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Nagaoka Activation Zone of Energy  NPO法人長岡産業活性化協会ＮＡＺＥ

   ☆★☆ ＮＡＺＥメール（2015.07.15 №482号） ☆★☆

    ＝  ＮＡＺＥはおかげさまで設立１０周年を迎えました。＝     
           
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
・このメールは、ＮＰＯ法人長岡産業活性化協会ＮＡＺＥの会員の皆様、
  配信申込をいただいた皆様、ＮＡＺＥスタッフが名刺交換をさせて
  いただいた皆様に各種情報をお知らせするメールです。

― ▼ ＩＮＤＥＸ ▼  ―――――――――――――――――――――――
 01：ＮＡＺＥコラム
 
  02：ＮＡＺＥからのお知らせ】
     【(1)「夏休み小学生工場見学バスツアー」のご案内！】
   【(2)「長岡工業高等専門学校 研究機器見学会」のご案内！】
   【(3)「ＮＡＺＥ ３部会合同納涼会」お申込み受付中！】
   【(4)ＮＡＺＥメールでご紹介したい内容を募集中！】
   【(5)ＮＡＺＥプチ活動報告！】
  
  03：ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
   【長岡技術科学大学】
     【㈲毛利製作所】
    
 04：会員・支援機関等からの情報提供 
     【(1)経済産業省からのお知らせ！】
   【(2)新潟県中小企業団体中央会「にいがたＪＯＢひろば」からのお知らせ！】
   【(3)(公財)にいがた産業創造機構からのお知らせ！】
     【(4)長岡市からのお知らせ！】
     【(5)長岡商工会議所からのお知らせ！】
   【(6)長岡技術科学大学からのお知らせ！】
   【(7)長岡工業高等専門学校からのおしらせ！】
       
 05：ＮＡＺＥ：今後の主な行事・会議予定

--------------------------------------------------------------------
01.ＮＡＺＥコラム
--------------------------------------------------------------------
・先週まで雨が降り、ジメジメとした日々が続いてましたが、ようやく夏ら
 しい天気になってまいりました。
 来週は祝日「海の日」があるため、３連休という方もいらっしゃると思い
 ます。ちなみに、私にとって海の日は「海で泳ぐ日」と決めており、毎年
 友人を誘って海水浴に行っています。今年ももちろん泳ぎに行くつもりで
 すが、昨年と比べ体重が急増したため、恥ずかしいので、あまり人のいな
 い海岸でコッソリ泳ごうかと思っています。 

--------------------------------------------------------------------
02.ＮＡＺＥからのお知らせ
  (1)「夏休み小学生工場見学バスツアー」のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・ＮＡＺＥでは、ＮＡＺＥ設立10周年特別企画の一つとして、次世代を担う
 子供たちへ長岡地域の高度なモノづくり技術・企業・魅力を知っていただ
 くことを目的に、市内の小学5、6年生を対象にＮＡＺＥ会員企業の工場見
 学会を開催いたします。お子様の「自由研究」として、ご検討ください！、

 【日  時】平成２７年８月１８日（火）10：00～15：30
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  【内  容】①モノづくり企業を見学≪㈱大原鉄工所、マコー㈱≫

       ②ハイブ長岡の施設の裏側を探検！

       ③長岡市産業展示室で長岡の産業の歴史を学ぶ！

 【対   象】長岡市在住もしくは、市内の小学校に通学する小学５、６年
       生３０名程度（申込多数の場合は抽選） 

 【参 加 費】無 料 ※昼食付（アレルギー対応ではありません） 

 【申 込 み】メール又は申込書に、必要事項をご記入のうえ、
       ８月７日(金)までに、NAZE事務局へお申し込みください。 
       ＦＡＸ：0258(42)8701  E-mail : info@naze.biz

