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特 集 地域に貢献する小金井稲門会員たち
小金井稲門会の多くの会員たちが、自分たちが暮らす足元の小金井市で「地域貢献」に取り組み、汗を

流していることを、ご存じだろうか。

町会・自治会の世話役はもとより、地域を活性化するＮＰＯ法人の役員として、あるいは障がいを持つ

子どもたちに寄り添うボランティアとして――。その活動の幅は広く、多面にわたっている。

「ザ紺碧」は、そうした「地域貢献」に取り組む会員たちの姿を今後、ご紹介していきたい。小金井稲門会

をきっかけにした人と人との出会いが、より豊かに、より刺激的なものになるようにという期待からだ。
それは、会に新しい可能性をもたらすかもしれない。

今回は第1弾として、市役所の審議会の委員や民生・児童委員など、地域の≪行政≫≪教育≫≪福祉・

医療≫を支えている4人にご登場いただいた。
（ 2面に続く）

第２特 集 小金井稲門会ホームページを春から刷新！
リニューアル奮戦記

遠藤圭司 (2002年卒 社科院)

現在のホームページは、2009年の小金井稲門会創立50周年を

機に、先輩方のご尽力により、制作されました。充実したコンテンツ

が特徴の一つであり、今日まで、当会の魅力を発信し続けています。
ネットによる広報力は大きく、他市の稲門会の皆さまからもご好評

を頂いております。

当会のようなボランティアで支えるサイトの維持・管理は、技術的

な専門性をもつことから、担当者に負担がかかるのも事実ですが、
小金井稲門会ウェブサイトは、日々、更新されています。

HPリニューアルイメージ

（ 現在までの担当、鮎川志津子さん＜1987年商＞のご尽力の賜物です。
ここに感謝申し上げます）

リニューアルに向けて
2015年夏に西村正臣会長から「サイトをさらに活用すべく、新しい感性でリニューアルできないか」
と

のご提案が遠藤にありました。早速、どのような視点を取り入れたら持続可能なサイト管理ができるか、
現状の課題を踏まえつつ、河村副会長、金子事務局長を交え、役員・会員の皆さん、先輩方からご意見い

ただきながら、半年にわたり、5回ほど会議を重ねてきました。

リニューアルに際しては、サイトのデザインやコンテンツは、見やすく、わかりやすく、そして会員の皆さ

んが参加しやすい（アクセスしやすい）サイトにすること。また、イベントの出欠管理をサイト上で行うこと
ができないか、など様々な意見が述べられました。
（ 7頁に続きます）
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民生委員

