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都市とモダニズム 
―― 大阪と阪神間を中心に―― 

 

三上 雅子 

大阪市立大学大学院文学研究科表現文化学教室 

 

 

 それ（アールデコ）はフラッパーガールのスタイルであり、工場、豪華客

船、摩天楼、ハリウッドの夢の世界、ハーレム、ルネッサンスの現実世界

であった。アールデコは美術・装飾芸術からファッション、映画、写真、

交通手段そして工業デザインに至るまであらゆる形式のデザインに影響

を及ぼした。 

 それはモダ―ンでありいたるところに存在した。 

 それは伝統に基づきながら、しかし同時に機械化された近代世界を褒め称

えた。しばしば非常にナショナリスティックでありながら、ニューヨーク

から上海まで野火の如くに世界中に広まった｡1 

 

 20 世紀初頭に出現したアールデコはモダーンの夢を意匠化したがゆえに、

瞬く間に世界を席捲していった。日本の都市もその例外ではなく、世界を覆

ったこのモダニズムの波の中で新たな装い・意匠を纏い始める。1910 年代

から 30 年代、大正から昭和初期にかけて、東京・大阪などの日本の都市は

急激な変貌を遂げた。日本の都市論の先駆者の一人である奥井復太郎によれ

                                                 
1  ヴィクトリア＆アルバート美術館 2003 年開催「アールデコ 1910－1939」展パ

ンフレット。 



 22

ば、大正という時代は日本の都市生活史上特筆すべき時代であった。江戸時

代から引き続き明治に至ってもなお都市生活・文化の性格を規定していた自

営業者層(商人・職人)に代わって、雇用者層つまりサラリーマン・官吏に代

表される新中間層が都市の主役として台頭してくるのである。そしてこの新

中間層の出現・テクノロジーの発達などの社会の変化は、大衆文化を発展さ

せ百貨店に代表される大量消費を生み出し、新たな生活・娯楽の形を生み出

した。モダニズムと総称されるべき世界共通の相貌を日本の都市も持ち始め

るのである。 

 東京では、銀座の街並みや新興歓楽街浅草が、また近代の娯楽空間として

誕生した帝劇や浅草オペラが、モダン都市東京というイメージを形成してい

った。では大阪とその周辺地が、そうした社会状況の変化の中で「近代都市」

として東京と同様に変貌していったこの時期に、どのような都市文化・都市

生活のイメージを提示しようとしたのか、そのイメージをフィクションと呼

ぶとするなら、どのようなフィクションを或いは夢を提供しようとしたかを

大衆娯楽に着目して述べてみたい。 

 1903（明治 36）年大阪で開かれた第５回内国勧業博覧会は、未だ江戸時

代の残滓を引き摺っていた大阪の街に、来るべき近代世界を突如出現させた

催しとして長く人々の記憶に留められている。参考館、工業館などの施設が

近代文明・科学技術の成果によって来場者を驚嘆させ、それらを取り巻く外

国館は、先進諸国の風物を娯楽・観覧の対象とすることによって、欧米列強

と肩を並べるべき近代国家日本という未来像を提示した。さらに飲食店街や

ウォーターシュートに代表されるアミューズメント施設、空に高くそびえる

大林高塔、夜間にはイルミネーションに照らし出される会場などこの博覧会

は当時の大阪人にとって、異世界への旅であり、近代という抽象的概念を感
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覚を通じて人々に体感させるものであった｡2 