       ※参加申込書は、下記アドレスからダウンロードできます！

 【お問合せ】ＮＡＺＥ事務局、TEL：０２５８（４２）８７００ 

 【詳  細】http://www.naze.biz/hotnews/3781/

--------------------------------------------------------------------
  (2)「長岡工業高等専門学校 研究機器見学会」参加者受付中！
--------------------------------------------------------------------
・ＮＡＺＥでは、長岡工業高等専門学校の研究機器見学会を、長岡工業高等
 専門学校技術協力会との共催で開催いたします。
 この見学会を新たな事業展開のきっかけづくりの場として、是非ご活用く
 ださい。多くの会員の皆様からのご参加をお待ちしています！

 【日  時】 平成２７年９月２日（水） 15：50～17：00

 【集合場所】  長岡高専 正面玄関 (長岡市西片貝町888) 集合

  【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】   15：50～16：00  受付
        16：00～17：00  研究機器 見学
        17：00      解散

 【研究機器のご紹介】  
  ① 5軸マシニングセンター       （井山 徹郎 准教授）
  ② 形彫放電加工機              （金子 健正 助教）
  ③ デジタルマイクロスコープ     （大石耕一郎 准教授）
    ④ ハイパワーピコ秒レーザー加工ｼｽﾃﾑ （中村  奨 教授）
  ⑤ 薄膜太陽電池モジュール作製実習ｼｽﾃﾑ（片桐 裕則 教授） 

  【参 加 費】 無料

 【募集定員】 １３名 （先着順）

 【申 込 み】 ８月１２日(水)までに、ＦＡＸ又はﾒｰﾙ(info@naze.biz)
        にて申込みください

 【詳  細】 http://www.naze.biz/hotnews/3774/

--------------------------------------------------------------------
  （3）「ＮＡＺＥ ３部会合同納涼会」お申込み受付中！
--------------------------------------------------------------------
・大好評「ＮＡＺＥ ３部会合同納涼会」、既にお申込いただけましたでしょ
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うか！？まだ、お申込されておられない方は、今すぐお申込下さい！
 多数の皆様のご出席をお待ちしております！

 【開催日時】平成２７年８月２６日（水） 18：00～

 【会  場】かも川別館（住所:長岡市柏町2-8-25、TEL:0258-35-2341）
 
 【会  費】６，０００円（当日受付にて申し受けます）

 【申込方法】ＮＡＺＥ事務局へ、メール又はＦＡＸでお申込下さい。
       TEL：0258-42-8700、FAX：0285-42-8701
       Mail：info@naze.biz 

 【詳  細】http://www.naze.biz/hotnews/3776/
 
--------------------------------------------------------------------
  (4)ＮＡＺＥメールでご紹介したい内容を募集中！
--------------------------------------------------------------------
・ＮＡＺＥメールは、会員企業や関係機関の皆様への情報提供を目的に定期
 的に発信しておりますが、ぜひＮＡＺＥメールで「取り上げてほしい！」
 「ご紹介したい！」という内容があれば、お気軽に事務局までお寄せくだ
 さい！どんどん新しい情報を発信していきましょう！

 【ご連絡先】ＮＡＺＥ事務局
       TEL:0258-42-8700、FAX:0258-42-8701、mail:info@naze.biz   

--------------------------------------------------------------------
  (5)ＮＡＺＥプチ活動報告！
--------------------------------------------------------------------

 ①「第4回ＮＥＸＴ道場」を開催！

  ・７月７日(火)、今年度第４回目のＮＥＸＴ道場を開催。今回は、長岡
   大学の中村大輔先生から「原価管理Ⅰ」として、原価管理の基礎と原
   価計算の方法について、ご講義いただきました。
   
 ②「５Ｓチェック会 グループＡ工場見学」を実施！

  ・７月８日(水)、会員企業同士が相互に工場を見学して５Ｓをチェック
   し、企業のレベルアップを図る「５Ｓチェック会」の工場見学を実施
   しました。今年度は、NAZE会員企業4社12名が参加。第１弾のＡグルー
   プ工場見学では、参加企業の㈲小林超硬研磨、㈱小西鍍金の２社の工場
   を見学。それぞれの現場の状況を確認しました。

