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　三原商工会議所（以下「本所」）では、10月31日の議員任期満了に伴い、これまで議員改選に伴う手続きを行い、
75名の議員が就任しました。11月１日（金）には、臨時議員総会を開催し、正副会頭ならびに専務理事、常議員・
監事、相談役議員の選任について審議を行い、森光孝雅氏が会頭に選任されました。

副会頭に深山氏・渡辺氏（再任）、後藤氏・赤利氏（新任）

　会頭の選任にあたっては、勝村善博議員が仮議長とな
り、会頭の選任について議案提起したところ、選任方法
は推薦制に決しました。
　議場に会頭推薦の発議を諮ったところ、三好康莊前会
頭より、森光孝雅現常議員を推挙する発議がなされまし
た。
　三好前会頭は、「森光さんは、㈱八天堂代表取締役とし
て、八天堂ブランドを東京などの国内主要都市のみなら
ず海外へも進出・展開される中、広島臨空産業団地に生
産拠点をおき、創業の地・三原の地名を国内外に発信し
ていただいております。また、常に地域の活性化・経済
の発展に貢献することを考えておられ、熱い情熱と強い
信念をもって行動されています。
　この度、森光さんらが中心になって、広島臨空港産業
団地を拠点とした、地域と協働して観光地域づくりに取
り組むDMC (地域の観光会社)を立ち上げられ、『食のテー
マパーク』を開設する計画が国の地方創生推進事業に採
択をされました。今55歳というバリバリの現役であり、
2011年には「日本ニュービジネス賞」受賞、2016年には
経済産業省の「はばたく中小企業300社」受賞、2018年
には「広島県働き方改革実践企業」認定、2019年には「日
本でいちばん大切にしたい会社審査委員会特別賞」受賞
等々、気鋭の企業家として注目の的であり、将来を大い
に嘱望されています。
　そんな森光さんに、企業経営で培ったリーダーシップ
をもって三原の経済界を牽引していただきたく、会頭に
推薦します。」と推挙の言葉を述べました。
　これを受け、勝村仮議長が森光孝雅氏の会頭選任につ
いて諮ったところ、満場一致で議決承認されました。

　就任にあたり森光新会頭は、「只今、
議員の皆様からのご信託を頂きまし
たことを、たいへん光栄に感じてお
ります。まずは、今日まで会頭職の
激務をお努めになられました三好会
頭、並びに歴代会頭に心から敬意を
表しますとともに、そのあとを引き
継ぐにあたりまして、責任の重大さ
に身の引き締まる思いでございます。
厳しい経済環境や、社会情勢でありますがゆえに、地域
を支える総合経済団体としての商工会議所の使命は重大
さを増していると感じております。三原市の産業振興と
発展、組織の基盤であります会員事業者の活性化、三原
市全体の活性化に向けまして、微力ながら精一杯貢献し
て参りたいと、決意を新たにしているところでございま
す。商工会議所議員・会員の皆様方のご協力とご理解・
ご支援をいただきながら三原市商工業の発展、また、会
員の皆様から頼りにされる会議所、地域を元気にする会
議所を目指して運営を進めていく所存でございます。ど
うか、皆様のご協力を賜りますよう、心からお願い申し
上げます。」と就任の挨拶を述べました。
　続いて、森光会頭が議長を務め、副会頭と専務理事、
常議員・監事、相談役議員が選任されました。

就任の挨拶を述べる
森光会頭

会頭  森光  孝雅
㈱八天堂

代表取締役

副会頭  深山  隆一
山陽建設㈱
代表取締役

副会頭  後藤  和之
㈱住創

代表取締役

副会頭  渡辺  康博
渡辺土地建物㈲

専務取締役

副会頭  赤利  俊彦
㈱アカリ工業
代表取締役

専務理事  平野 敬二
三原商工会議所

新会頭に森光孝雅氏 選任臨時議員総会開催
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令和２年度予算編成に対する要望書を提出
豪雨災害復興支援・中小企業の育成等について要望

常議員・監事・相談役議員 選任
常議員
鶴　田　幸　彦
神　田　光　生
沖　藤　詳　造
渡　部　勝　也
内　海　勝　議
水　兼　勇　人
弓　場　秀　俊
松　浦　宏　樹
大　東　弘　典
上　田　隆　政
赤　石　靖　久
藤　原　聖　士
小　林　巧　治