 そして博覧会終了後その跡地につくられた天王寺公園に隣接して、1909

（明冶 42）年「近代都市大阪」の表象とも言える娯楽施設「新世界」が誕

生する。「新世界」は、博覧会という限定された期間の夢を恒久の物とすべ

く構想されたと言ってよいだろう。北側にはパリをモデルとする街並みがつ

くられ、南側にはニューヨーク近郊のコニーアイランド遊園地を写した「ル

ナパーク」が建設された｡3 しかし新世界をもっともよく象徴するのは、浅

草の凌雲閣を凌ぐべく 1912（明治 45）年に建設された高さ約 75ｍの通天

閣であろう。エッフェル塔をモデルとしタワーの台座は凱旋門を模しており、

夜にはイルミネーションが点灯され後にはネオンサインによる広告も取り

付けられた。通天閣とルナパーク内のホワイトタワーとの間にはロープウェ

ーが設置される。さらにその周辺には芝居小屋や飲食店街、また当時最新の

娯楽であった活動写真館も姿を見せていた。 

 「新世界」という名称が直截に物語るように、ここは「輝かしき新時代の

夢」を味わうための、いわば仮想現実を体験するための空間であった。パリ

とニューヨークという欧米を代表する都市を模した街並みは、未だ現実の大

阪には存在しない異国の近代都市を逍遥するかのごとき歓びを人々に与え

た。そもそも「ルナパーク」という名称は、1903 年コニーアイランドに建

設された、世界初の電気照明によるイルミネーション設備を備えた遊園地の

名前であった。夜の闇をも欺く近代の光・人工の月とも言うべきイルミネー

ションによって照らしだされた遊園地は、これまで劇場の中にのみ存在した

人工の光による虚構空間を屋外にも出現させた。夜景を楽しむという新たな

                                                 
2 以下の博覧会の記述は『大阪人 特集 博覧会シティと新世界』第 57 巻 11 月号、

財団法人大阪都市協会、平成 15 年 11 月 1 日発行等を参照。 
3 以下の「新世界」についての記述は 橋爪紳也 『大阪モダン―通天閣と新世界

―』、NTT 出版、1996 年等を参照。 
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娯楽が誕生したのである。「新世界」が作り出した新たな視覚の喜びとして、

夜景以外にいま一つ高所から見下ろす眺めが挙げられよう。ロープウェーや

通天閣からの眺望は、「高層から見下ろす景観」という新たなる美・娯楽を

大阪の人々に発見させた。 

 「新世界」が都市大阪の市民に提供した夢・フィクションは、異国と近代

文明への憧れ・好奇心を刺激することによって成り立っていた。場内の様々

なアトラクションは異国の風物の展示にとどまらず、「戦場への旅」「氷山

への旅」「エジプト砂漠への旅」など異世界への旅に人々を誘った。「５銭払

えば夢の国」というキャッチフレーズが、この歓楽街の特質を何より端的に

物語っている。幅広い階層に開かれた大衆文化の場というメッセージ、健全

娯楽を標榜し、旧来の歓楽街に付き物であったお茶屋等を排除した業種構成、

電気に代表される新時代のテクノロジー、外来文化の大胆にして自由な切り

取り・模倣によりデザインされた街並みと通天閣、さらに「氷山への旅」「エ

ジプト砂漠への旅」等のアトラクションに見られる「未知の世界･外国に対

する概念的親近感と、現実的距離の遠さという相反するイメージの共存」、

これらはこの時期の都市大阪が提案した近代都市像、提示しようとしたフィ

クション・夢の本質をよく象徴している。 

 江戸川乱歩はモダン都市を舞台とした都市小説とも読みうる『黒蜥蜴』に

おいて、銀座の夜の賑わいを巻頭で描きつつ、新世界と通天閣を物語のクラ

イマックスの舞台として選び出し、その繁栄を活写している。 

 

  T 公園といえば、その地域の広さ、日々呑吐する群集のおびただしさで

は、大阪随一の大遊楽境であった。立ち並ぶ劇場、映画館、飲食店、織る

がごとき雑踏、露店商人の叫び声、電蓄の騒音、子供の泣き声、数万の靴

と下駄とのかなでる交響楽、蹴立てる砂ぼこり。そのまん中に、パリのエ



 25

ッフェル塔を模した通天閣の鉄骨が、大大阪を見おろして、雲にそびえて

いるのだ。〔…〕エレベーターの上昇とともに、大阪の街がグングン下の

方へ沈んで行く。冬の太陽はもう地平線に近く、屋根という屋根の片側は

黒い影になって、美しい碁盤模様をえがいていた｡4 

 