 ③「現場改善インストラクター養成スクール」開校式を開催！
  
  ・７月９日(木)、「長岡ものづくり現場改善インストラクター養成スク
   ール」の開校式を開催しました。開校式の後、早速、第１回スクール
   が行われ、長岡市企業連携コーディネーターの池田達夫主任講師から
   「ものづくり基礎概念」と「競争力と企業のパフォーマンス／コスト
   と生産性」についてご講義いただきました。

--------------------------------------------------------------------
03.ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
--------------------------------------------------------------------
 ■【長岡技術科学大学】 成果報告会「知の実践」を開催する
   〔平成２７年 ７月 ７日（火）長岡新聞： ４面〕
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 ■【㈲毛利製作所】 航空宇宙分野で国際規格を取得
   〔平成２７年 ７月１４日（火）長岡新聞： ２面〕

--------------------------------------------------------------------
04.会員＆支援機関等からの情報提供
 (1)経済産業省からのお知らせ！
  ①中小・中堅企業の成功・失敗事例サイト「ミエル☆ヒント」を開設！
--------------------------------------------------------------------
・経済産業省では、「成長戦略の見える化」の一環として、中小・中堅企業
 の成功・失敗に関する具体的な事例を約200社分取りまとめたＷｅｂサイト
 「ミエル☆ヒント-成功のカギ・ワナ-」を開設しました。
 「ミエル☆ヒント-成功のカギ・ワナ-」では。中小・中堅企業の成功事例
 や失敗事例を整理・分析し、「飛躍のカギ」と「陥りやすいワナ」として
 取りまとめており、中小・中堅企業が、飛躍のきっかけをつかむための
 ヒントを簡単に探すことが出来ます。

 【詳  細】http://www.meti.go.jp/interface/php/honsho/mieruka/

--------------------------------------------------------------------
 (2)新潟県中小企業団体中央会「にいがたＪＯＢひろば」からのお知らせ！
  ①「人材確保対策セミナー」のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・コワイほど現場で活かせる人材活用セミナー ～若年者・女性・シニアの
 積極採用で経営を伸ばす！！～を開催します。ぜひご参加ください。

 【日  時】平成２７年７月２２日（水）13：30～16：40
 
 【会  場】アオーレ長岡 Aホール

 【定  員】５０名 

 【参 加 費】無料

 【詳  細】http://job-hiroba.com/general.php?page=2&no=55965831b47ef

-------------------------------------------------------------------- 
 (3)(公財)にいがた産業創造機構からのお知らせ！
  ①NICOカフェ長岡「出張！新潟県よろず支援拠点 個別相談会in長岡」
   のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・NICOでは、創業や新技術・新商品開発、新分野進出、経営革新、販路開拓
 など新たな取組に挑戦する県内中小企業を応援しています。
 その一環として、無料個別相談会「NICOカフェ」を長岡で開催します。
 新潟県よろず支援拠点コーディネーターの木村 泰博氏をお迎えして、も
 のづくり補助金、売上拡大、資金繰り、商品開発、生産改善などの相談を
 お受けします。相談無料！ぜひお申込下さい。

 【日  時】平成２７年７月２４日（金）13：30～16：30

 【会  場】ＮＩＣＯテクノプラザ １階ミーティングルーム

 【相談対応】新潟県よろず支援拠点コーディネーター 木村 泰博 氏

 【申込期限】７月２１日(火）まで

 【申 込 先】(公財)にいがた産業創造機構（NICO)企画チーム
       TEL:025-246-0058、FAX：025-246-0033
       Mail：yorozu@nico.or.jp
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--------------------------------------------------------------------
  ②長岡モノづくりアカデミー「 3次元CAD（初級）コース」
   「3次元CAD（中級）コース」「CAEコース」の受講者を募集！
--------------------------------------------------------------------
・ 平成２７年度 長岡モノづくりアカデミー「 3次元CAD（初級）コース」
 「3次元CAD（中級）コース」「CAEコース」の受講者を募集します。
 ぜひ、貴社の社員育成の一助にご活用ください。