大目木　康　行
保　道　茂　樹
三　好　康　莊
勝　村　善　博
田　中　綜　一
福　島　偉　人
山　根　秀　朋
國　丸　信　夫
安　原　　　稔
松　原　真　児
田　中　　　智
檜　垣　睦　也

㈱鶴田電設コンサルタント
日本海洋コンクリート㈱
㈱ダルマシード
㈱渡部瓦三原販売所
㈱ウツミ
水兼勇人税理士事務所
㈱三原国際ホテル
丸果三原合同青果㈱
大東印刷㈱
㈲上田製版印刷所
㈱赤石硝子建材
㈱三原美装社
㈱鳥徳

富士金属工業㈱
保道建設㈱
三好印刷㈱
㈱勝村商店
田中運輸㈱
㈱有斐園
㈱醉心山根本店
イワタニ山陽㈱三原支店
しまなみ信用金庫
㈱広島銀行三原支店
㈱中国銀行三原支店
今治造船㈱広島工場

監事
川　口　和　弘
藤　田　恭　士

本　田　信　司㈱森剛
㈱鈴鹿組

㈱エヌワイティグループ

相談役議員
前　田　　　導
新　井　行　夫
槇　田　聖　二

檜　垣　睦　也
松　浦　義　郎
高　木　　　誠

㈱レニアス
㈱DNPファインオプトロニクス
㈱古川製作所

今治造船㈱広島工場
三菱重工業㈱三原製作所
帝人㈱樹脂事業本部三原生産部

※議席順

　令和元年10月28日（月）、三好会頭、伊達副会頭、
深山副会頭、渡辺副会頭、平野専務理事は天満三
原市長および三原市議会・中重副議長を訪ね、三
原市のよりよいまちづくりのため「令和２年度三
原市予算編成に対する要望書」を提出しました。
　この要望書は、「販売商業」「生産工業」「建設」「サー
ビス」「運輸車輛」の５部会から提起された問題・
課題を協議・検討したもので、市内中小企業の活
性化を図り元気な地域とするよう求めたものです。 
詳細は、ＨＰ(https://www.mhr-cci.or.jp/cci/youbou/）
に掲載していますので、ご確認ください。

（１）豪雨災害復興支援等について
◦平成30年７月豪雨災害の被害箇所の早期復旧について

（２）中小企業の育成について
◦中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について
◦三原市発注の建設関係工事及び物品調達、
　プロポーザル等の際の地元発注について

（３）中心市街地の活性化について
◦東館跡地活用について

（４）三原市の雇用確保・人材育成対策について
（５）道路改修整備・交通状況の改善について

◦市内交通網のメンテナンスについて等
（６）港湾設備・道路の改修について
（７）ＪＲ三原駅の利便性向上について

◦交通アクセスの改善について
（８）三原市の観光振興について

◦三原城跡歴史公園の活用について

天満三原市長へ要望書を提出 中重副議長へ要望書を提出
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女性部会視察見学会

三原の満足いっぱい、幸せいっぱいのお店が勢揃い！

建設部会視察見学会
「田中食品㈱」を視察

第３回 三原のいいお店大賞入賞店発表
販売商業部会、生産工業部会、サービス部会、商業・まちづくり委員会連携事業

「国宝 松江城」を視察
　本所女性部会（出田順子会長）では、他市女性会会員事
業所視察を行い、また部会員相互の親睦を図るため、10
月29日（火）に、広島商工会議所女性会前副会長の田中岳
子氏が専務取締役を務める企業、田中食品㈱を訪問しま
した。
　田中食品は、大正初期に地元広島の軍隊向けに作られ
たふりかけを一般向けに売り出した「旅行の友」が代表
的な商品です。日本で最初にふりかけのミニパックシリー
ズを発売したり、㈱サンリオとコラボをしたり、時代と
ともに新しい展開を続けられ、今では海外でも食べられ
る商品となりました。
　視察では、「旅行の友」の商品誕生秘話や各商品の説明、
また実際に商品の製造現場も見学させていただきました。
田中専務取締役からも直接お話しを伺うことができ、鮭
や明太子、野菜など様々
な材料を自分好みに混ぜ、
オリジナルのふりかけ作
りも体験しました。
　部会員同士の交流を深
めることができ、有意義
な視察見学会となりまし
た。