 しかし、乱歩の筆が描き出した昭和初期の新世界にはもはやルナパークは

存在していなかった。景気の後退などにより早くも集客力の衰えを見た「新

世界」は、1914(大正 3)年に園内の改装に着手する。異国風の街並みには和

風の要素が加味され、門衛は開園当初のインド人から日本人の少女に替えら

れた。さらに開園時には認められていなかった、芸妓や仲居のいる貸座敷も

開業を許可され、大正 5 年には飛田遊郭が誕生、これとほぼ時を同じくして

様々なアトラクションも廃止された。 

 乱歩が描いた新世界の賑わいは皮肉なことに、「新世界」がその新しさを、

虚構の近代世界の展示という性格を放棄し、旧来の歓楽街に歩み寄ることに

よって手にしたものであったのだ。芝居小屋、飲食店、芸妓を置く茶屋、カ

フェーなどを中心に殷賑を極めた「新世界」は、江戸時代以来の盛り場と同

質の空間となっていく。膨張し続ける大阪の中に存在した「新世界」は、周

囲の現実の都市との境界を持たなかったがゆえに、限りなく現実に、既製の

娯楽街に侵食されていき、都市のフィクションたる特性を喪失していくので

ある。 

 「新世界」よりさらに鮮明に「近代都市を基盤とする大衆娯楽」というメ

ッセージを打ち出したのが、1914（大正 3）年に宝塚で開かれた婚礼博覧会

の余興として誕生した、宝塚少女歌劇（後の宝塚歌劇）である。宝塚新温泉

                                                 
4 江戸川乱歩『黒蜥蜴』、角川文庫、昭和 48 年、109 頁。 
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内の屋内プールを改装した「パラダイス劇場」で少女たちによって演じられ

た歌劇『ドンブラコ』は『桃太郎』の歌劇化であり、西洋音楽によって旧来

の歌舞伎を改良し新時代に適した音楽劇を創造するという、小林一三の試み

の第一歩である。 

 新時代にふさわしい「国民劇」をめぐる論議は、近代国家日本を模索する

この時代の大きな文化的関心事であった。いわゆる「旧劇」と新たな外来文

化との関係、興行制度の近代化、民衆娯楽のありようをめぐって様々な言説

が交差していた。小林は、帝劇オペラに代表される「外来文化」そのままの

移入は一部エリート層のための娯楽にすぎないと論じ、「旧劇」と西洋音楽

を結び付けるという、いわば和洋折衷主義と、大劇場主義によって新たな民

衆娯楽を打ちたてようとした。思想家ではなく経営者である小林の論は必ず

しも一貫したものではないが、「民衆・大衆・國民」という語は彼が論陣を

張る時のキーワードであり続けた。 

 

 然しながら我國民劇は、しかく、砂上の櫻閣ではない。國民の力によって

培はれて成育して来たものは、國民の力によって変化すべきものである。

〔…〕私はこの点において、幾多の反対論者があるにかかわらず、獨断的

に、歌舞伎劇の歌劇化も、又、変化の一案なりと主張したいのである｡5 

 

要するに西洋音樂並びにダンスや唱歌の勢力が歌舞伎劇に加はって現在保

有する歌舞伎劇のいろいろの長所と、うまく調和して出来上るものが私の

所謂大劇場向きの芝居で國民劇と言ひうるものだと信じている｡6 

 

                                                 
5 渡辺裕『宝塚歌劇の変容と日本近代』、新書館、1999 年、24 頁。 
6 渡辺裕 前掲書、27 頁。 
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此のまま進んでゆくものとせば、西洋音樂なるものは、日本國民の音樂と

ならずして、智識階級や又は特権階級の高尚な藝術品として深く一局部に

限定されたる音樂、それは西洋そのままの移植されたる外國音樂として好

愛さるるに過ないかも知れまいと思ひます｡7 

 