 ≪3次元CAD（初級）コース≫

 【対 象 者】 県内の機械関連企業で働く、機械製図の基礎知識を有する
        3次元ＣＡＤの初心者
 【受講期間】  平成２７年９月１８日（金）（共通講座）
        ９月２５日（金）、１０月２日（金）
 【受講時間】 ２０時間（３日間）
 【定  員】 １０名
 【受 講 料】  ３０，０００円（テキスト代、消費税を含む）

 ≪3次元CAD（中級）コース≫

 【対 象 者】 県内の機械関連企業で働く、３次元ＣＡＤの基本操作を
        習得している開発・設計の技術者
 【受講期間】  平成２７年９月１８日（金）（共通講座）
         １０月１６日（金）、１０月２３日（金）
 【受講時間】  ２０時間（３日間）
 【定  員】  １０名
 【受 講 料】  ３０，０００円（テキスト代、消費税を含む）

 ≪CAEコース≫

 【対 象 者】  県内の機械関連企業で働く、３次元ＣＡＤの基本操作を
        習得している開発・設計の技術者
 【受講期間】  平成２７年９月１８日（金）（共通講座）
         １０月３０日（金）～１２月１８日（金）
 【受講時間】 ６２時間（９日間）
 【定  員】  １５名
 【受 講 料】 ５０，０００円（テキスト代、消費税を含む）

  ≪共通事項≫

 【会  場】 長岡工業高等専門学校・NICOテクノプラザ（共通講座のみ）

 【使用 ｿﾌﾄ】 ＣＡＤ：SolidWorks  ＣＡＥ：SolidWorks Simulation

 【申込締切】 ７月２１日（火）まで

 【詳  細】  http://www.n-phoenix.jp/three27/news/1264.html

--------------------------------------------------------------------    
 (4)長岡市からのお知らせ！
  ①「長岡市ものづくり未来支援補助金」（技術・製品開発支援）
    二次募集受付中！
--------------------------------------------------------------------
・中小企業が取り組む新製品開発や製品開発後の販売戦略設備投資を含めた
 ものづくり中小企業の総合的な支援を行う「長岡市ものづくり未来支援補
 助金」（技術・製品開発支援）の二次募集を受け付けてます。
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 是非ご活用ください。
 
 【対 象 者】市内に事業所を有する、製造業に該当する中小企業者等
 
 【対象事業】付加価値の高い新技術・新製品開発
        （補助率1/2以内、限度額500万円）
 
       ※ものづくり未来支援補助金の「ベンチャー開発支援」
        「ブランド化支援」「設備投資支援」は募集終了。

 【募集締切】８月１０日（月）まで随時募集 ※予算に達し次第終了

 【詳  細】http://www.city.nagaoka.niigata.jp/sangyou/cate03/hojyokin/h27-monodukuri.html

--------------------------------------------------------------------
  ②「長岡市新エネルギー開発支援補助金」二次募集受付中！
--------------------------------------------------------------------
・中小企業が取り組む同分野の新技術・新製品や、地域の技術力を生かした
 発電装置等の開発を支援するための「長岡市新エネルギー開発支援補助金」
 の二次募集を受け付けています。是非ご活用ください。

 【対 象 者】市内に事業所を有する中小企業者等

 【内  容】≪長岡ブランド発電装置開発支援補助金≫
       A 発電装置等の開発
         （補助率3/4以内、限度額1,000万円）※最大3年間
 
       B 発電装置等の効率化の技術開発、改良等
         （補助率1/2以内、限度額800万円） ※最大2年間
 
       ≪新エネルギー・省エネルギー技術開発補助金≫
        付加価値の高いエネルギー分野の新技術・新製品を開発し、
        新規市場への参入やシェア拡大に取り組む事業
         （補助率1/2以内、限度額800万円）

 【募集締切】８月１０日（月）まで

 【詳  細】http://www.city.nagaoka.niigata.jp/sangyou/cate03/hojyokin/h27-energy.html

--------------------------------------------------------------------
 ③「国際規格等認証取得支援補助金」受付中！ 
--------------------------------------------------------------------
・中小企業の新分野進出や受注拡大を促進するため、中小企業者が行う国際
 規格等の認証取得に要する経費に対して補助金を交付します。
 是非ご活用ください。

