを考え、実行することで、日本の看護・医療がより良いものとなることを目指す、兵庫県看護連盟の若
手会員を中心とした集まりです。
月に一度、委員会を開催し、研修の企画などの話し合い、看護や医療に関連した勉強会を開催しています。
その他にも、兵庫県看護協会主催の新入会員研修や、兵庫県看護連盟の各支部の基礎研修の講師をしてい
ます。
自施設以外の看護師と関わるネットワークにもなります！
そして、私たちポリナビHyogo では、来年度の近畿ブロックポリナビワークショップ開催に向け、実行
委員を募集しています。
性別不問！年齢制限なし！気持ちが若ければポリナビのメンバーになることができます！
研修会って参加するものだと思っていませんか？ポリナビに参加すると、企画から当日の運営まで、日頃
できない経験ができます。この大きな研修会を一緒につくりあげていきましょう！
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第6回兵庫県ポリナビワークショップ
「兵庫の中心で看護を叫ぶ」
　講師に石田昌宏参議院議員をお招きし、これからの看護界や医療動向ついての講演をしていただき
ました。人工知能（AI）や ICT の導入のことなど、医療界にどんな動きが起こる可能性があるのか、
とても興味深い内容でした。グループワークでは現場の叫びを話し合い、石田昌宏参議院議員に伝え
ました。是非今後の政策に反映していただきたいと思います。

第3回中堅看護職研修会

「人間関係 “神対応 ”入門」
　この度の中堅看護職研修会では、講師に精
神看護認定看護師である山田顕子氏（神戸市
立西神戸医療センター）をお招きし、人間関
係についての研修会を開催しました。上司や
後輩とのかかわりの中で、対応の難しい人に
どう対応すればよいのか、学ぶことができま
した。グループワークでは、実際に日頃悩ん
でるケースをピックアップし、講義の中から
どう対応するか話し合い、発表しました。また、
それでも対応が難しいケースについては、個
別相談にも乗ってくださいました。

第11回全国ポリナビワーク
ショップ in大阪

「看護協会・看護連盟の連携で
看護政策の実現をする

 ～現場からの叫び～」
　今年度の全国ポリナビは大阪で開催されま
した。現場からの声を伝える目的で、救急部
門、急性期、慢性期、在宅医療、認定看護師、
教育部門の 6部門からの現状と問題点につい
てのシンポジウムを行いました。兵庫県から
は姫路メディカルシミュレーションセンター
（姫路聖マリア病院）の松村直氏から教育部門
についてお話しいただきました。懇親会では
石田昌宏参議院議員、他の都道府県連盟会員・
役員との交流を行いました。和気あいあいと
楽しい研修会でした。

兵庫県看護連盟青年部（ポリナビHyogo）活動報告

H29年9月24日（土）

H29年12月9日（土）

H29年11月25日（土）



第59号12

連 盟 か ら の お 知 ら せ

　新年あけましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては、新たな気持ちで看護に向かわれてい
る事と思います。
　今年もどうぞよろしくお願いいたします。 （桐月・山浦・岡山）

編集後記

  今後の予定
日　時 日　時

内　容 内　容

場　所
場　所

平成30年2月11日（日） 平成30年6月30日（土）13：00～
10：00～　診療報酬・介護報酬研修会 平成30年度兵庫県看護連盟通常総会
13：30～　男性看護職研修会
ホテルクラウンパレス神戸

ANAクラウンプラザホテル神戸

入会のご案内
あなたの入会があなたの問題を解決します。
ーベッドサイドから政治を変えよう！ー

2018年（平成30年）度の入会・継続手続きが2017年11月中旬から始まりました！
（入会会員期間：2018年４月１日～2019年３月31日）

会員証は、日本看護連盟の手続きが完了次第、４月から随時発送致します
～お手続きはお早めに！皆様の入会をお待ちしています～

入会は随時受付けております。入会のお申込み・お問い合わせは、兵庫県看護連盟までお気軽にお問い合わせ下さい。

連
盟
会
員

■正会員
•公益社団法人兵庫県看護協会会員の方
　会費　8,000円（年間）
（本部会費 5,000円　県会費 3,000円）

■特別会員
• 正会員であった方で、就業せず、兵庫県看護連
盟への加入の継続を希望する方、OBの方や県
看護協会会員でない方
　会費　8,000円（年間）
（本部会費 5,000円　県会費 3,000円）

賛
助
会
員

■家族、知人等の一般の方
• 当連盟の趣旨に賛同頂ける方であればどなた
でも入会して頂けます。ご家族、ご友人等にも
広くお呼びかけ下さい。
　会費　500円（年間）

学
生
会
員

看護師又は准看護師の資格を得るために就学
している看護学生で、当連盟の主旨に賛同い
ただける方を対象としています。
ご入会いただきました学生会員の方には、
日本看護連盟の広報誌や、メールマガジンを
お届けいたします。

　会費　無　料 学生会員
募集中！