だが、小林のいう「民衆」には、ある特異な規定がある。そしてこの規定に

こそ、彼が提示した近代都市文化のイメージ・近代都市生活のフィクション

の根幹が存在するのである。 

 当時箕面有馬電気軌道会社の経営に携わっていた小林が、集客施設として

考案したのが宝塚少女歌劇だというのは今日もはやあまりにも有名な事実

ではある。当時鉄道は当初の計画であった有馬まで開通することが出来ず、

終着駅にある宝塚温泉も集客に行き詰まっていた。しかし宝塚少女歌劇は単

なる集客施設にはとどまらず、一種のユートピア構想に裏打ちされた文化装

置でもあった。 

 小林は当時鉄道路線の周辺に郊外型高級住宅を建設していた。居住者とし

て想定されたのは「郊外に居住し、日日大阪に出て、終日の勤務に脳漿を絞

り、疲労したる身をその家庭に慰安せんとせらるる諸君」8、肉体的疲労で

はなく頭脳労働により疲労するホワイトカラー、つまりいわゆる新中間層で

ある。煤塵に汚れたる都市の郊外に広がる慰安の地として、小林の住宅地は

イメージされていた。学校病院などの施設の充実を謳い、電化・電話完備を

売り物とする洋風住宅はしかし、完全な西洋式住居ではなく日本間をも備え、

日本初のローン制度の導入により勤労者層にも購入できうるものであった。

和洋折衷、大衆に開かれた文化的快適さ、これらはまさに宝塚少女歌劇の特

                                                 
7 渡辺裕 前掲書、33 頁。 
8 川崎賢子『宝塚 消費社会のスペクタル』、講談社選書メチエ 147、1998 年,67 頁。 
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質でもある。さらに彼は自己の建設した住宅地の住民である都市勤労者の新

中間層にふさわしい新たな生活様式・娯楽を提供しようとした。鉄道 PR 誌

『山容水態』では当時珍しかったスポーツ観戦・ハイキングなどが、近代人

にふさわしい娯楽として度々紹介される。  

 しかし和洋折衷主義、新しい生活様式の提案、都市新中間層を顧客とする

構想自体は、小林の独創ではない。小林が宝塚少女歌劇の手本としたとされ

る三越少年音楽隊は、言うまでもなく三越百貨店の文化事業の一環であるが、

三越百貨店の事業構想には小林と同種の発想が見られる。 

 

 日本の百貨店は、欧米の百貨店にはほとんど見られない、家族連れの客が

訪れることを期待し、彼らが楽しく過ごすことのできる場を意識的・積極

的につくってきたのである。 そしてその家族連れの家族としてイメージ

されていたものが、生活水準では中よりやや高い、あるいはその生活に憧

れをもっていた人々であったらしいことは食堂の例でも窺うことができ

た。9 

 

 日本において百貨店が、新しい時代を担うべき人々の家庭生活に積極的に

関わる方針をもって、人々の近代的生活を演出してきたことは認めてよい

だろう。〔…〕積極的に欧米の生活スタイルを取り入れながらも、日本百

貨店が演出しようとしていた近代的な家庭生活は、純西洋化を目指すので

はなく、伝統的なものを残した生活スタイルであったといえよう｡10 

 

 三越が想定した顧客層の中心は、古い江戸との繋がりの少ない山の手の住

                                                 
9 初田享『百貨店の誕生』、ちくま学芸文庫、1999 年、172 頁。 
10 初田享 前掲書、194 頁。 
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民であり、その多くは官吏・学者・銀行員などの俸給生活者、すなわち「新

中間層」であった。三越が先鞭をつけ小林が継承・発展させた経営戦略は、

近代社会へと変貌する日本の消費産業が必然的に辿る道でもあった。 

 しかし百貨店経営ではなく鉄道会社重役であった小林の構想の独創性は、

郊外という都市とは隔たった場所に新中間層のための居住空間を作り上げ、

そこに近代世界のユートピアを想定したことにあった。近代ヨーロッパにお

いて始まった、生産者集団でもある「大家族」から血縁家族だけによる「小

家庭」へという家族形態の変化、言い換えれば自営業者から雇用者層に都市

文化の担い手が移っていく過程は同時に、職と住が分離し通勤という移動形

態が生まれてくる過程でもある。ここにおいて、労働・生産の場は家庭とは

完全に切り離され、家庭には都市の喧騒・汚濁を離れた聖なる慰安の場とい

う役割が与えられ、家庭にいる妻子は生産に携わるのではなく、消費をもっ

ぱらとする生活をおくることとなっていく。谷崎潤一郎の『細雪』などは、

この変化の有り様を背景とした小説としても読み解かれえよう。船場の商家

蒔岡家の娘たちが大阪の家を離れ、次女は阪神間にさらに長女は東京へと移

住していくのだが、その蒔岡家の夫たちは銀行員・会計事務所員であり、日

本の伝統を愛しつつ外国文化にも親しんでいる彼らの生活様式は、もはや船

場の商人ではなく典型的な都市の新中間層のものである。小林が郊外ユート

ピア構想の中核として意図した宝塚少女歌劇の観客とは、まさにそうした近

代家庭の人々でこそあったのだ。 

 「是等若き音楽家達は何れも良家の児の音楽好」11と宝塚歌劇の少女たち

は紹介された。当時台頭してきた女優という職業には、旧来の日本の遊芸に

携わる女性に対する侮蔑的な視線がいまだ消えずに付き纏っていた。小林は

                                                 
11 川崎賢子 前掲書、19 頁。 
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これに対抗するものとして、「バイオリンを持つ女学生」に象徴される「近