　本所建設部会（赤利
俊彦部会長）では、11
月６日（水）、歴史的に
貴重な建造物を見学
することと、会員相互
の交流を深めるため、
国宝松江城の視察見
学会を実施しました。

（参加者20名）
　最初に見学した松江城は、全国に現存する12天守の一
つで、外観は４重、内部構造は地上５階、地下１階で構
成されています。天守からは、宍道湖や松江市内を360度
一望できます。松江市はこのロケーションを妨げないよ
うに、建物の高さ基準を設けているそうです。
　続いて、山陰合同銀行旧北支店を現代建築と融合する
建物に改修した美術館と、旧日銀松江支店の建物を改修
活用した工芸館（カラコロ工房）を見学後、松江城を囲む
堀川を船頭さんの解説で遊覧し、風情ある街並みと景色
を堪能しました。参加者の方からは、ガイドの説明を受
けながら見学ができ、分かりやすく良かったとの声があ
り、同じ城下町である三原のまちづくりを考えさせられ
る視察となりました。

　三原商工会議所販売商業部会では、地
域商業の活性化と消費者へのサービス
向上を目的に、三原商工会議所管内（旧
三原地域）の店舗で「小売業・サービス・
建設・運輸」、「飲食」の２つの部門から、

「魅力的なサービス」、「商品や品揃え」、
「何回も行きたくなるお店」、「観光客に
ぜひ足を運んでほしい」そんな三原を
代表するような素敵な商品があふれる
お店を募集し、入賞店を決定していま
す。
　本年５～６月までの募集期間で、193
件（67店舗）の推薦があり、そのお店の
中から６店舗が入賞されましたので紹
介します。おめでとうございます。
　市民の皆様からの多数のご応募、誠に
ありがとうございました。入選店を他
薦いただいた方の中から、商品券10,000
円分を抽選で３名にプレゼントいたし
ます。尚、当選の発表は商品券の発送
をもってかえさせていただきます。
　また、入賞店につきましては、ＦＭ
みはらでお知らせＣＭの放送を予定し
ています。

―――第３回入賞店―――
■「小売業・サービス・建設・運輸」部門

■「飲食」部門

株式会社建工  宮浦６丁目15-21

aura
円一町３丁目４-６

カフェロンド
本町１丁目９-２

おはぎのこだま
城町１丁目６-１

CAFEもみの木　港町３丁目２-27 

美容室サロン・ド ベル 
城町２丁目13-１イオン三原店2F
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㈲中野輪業
中野 一将 さん

11月例会報告

　青年部会の会議は、どなたでも自由に参加
できます。青年部会の活動に興味がある方は、
ぜひ一度ご参加ください。詳しくは、本所青
年部会HPをご覧ください。
■URL　https://www.mhr-cci.or.jp/yeg/

　11月１日（金）、城町のCONNECT-コネクトで、「ま
ちゼミ委員会」例会を開催しました。
　三原まちゼミは参加店舗、参加者の皆様のおか
げで、11回開催している長寿のイベントとなりま
した。当委員会は、まちゼミというツールで三原
を元気に・賑やかにするべく活動に励んでいます。
　まちゼミの参店舗側にとってのメリットは、新規
顧客獲得・お店のブランディング・自分のスキルアッ
プ・社員のスキルアップとたくさんあり、YEG会
員以外の方も沢山参加していただいています。
　この度の例会は、まだまちゼミに参加したこと
がないYEG会員の方が、まちゼミに参加しやすい
体制づくりや、よりよい環境づくりのために参加
者をYEG会員のみに絞って討論会を開催しました。
　前回のまちゼミに初めて参加されたイズタコン
サルタントの泉田さんの体験発表を聞き、グルー
プに分かれて討論しました。とても充実した討論
になり、この中から、次回のまちゼミに参加して
くれる店舗が増えると、とてもありがたいです。
　さて、次回の第12回は来年の２月に開催を予定
しております。まちゼミが気になる、少し興味が
あると思われた方は、お気軽にまちゼミ委員会に、
お声をかけください。