福岡貴子さん（1982年卒 教育）
の額が毎月支給されます」
――小金井市内ではどのくらいの人数でやられ
ているのですか？

「各町内に数名ずつ割り振られていて、私の

本町2丁目では2名です。
全体で70名くらいです

ね。
ただいつも人手不足でぽっかり空いている
地域もあります」

――家庭訪問の活動日は決まっているのですか？
「私は主に週末です。本当によくやられている

方はほとんど毎日にちかいでしょう。

それと月1回は市役所に行かなければなりま

せん」
――民生委員になられたそうですね。

――市役所から訪問先の指定などは？

生委員をやられていた方が病気で出来なくなっ

必ず訪問することになっています。
通常は訪問先

「毎年、75歳と80歳になられた方のところは

「昨年の10月からです。
ご近所の、いままで民

のリストをもらって地図にマークをしてから行き

て、交代してほしいと頼まれちゃったんです」

ます。
なかなか分かりにくいお宅もあります。
でも

――民生委員はどんな仕事をしているのですか？

私は稲門会でポスティングも担当していますか

「地域の住民の皆さんと市役所とのつなぎ役、

ら結構、地域の地理には強いですね」

パイプ役です。困っている方の相談にのり、疑問

――訪問のさい決まって持っていくものなんて

や質問があれば自分でも調べて解決の手助け

ありますか？

になるよう努めています。
毎月の定例会議の出席

「バッジ3つ（民生委員章、民生委員100周年

と月1回の活動記録提出は必ず求められています」

バッジ、子供虐待防止キャンペーンバッジ）
と身

――なかなか大変そうですけど、
どんな問題が

分証明書、
民生委員手帳。
何か忘れることも多い

多いですか？

ですね」

「民生委員は児童委員も兼ねています。最近

は子供の虐待がいろいろ問題になっています。

――やってみて驚かれたり困ったりしたことは・
・

流もなく一人暮らしや子供と二人暮らしのお年

の差がびっくりするくらい大きいことですね。

「おなじ80歳でも元気な方とそうでない方と

それと小金井市ではお年寄りの問題。地域の交

困ったのは訪問した際、物売りに間違えられたり、

寄りも多いのです」

うるさがられたりしたことですね」

――お仕事や稲門会の幹事役など、お忙しそう

――逆に面白かったことは・・

なのによく引き受けられましたね。

「この間、小金井街道わきの住宅街を訪れた

「市の青少年健全育成会の委員をしているの

で、地域とのつながりが多少あったからですけど、

ときに、
この近くにオノ･ヨーコさんのご実家の

って初めて地域での活動というものと、年齢幅の

は相当な資産家のお嬢さんだったとか。
そんな

った気がしました。
この影響はとても大きかった

――お仕事と稲門会の幹事だけでも大変忙しい

別荘があったと聞かされました。
オノ・ヨーコさん

もうひとつのきっかけは稲門会です。
稲門会に入

知らない話が聞けるのは楽しいですね」

ある方たちとのお付き合いで、
自分の視野が広が

ですね」

中、民生委員の活動も始められた福岡さん。

どうぞ地域のお年寄りや子供たちのために

――まったくのボランティア活動ですか？

がんばってください。（聞き手・金子正和）

「はい、無報酬です。
ただし、活動費として弱干

2

2016年(平成28年）2月20日発行 小金井稲門会会報第44号

小金井市国民健康保険運営協議会委員

穂坂英明さん（1977年卒 理工）

市町村もある一方、赤字の自治体も多いのが現
状です。小金井市の国保財政も赤字です。

以前はたいへんだったようですが、今はその

赤字の部分が少しずつでも改善されてきています。
国保の収入は、国保に加入されているみなさ

んが納めている国保税と行政の公的財源です。
その収入よりも支出が上まわると当然、財政は
赤字になります。
赤字が続けば、国保税の値上が

りにもつながり、
みなさんの負担も重くなってしま
います。

（仕事中なのでマスク姿なのです）

今後もできるだけ赤字を減らし、財政の健全

―― 一昨年1月から小金井市の国民健康保険
（国保）
運営協議会の委員ですね。
国保運営

化を図ることが当運営協議会の課題の一つです」
――小金井市の国保財政安定化のために、運営

協議会とは？

協議会ではどのような取り組みを？

「一言でいうなら、国保事業の運営の適正化

「国保会計の主な支出は医療費であるので、

を図るための協議会ですね。必要な意見の交換

医療の効率化を図ることが重要になります。

や調査、審議、
さらに市町村長への意見の具申

近年、国の政策でも医療費削減のために、
ジェ

を行うために設けられています」

ネリック医薬品（後発医薬品）の使用を促してい

――どんな方が委員に？

ますが、当運営協議会でもジェネリック医薬品の

「小金井市では被保険者代表5名、保険医（医

使用促進の啓発について審議しています。

師・歯科医）
・保健薬剤師代表5名、公益代表5名、

今年1月の会議でもそのことが議題になり、活

被用者保険代表2名の計17名。
それぞれの立場

発な意見交換がなされました。

の利害等を調整していくことで、事業が円滑に

我々医師は、医療費削減のために何がなんで

行われるようになります。

もジェネリック医薬品を用いるということは考え

委員は特別職の地方公務員（市町村職員）
で

ていません。

あり、非常勤とされ、市町村長が任命することに

用いる場合は、患者さんに薬を変えることに

なっています。任期は2年です」

ついてじゅうぶんに説明をして、
ご理解いただい

――委員になられたきっかけは？

たうえで、慎重に使用します。
もちろん、副反応等

り、後任の依頼があって小金井市医師会の代表

対応していきます。

が生じたときは、
もとの薬に戻す等、すみやかに

「前任の保険医代表の委員がお亡くなりにな

昔は、医師と患者さんの間に上下関係があり

として委員になりました。保険医代表は、4名（う

ましたが、最近そのような関係はあまり見かけな

ち歯科医師1名）
です」

くなりました。医療現場でも運営協議会でも、対

――なられてのご感想は？

等な立場で問題を解決していくようになってきて

「患者さんの医療保険が、国保でも健保でも、

います。

それが診療に関係することはまったくありません。

そうした関係がこれからの医療をよくしていく

ですから、
これまで医療保険にあまり関心はなく、

ように思います」

診療所の運営の範囲だけに関係していました。

――委員になって何か困ったことは？

運営協議会の委員になる前は、国保の運営等

「委員の数が多いので、個々の希望に合わせ

や住民の方が医療について思っていることなど、

られないのは当然ですが、会議は平日の診療時

知る機会がほとんどありませんでした。

間内のことがあり、
そこが少し悩ましいところです」

例えば、小金井市の国保財政についてもそう

（聞き手・福岡貴子）

です。
国保財政には地域格差があり、余裕のある
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小金井市教育委員会 社会教育委員など 中村彰宏さん（1982年卒 教育）
――やってよかったことは？