代的な西洋音楽の教育を受けた良家の子女」というイメージを打ち出した。

（宝塚歌劇団は今日に至るまで、劇団である前にまず学校であり、全員宝塚

音楽学校の卒業生よりなる歌劇団所属者は、女優とは称さずしばしば生徒と

呼ばれる。）近代家庭の子女によって演じられる大衆娯楽、和洋折衷の音楽

劇、これが都市で働き郊外住宅地に居住し新時代の教育を受けた新中間層の

ための、「朗らかに、清く正しく美しい」「高尚な娯楽本位に基づく」新たな

「國民劇」として小林が提示したものであった。それは旧来の遊芸とは異な

り、近代家庭の人々がうち揃って見られる演劇であらねばならなかった。 

  

 大阪神戸並に阪神間地方における人口の増加と共に、此大都会の家庭に侭

て我寶塚以外に、一家團欒家族内連れて安心して見られる藝術境が他にあ

りませうか12 

 

 朗らかに清く正しく美しく，我等の宝塚こそ大衆芸術の陣営、家庭共楽の

殿堂13 

 

 家庭の男女老幼膝を交へて観覧しても、聊かも他の演芸の如く顔を嚇らむ

るが如き場合なき14 

 

繰り返し「大衆芸術」「家庭娯楽」のメッセージが発せられる。「新世界」が

繁栄と引き換えに放棄した「家族のための健全娯楽」という標語を、宝塚少

                                                 
12 渡辺裕 前掲書、46 頁。 
13 川崎賢子 前掲書、78 頁。 
14 大笹吉雄『日本現代演劇史 大正・昭和初期篇』、白水社、1986 年、105 頁。 
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女歌劇は自らの存在証明とするのである。近代都市の夢の表象という共通の

基盤を持ちながら、「新世界」のように都市の中心ではなく適度な距離に隔

てられた郊外ユートピアに都市住民のための文化を創造する、労働の場と隔

てられた慰安の場・家庭のある地に存在することによってこそ輝く娯楽、

「郊外の快適な住宅地を走る電車の終着点には、新温泉と宝塚歌劇があって、

慰安にみちた家庭生活の彼方にユートピアが隠されている、という〔…〕神

話的トポロジー」15、これこそが小林が打ち出した近代都市の夢の姿であっ

た。 

 しかし、宝塚少女歌劇が新たな娯楽として広く認知され関西圏を代表する

演劇の一つとなっていくには、1927（昭和 2）年新劇場で上演された『モン･

パリ』まで待たねばならなかった。1924 年完成を見た宝塚大劇場は、収容

人員 4000 名を誇り、当時最新の電気技術による舞台機構を備えた劇場であ

った。作者は一年に渉る欧州遊歴を終え帰朝した岸田辰弥である。当時欧米

ではスペクタルレビューが隆盛を極めていた。ベルリンを例にとれば、最盛

期には９つもの劇場で趣向を凝らしたレビューがしのぎをけずり、連日

11000 人もの観客が劇場につめかけていた。大掛かりな舞台装置は科学技術

の精華であり、皆同じ衣装を纏い一糸乱れぬラインダンスを踊る美女たちは

大量生産の時代の表象でもあった。岸田は近代都市が生み出したレビューと

いう新たな演劇ジャンルをいち早く日本に移入したのである。 

 宝塚少女歌劇演出家の一年半に及ぶ世界旅行の帰朝報告というメタシア

ター的設定をとった『モン･パリ』は、幕無し 16 場登場人物延べ 210 人、

上演時間１時間半の日本初のレビューであり、新劇場の機構を駆使した豪華

な舞台装置による世界の風物の再現、華やかなラインダンスなどで観客を魅

                                                 
15 川崎賢子 前掲書、69 頁。 
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了した。 

 