販売商業部会「集客効果の高いチラシの作り方セミナー」

～弥生会計ソフトを使って簿記をつけてみよう～

年末年始の集客対策を学ぶ！

会計ソフトの利用で事務の煩雑化を軽減

　本所販売商業部会（沖藤詳造
部会長）では、11月５日（火）、
講師に店舗活性化アドバイザ
リーの川野久美子氏を招き、
小売・サービス業スキルアッ
プ支援セミナー「集客効果の

高いチラシの作り方セミナー」を開催しました。（参加者13名）
　今回は、年末年始の集客対策をテーマに、チラシの作成方法
について、構成部品のレイアウトの参考事例を交えながら、説
明をいただきました。レイアウトは、商品と購入者（ターゲット）
を考慮して書体、色、囲み、写真・イラストの組み合わせを行
います。写真・イラストを使用することによって、視覚からの
伝達により、チラシを見た人の印象を強めることが重要で、特
に飲食業では、メニューの写真をお客様の食欲を駆り立てるよ
うに、美味しく写真を撮ることが大切ですと説明されました。
　参加者は、自店でチラシを作成する際に重要なポイントにつ
いてアドバイスをいただき、大変有意義なセミナーとなりました。

　11月25日（月）、三原市中央公民館において、三原市中
小企業優良従業員表彰式を開催しました。
　この表彰制度は、三原市・三原臨空商工会・本所の主
催により、毎年勤労感謝の日にちなみ、勤務成績優秀な
方の表彰を行うものです。
　本年は、市内中小企業の
従業員として事業の発展と
三原市商工業の振興に寄与
された方々154名に、表彰状
と記念品が授与されました。
誠におめでとうございます。
　表彰式では、主催者を代

表して森光本所会頭が表彰状と記念品を贈呈しました。
それを受け、受賞者を代表して、30年表彰を受けられた
㈱レニアスの宮田達哉氏が「私たちは入社以来、仕事に
誇りを持ち努力を重ね、全力を尽くして参りました。本
日の受賞を契機として、更に仕事に励みそれぞれの職場
の発展と、後進の育成に取組んで参ります。」と、謝辞を

述べられました。
　表彰式終了後、三
原市ふるさと大使で
ある、浪曲師のイエ
ス玉川氏による記念
講演も行われました。

　11月７日（木）から８日（金）
の２日間、「弥生会計ソフトを
使って帳簿をつけてみよう」
と題して、弥生会計公認イン
ストラクターの水兼香苗氏を
講師に招き、記帳や仕訳の方法などわかりやすく説明いただき
ました。（参加者20名）
　今年10月から導入された「消費税軽減税率制度」により、９
月までと10月以降では、消費税と地方消費税の税率が違うため、
経理担当者においては、区別して記帳する必要があります。また、
請求書や領収書の発行の仕方・記載内容についても、税率ごと
に合計した税込み金額を記載しなければなりません。
　それらを踏まえ、３回目となる今回のセミナーでは、消費税
の経理処理と記帳の仕方について、実際にパソコンを使用しな
がら練習問題を行い、ポイントを身に付けていただきました。

三原市中小企業優良従業員表彰式を開催 　154名に永年の功績を表彰

継続年数 就職した年 受賞者数
40年 昭和54年 10名
30年 平成元年 30名
20年 平成11年 39名
10年 平成21年 75名
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三原市本町3丁目15−7
TEL64−8383

ヤッサヤッサ

個人住民税の特別徴収の
徹底について

相 談 所 コ ー ナ ー

　広島県と全23市町では、納税者の公平性、利便
性などを確保するため、2020年度から、従業員の
個人住民税は、原則すべて特別徴収（給与天引き）と
する取組を行っています。

【特別徴収とは】
　事業主が所得税の源泉徴収と同じように、従業員
に代わって、毎月の給与から住民税を天引きして、
市町へ納入する制度で、法律で義務付けられてい
ます。
　税額の計算は市町が行って通知するので、所得税
のような税額計算や年末調整の手間はありません。

【従業員のメリット】
　特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比
べて１回あたりの納税額が少なくなり、また、金
融機関等に出向いて納税する手間も省けるため従
業員の負担が緩和されます。