 【補 助 率】補助対象経費の２分の１以内（５０万円上限）

 【募集期間】募集中（予算額に達した時点で終了となります。）

 【お問合せ】長岡市 工業振興課 TEL：0258-39-2222）

 【詳  細】http://www.city.nagaoka.niigata.jp/sangyou/cate03/hojyokin/h27-kokusaikikaku.html

--------------------------------------------------------------------
 ④「ながおか新産業創造センター（ＮＢＩＣ）」の入居者募集！
--------------------------------------------------------------------
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・ながおか新産業創造センターでは､ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝﾙｰﾑ２号室(55㎡)の入居者を
 次のとおり募集します。

 【対   象】起業や新分野への進出を目指す個人若しくは法人

 【入居条件】①使用料：７４，２５０円（月額）
       （※電気･電話料は別途、通信回線使用料は無料）、
              ②入居期間は原則５年以内

 【申込方法】センターのホームページにある入居条件を確認のうえ、所定の
       入居申請書を８月28日(金)までに提出してください。
             （※入居の可否については審査を行います）

  【詳  細】 http://nbic.jp

--------------------------------------------------------------------
 (5)長岡商工会議所からのお知らせ！
  ①企業ﾄｯﾌﾟｾﾐﾅｰ「電子部品工場のﾌｰﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽへの挑戦」締切り迫る！
--------------------------------------------------------------------
・長岡商工会議所では、「企業トップセミナー」を開催しております。
 今回は、１９９０年に電子部品加工会社を創業後、「下請け製造は景気の
 波を受けやすい」と、２００８年に畑違いの「フード事業部」を設立。
  ２０１２年～３年連続で洋菓子の世界的祭典「サロン・デュ・ショコラ」
 （パリ）に出展を果たしたものづくり企業の経営理念を探ります。
 ものづくり企業の新たな挑戦のキッカケとして、ぜひご参加ください！

 【日  時】平成２７年７月２２日（水）14：00～16：00

 【会  場】長岡商工会議所２Ｆ大ホール

 【講  師】㈱向山製作所 代表取締役 織田 金也 氏

 【お申込み】参加申込書に必要事項をご記入のうえ、
        長岡商工会議所ＦＡＸ：３４－４５００へお送りください。
       ※参加申込書は、下記のアドレスからダウンロードできます。

 【問合せ先】長岡商工会議所 経営支援係
        TEL：３２－４５００ FAX：３４－４５００

 【詳  細】http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/567/

--------------------------------------------------------------------
  ②「わかりやすい財務分析セミナー」のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・自社、同業他社、取引先などの経営状況を把握するためには、財務分析の
 知識を身につけることが必要ですが、財務分析は難しいイメージがあるた
 め敬遠されがちです。本セミナーでは、経営状態を把握するうえで押さえ
 ておくべき数字等、業績を判断するために必要な財務分析の手法をわかり
 やすく解説いたします。多くの皆様のご参加をお待ちしています。

 【日  時】平成27年7月28日（火）午後2時00分～午後4時00分

  【会  場】長岡新産管理センター２階大会議室
 
 【講  師】財務リスク研究所㈱ 代表取締役 横山  悟一 氏

 【受 講 料】無 料
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 【申  込】参加申込書に必要事項をご記入のうえ、
        長岡商工会議所（FAX:34-4500)へお送りください。

  【お問合せ】長岡商工会議所 経営支援係
        TEL：３２－４５００ FAX：３４－４５００

 【詳  細】http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/568/

--------------------------------------------------------------------
  ③直前対策！「マイナンバー制度対応セミナー」のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・2016年1月より運用が開始される「マイナンバー制度」は、マイナンバー
 を含む個人情報を「特定個人情報」として定義し、取得・管理については
 従来の個人情報以上に厳格な運用が義務付けられるもので、国内で事業活
 動をする全ての事業者に対応が必要な制度です。
  本セミナーは、今年10月から国民一人一人に12桁のマイナンバー（個人番
  号）が通知されるのを控え、直前に迫ったマイナンバー制度にどう対応す
  べきか、わかりやすく解説いただきます。