 口上「おみやげ話『モンパリ』と題しまして、まず上海を振り出しに、イ

ンド、エジプトを経まして、花の都パリに至りますまで、全１６景、欧米

先進国のならいに範をとり、幕なし大車輪にてご覧に入れますれば、なに

とぞ一年半の入れ合わせと思し召して、ごゆるりにご観覧のほど、ひとえ

に願い奉ります。」16 

  

 世界一周を題材とする『モン・パリ』には、異国の風物をアトラクション

とした「新世界」との共通項が透けて見える。巨大なスフィンクスを前に踊

られるエジプトの舞姫のダンスの場は、当時大評判となったが、観客の興奮

は「ルナパーク」のアトラクションを訪れた人々の驚嘆とおそらくは同質の

ものであっただろう。現実においては遠い異国を、現実から切り離された虚

構の空間において娯楽の対象として鑑賞する、それは１９世紀末から始まる

「博覧会」への熱狂にも通ずる、近代世界の人々の娯楽の典型であった。 

 テクノロジーへの賛美もまた「新世界」との共通項として指摘できるだろ

う。最新の舞台機構のみならず、船・汽車・自動車による世界一周という作

品構成そのものが、近代科学技術に対するオマージュとして機能するのであ

る。 

 翌年主題歌が日本初の電気吹き込みのレコードとして全国に発売された

ことによって、宝塚レビューは劇場に足を運ばぬ人々にも印象づけられてい

く。宝塚少女歌劇はすでに大正７年から東京公演を行ってはいたが、東京の

演劇人に評価されたのも『モン・パリ』の成功を契機としてである。しかし、

                                                 
16 川崎賢子 前掲書、125 頁。 
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本拠地の宝塚を離れ東京でも成功を収めるために、小林の当初の和洋折衷の

音楽劇構想は軌道修正を余儀なくされた。家族連れの観客に向けられた小林

流の音楽劇、お伽歌劇は東京においては一般に不評であったのだ。都市と隔

てられた郊外ユートピアという場・近代家族の居住空間における一家うち揃

った観劇を想定した音楽劇は、東京の都心における興行にあっては受けいれ

られなかったのである。以後特に東京において宝塚少女歌劇は「レビュー劇

団」として広く人気を博していき、その人気と平行するように、小林の和洋

折衷による新たな國民劇構想は後退していく。「新世界」が繁栄と引き換え

に当初の特性を喪失したのと同様に、宝塚少女歌劇も郊外ユートピアを離れ

る時はその特性の一部を手放さざるを得なかったと言えようか。しかし小林

の掲げた「家族連れで見られる健全娯楽」という特色はレビューにおいても

継承される。昭和初期のエロ・グロ・ナンセンスと総称される時代風潮を反

映した他のレビュー劇団とは一線を画した舞台が宝塚レビューの個性と認

識され、「清く正しく美しく」は宝塚歌劇を形容する標語としてこの後人口

に膾炙していくのである。 

 さらに『モン・パリ』の作品世界そのものにも欧米のレビューの模倣のみ

ではない変容が見られ、ここにも外国文化の直輸入を排した宝塚歌劇の発想

が顔を覗かせている。欧米のレビューは基本的にストーリー性を持たず、趣

向を変えた場面を次々に展開し、女性の様々な肢体を展示していくことで観

客の興味を繋いでいく。しかし『モン・パリ』は宝塚少女歌劇演出家という

人物を設定し彼の旅行体験を舞台上で繰り広げるという構成をとることに

よって、ゆるやかながらもレビューに物語性を付与しているのである。そし

て「麗しの想い出、モン・パリ、我がパリ」の歌詞が示すように、日本から

遥か隔たった異郷の都パリを思い出すという物語の基調には、ダイナミズム

を特色とする欧米のレビューにはない叙情性が流れている。 
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 「新世界」と宝塚少女歌劇は、異国イメージの展示、テクノロジーの賛美

などの共通項を持つ、ともに都市住民に広く開かれた大衆娯楽の場、モダン

都市の夢・フィクションを提供する場として出発した。しかし「新世界」は

現実の都市の只中に存在し現実との境界を持たなかったがゆえにその虚構

性を放棄する運命を辿ったのに対して、宝塚少女歌劇は都市から距離をおい

た郊外に本拠地を設けたことによって、路線変更を強いられながらも近代都

市住民の夢の場としての特質を失わず、阪神間モダニズムを代表する一風景

となったのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