詳しくは

広島県　個人住民税特別徴収　検索

【問合せ先】三原市 市民税課　0848-67-6031

各月の定期相談日（予定）
　三原商工会議所では、専門家による各種経営相
談会を行っております。秘密厳守、相談無料となっ
ておりますので、お気軽にご利用ください。

ご相談・ご予約は
本所　経営指導課　0848-62-6155まで

相談内容 12月 １月 ２月 ３月

働き方改革・労務 10（火）14（火） 10（火）

事業承継・M&A 18（水）15（水）19（水）18（水）

知的財産
（特許・商標・
実用新案・商標）

26（木）23（木）27（木）26（木）

　ビジネスを拡大していくためには、新しい人脈、新しいネッ
トワークの構築（異業種交流）が極めて重要です。企業間の人材・
情報交流をはじめ、新しいビジネスチャンスを発掘する場とし
て、皆様、積極的にご参加ください。

■日　　時　令和２年２月27日（木） 14：30～18：30
■内　　容　◦個別相談会 13：15～14：15
　　　　　　◦交流フェア開会 14：30～14：40
　　　　　　◦新事業アワード表彰式 14：40～15：10
　　　　　　◦基調講演 15：10～16：10
　　　　　　◦名刺交換会 16：20～17：20
　　　　　　◦参加者交流会 17：30～18：30

■会　　場　福山ニューキャッスルホテル　３階「光耀」
■参加費用　本所会員…無料　非会員…2,000円
　　　　　　※交流会参加者は別途1,000円
■参加資格　本所会員事業所及びその他事業所
■締　　切　令和２年１月15日（水）

申込用紙は（http:www.fukuyama.or.jp/）よりダウ
ンロードできます。

■お問合せ　本所　経営指導課　0848-62-6155

　平成31年度本所会費・特定商工業者負担金につきま
して、まだご納入いただいていない事業所につきまし
ては、所定の金融機関によるお振込み、または、本所
までご持参により、12月27日（金）までにご納入いただ
きますようお願いいたします。

＊＊ 特定商工業者とは ＊＊
　「特定商工業者」は、「会員」とは異なる国が定めた制度です。
毎年4月1日現在において、それまで6ヶ月以上引き続き、本所の
地区内（旧三原市）に事業所を所有している一定規模以上の商工業
者のことです。特定商工業者は、商工会議所に備え付ける法定台
帳に登録することが義務付けられております。法定台帳とは、商
工業者の戸籍台帳にあたるもので、商工会議所は、この台帳によっ
て地域内の商工業者の実態を正確に把握し、この資料をもとに、
国をはじめとする行政機関・経済団体等の様々な商工振興が行わ
れ、地域商工業の発展に役立てております。
　商工会議所は、この法定台帳の整備を経済産業施策として義務
付けられており、この整備に要する経費の一部を特定商工業者の
皆様からご負担金（1,000円）として納付していただくことになっ
ております。

「第10回ビジネス交流フェア」のお知らせ

平成31年度会費・特定商工業者
負担金ご納入のお願い
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1966年生まれ。1989年東京大学
法学部卒業。1993年東京大学大
学院法学政治学研究科修士課程
修了。2016年ハーバード大学経
営大学院AMP（上級マネジメン
トプログラム）修了。日本興業
銀行調査部などを経て、2007年
大和総研入社。2014年同社・常
務執行役員チーフエコノミスト。
2015年より現職。財務省、総務
省、内閣官房、内閣府、参議院
などの公職を歴任。2011年より
株式会社財界研究所「財界賞・
経営者賞」選考委員会　選考委
員。テレビ東京「ワールドビジ
ネスサテライト」レギュラーコ
メンテーターとしても活躍中。

熊谷　亮丸／くまがい・みつまる

株式会社 大和総研
常務執行役員 調査本部副本部長 チーフエコノミスト

本文の閲覧を希望される会
員の方はお申し出ください。
紙媒体を送付させていただ
きます。
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三原地域連携推進協議会だより（構成団体：市・本所・県立広島大学等）
URL:https://www.mhr-cci.org/renkei/ お問合せ ☎62−6155  担当／實廣