 
  【日  時】平成２７年９月２日（水）14：00～16：00
  
  【会  場】ハイブ長岡２Ｆ特別会議室「けやき」(長岡市千秋3-315-1)

  【講  師】㈱野村総合研究所
         未来創発センター 制度戦略室長 梅屋 真一郎 氏     
  
  【受 講 料】無 料（定員150名・先着順）

  【詳  細】http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/561/

--------------------------------------------------------------------
 (6)長岡技術科学大学からのお知らせ！
  ①技学イノベーション推進センター「第３回MACKIY講演会 in 長岡」の
   お知らせ！
--------------------------------------------------------------------
・長岡技術科学大学「技学を基礎にした超インターセラミックス研究開発拠
 点」プロジェクト、『第３回MACKIY講演会 in 長岡』を開催します。
 ぜひご参加ください。
 
 【日  時】平成２７年７月１７日（金）13:00-17:40 

 【会  場】長岡技術科学大学 機械・建設1号棟3F 大学院講義室 

 【詳  細】http://www.nagaokaut.ac.jp/j/annai/gic/info/2015_06_15mackiy.html

--------------------------------------------------------------------
 (7)長岡工業高等専門学校からのおしらせ！
  ①国際会議（EM-NANO 2015）において長岡工業高等専門学校の専攻科生
   がPoster Awardを受賞！
--------------------------------------------------------------------
・6月16日(火)～19日(金)に新潟市朱鷺メッセ国際会議場で開催された、
 第5回有機・無機電子材料とナノテクノロジーに関する国際シンポジウム
 (EM-NANO 2015)）において，長岡工業高等専門学校の専攻科物質工学専攻
 1年 江部日南子さんが、専攻科特別研究テーマとして取り組んでいるペロ
 ブスカイト太陽電池に関する研究成果を発表し、研究内容・発表が高く評
 価され全169件から11件選ばれた「Poster Award」を受賞しました。
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 【詳  細】http://www.nagaoka-ct.ac.jp/info/30186.html

--------------------------------------------------------------------
  ②先端的ロボットと知的システムに関する国際会議でBest Paper Award
   を受賞！
--------------------------------------------------------------------
・5月29日(金)～31日(日)に国立台北科技大学において開催された先端的ロ
 ボットと知的システムに関する国際会議において、長岡工業高等専門学校
 機械工学科 池田富士雄 准教授、電子制御工学科 外山茂浩 准教授による
 論文”A Proposal of Right and Left Turning Mechanism for Quasi-
 Passive Walking Robot”が、Best Paper Awardを受賞しました。

 【詳  細】http://www.nagaoka-ct.ac.jp/whatnews/30096.html

--------------------------------------------------------------------
05.ＮＡＺＥ：今後の主な行事・会議予定       
 
◇ ７月１５日（水） 16：20～ 長岡技大研究室見学会
◇ ７月１５日（水） 17：00～ 交流部会④・ミニ講演会
◇ ７月１６日（木）  9：30～ 現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ②
◇ ７月１７日（金） 17：30～ 交流塾①
◇ ７月２１日（火） 18：00～ ＮＥＸＴ道場⑤
◇ ７月２２日（水） 17：00～ 経営戦略企画チーム打合せ会④
◇ ７月２３日（木）  9：30～ 現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ③
◇ ７月２３日（木） 17：30～ 技術部会④
◇ ７月２７日（月） 16：00～ ５Ｓチェック会 Ａグループ検討会
◇ ７月２８日（火） 13：00～ 近隣企業 工場見学会
◇ ７月３０日（木）  9：30～ 現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ④

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
ご意見・ご要望・ご感想・ご紹介したい内容等をお寄せください。
 ☆★☆会員募集中です！ お問い合わせは事務局までお願いします☆★☆
 ＮＰＯ法人長岡産業活性化協会ＮＡＺＥ
 〒940-2127 長岡市新産4-1-9NICOテクノプラザ内 http://www.naze.biz
      TEL:0258-42-8700 FAX:0258-42-8701 E-mail:info@naze.biz
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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