コーディネータ
が行く！  vol.13  

宝の山「みはらタコ工房」　～その１、沿革～

　以前産学官コーディネーターとして、「自助具」に関す
講演会を三原市内でさせて頂いた際に、受講者の方から

「タコ工房は宝の山」というご発言をいただきました。確
かにアイディア品としても商品化が可能なものも多くあ
ります。そこで、アイディア商品としての自助具をシリー
ズで紹介していきたいと考えています。それに先立ち、
今回はタコ工房の創設についてご紹介します。
　1996年春、広島県福祉用具開発研究会でご一緒してい
る方から、退職を迎えるので何かボランティア活動を行
いたい旨の相談を受けました。私は常々自助具などを提
供できるものづくりの組織の必要性を感じていました。
そこで、直ぐに「自助具を作製するボランティア組織を
つくりましょう。」と提案しました。グループ名は、三原
名物「たこ」にちなんだ「みはらタコ工房」と私が名付
けました。

　同年５月には、参考のために大阪に
ある「自助具の部屋」を見学に行きま
した。今後の連携の必要を考え、三原
市と大学の事務局も同行していただきました。
　その後は会員の募集に意を注ぎ、三原市広報や三原市
障害者（児）福祉推進協議会障害者新聞「はばたき」で積
極的に会の活動を発信しました。また、大学の公開講座
なども活用し、三原市社会福祉協議会の力強い協力もい
ただきました。
　同年10月には会員が10名を越えましたので、広島県立
保健福祉短期大学の義肢装具室を事務局の場として設立
発足会をもち、正式に、自助具作製ボランティア・グルー
プ「みはらタコ工房」を就航させました。
　「誰かのために、誰かを支援するために」産学官コーディ
ネーターの立場からも商品化に向け今後も活動します。

産学官連携コーディネーター　大塚 彰

㈱まちづくり三原からのお知らせ 第９回
　㈱まちづくり三原では、民間企業のノウハウを生かした中心市
街地のマネジメントや施設整備など、公共性の高い事業を通じて、
にぎわいと魅力ある「まちなか」の創造を目ざします。 統括マネージャー　滝口　隆久

　９月１日から始まった中心市街地の強みや魅力を活
かし、空き家空き店舗を活用し魅力ある起業プランを
考える「まちを変える・愛するリノベーション実践塾」
は第３回目を終了しました。
　第３回目までは、チームで各地域、通り、物件の魅
力を探り、物件を活かした企業プランを必要とするター
ゲットを想定しニーズを探りました。また内部要因の
強みとして自分チームにはどのような強みが有るか、
外部要因としての環境、事業機会は何かを整理しまし
た。ニーズを満たして魅力的な内容になるようにコン
セプトを考え具体的な事業内容をチームで情報を持ち
寄り、話し合い、検討、創造をしてアイデアを出しコ
ンセプトシートにまとめていきました。
　第４回では、足りない情報や、確認する事項、イメー
ジや具体的な事例情報を集めて起業プランの具体化を

進めます。さらにターゲットやニーズの具体化、見え
る化を行い、満足度が上がり購入したい、利用したい
魅力的な案を考えます。　　　
　チームメンバーは、塾で学んだ内容とコンセプトシー
トの作成を通じて顧客満足度が高い魅力的な起業プラ
ンを作るために塾に励んでいます。

魅力的なリノベーション起業案を
作るために取り組んでいます
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ご意見をお寄せください

発行所／三原商工会議所　　編　集／情報化委員会
　　　　〒723−8555　三原市皆実4丁目８−１
　　　　TEL 62−6155㈹　FAX 62−5900
印刷所／三好印刷株式会社　

　事業活動や取組み等につきまして、
皆様のご意見・ご要望をお寄せください。

【編集後記】
　もう12月、やっと12月。あっという
間に年内最後のひと月になりました。
皆様にとってどんな１年でしたか！？
　寒さの厳しい季節になりますが、イ
ンフルエンザにも負けず、年内最後ま
で元気に頑張ります！ 砂谷

　本運動は、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルー
ルの遵守と正しい交通マナーの実践を推進し、交通事故防止の徹底を
図ることを目的に実施されています。この機会に交通マナーを見直し、
日頃から安全運転を心がけましょう。

◆実 施 期 間：令和元年12月１日（日）～12月10日（火）までの10日間 
◆スローガン：『 危険だよ スマホに夢中の そこの君 』
◆運動の重点：①子供と高齢者の安全な通行の確保
　　　　　　　②高齢運転者の交通事故防止
　　　　　　　③飲酒運転の根絶
　　　　　　　④自転車の安全利用の推進

年末交通事故防止県民総ぐるみ運動