「多様な当事者が集まって、
自分たちで議論し

た事が形になるのは、おもしろいですね。

『第3次生涯学習推進計画（案）
』は、一からつ

くるようなところがありました。市の計画で推進
されていくという醍醐味が味わえました。

また、社会教育は範囲が広いので、いろんな

人と知り合えたのが財産です。体育協会、文化

連盟、
ソロプチミスト協会などを代表している方

とは、いまだにお付き合いがあります」

――他にも審議会の委員をされているとか？

――2010年から昨年9月まで市教委の社会教育

「社会教育委員と並行して、
貫井北町地域セン

委員を務めていたそうですね。
どんな役割

ター建設市民検討委員会委員も務めていました。

を担っているのですか？

その縁で、現在は貫井北センターと東町セン

ターにある図書館・公民館を運営するNPOの副

「教育委員会からの諮問を受けて、提言、方針

理事長も務めています」

を策定するほか、社会教育関連団体の登録審査
などをします。
また、市の体育大会、成人式など

――NPOの取り組みの特長は、なんでしょうか？

社会教育関連行事や近隣市との会議、研修会へ

「ある日、
『ビブリオバトル』の新聞記事を読み、

も出席します」

小金井でもやれたらと思い立って、関係者に紹

――どんな人たちがなっているのですか？

介しました。
図書館をはじめ学校でもやろうと呼
びかけて、貫井北センター、前原小、南小などで

「社会教育関連団体を代表する方々、学校長・

定着してきました」

学識経験者と公募市民3名を合わせた10名で

構成されています。私は、公募で応募しました」

――「ビブリオバトル」
とは？

――なぜ、委員になろうと？

「ゲーム感覚を取り入れた書評合戦です。

各発表者が、良いと思った本を参加者に5分

「学生時代、教育学部の社会教育専修だった

ので、実際にその分野で携わってみたかったか

で紹介した後、2分の質問タイムで本の魅力を

の承認を受けるまで3段階。選考は厳しかった

を投票で決め、多数の支持を集めた発表者が勝

引き出し、最後に参加者が読みたいと思った本

らです。書類選考の後、面接があり、教育委員会

ですね。審議会の任期が1期2年で、3期6年まで

ちになります。
短時間で本の魅力をプレゼンする

後の3期目で議長を経験するとは思ってもみま

の読書会での取り組みにヒントを得たものです」

教育効果も期待されます。
もともと、大学のゼミ

できる決まりなのですが、当初は3期も務め、最
せんでした」

――早稲田でのご専門を活かして、地域貢献活
動に取り組まれているのですね。当時と比

――仕事との両立は大変だったのでは？

べて、社会教育の分野で変化を感じている

「会議は通常、平日の日中に、本会議が年間8

ことは？

回、小委員会が5回。仕事のお客様や会社から

「社会教育に企業が入ってきています。
企業が

の電話に中座させてもらいながら、取り組んでい

ました。議長になってからが、特に大変でした。

関わることがトレンドになっていて、そこが昔と

近隣市とのブロック会議の主催や「青少年のた

の学問と今とは、
だいぶ様変わりしてきました。

ました」

ことでしょうか」

違うところです。私が学生の頃、学んでいた机上

市の『第3次生涯学習推進計画（案）』の策定、

企業側の意識がそれだけ変わってきたという

めの科学の祭典」への出展など精力的に活動し

4
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2016年(平成28年）2月20日発行 小金井稲門会会報第44号

小金井市情報公開・個人情報保護審議会委員

篠崎潔さん（1968年卒 法）

――体育会のイメージが強い篠崎さんが、市の
審議会の委員というのが、失礼ながら意外

な印象を受けました。

「ちょっとイメージが湧かないでしょう
（笑）。

中村（彰宏）
さんから
『やってくれないか』
と

言われたのよ。

俺も小金井市に長く住んでいるから、
『恩返し』

のつもりでやってみるかと思って、引き受けたん

だ。
自分から応募したんじゃないんだ」
――じゃあ、公募委員じゃなくて・・・

「そう。小金井市の情報公開・個人情報保護

審議会は、学識経験者が5人以内、市民ならび

に市内の地域団体およびその他の団体の代表

が8人以内で構成されていますが、俺は教育委
員会からの推薦ということで委員になったの」

――審議会の会議録を見ると、篠崎さんは「『常

――どれくらいやったのですか？

用』
とは何か、
『長期』
とどう違うのか」などと、

「2011年10月1日から2015年9月30日まで。

市民にとってわかりにくい行政用語に切り込

委員の任期は2年だから、2期4年やったわけ

んでいますね。

だ」

「俺は、行政経験者や専門家がなる学識の委

――この審議会の役割は？

員じゃないからね。

「ちょうど1月15日付けの市報に
『情報公開制

最初の会議での自己紹介で
『私は40年間ずっ

度・個人情報保護制度を紹介します』
という記事

と民間企業に勤めてきました。市の行政関係は

が出ていたので、持ってきたよ。

まったく初めて、素人同然です。
だから民間の目

情報公開制度とは『市が保有する市政情報を

から見て、おかしいと思うことを発言しますので』

どなたにでも原則として公開する制度。市が保

と話しましたね。

有する情報は、
どなたでも市政情報の公開請求

だから語句の意味を確認したり、行政側がよ

をすることができます』
とある。

くカタカナを使うので『ちゃんとした日本語があ

一方、個人情報保護制度とは、簡単に言えば

れば、
日本語でやってくれ』
と注文したりしました」

市が集めている市民の個人情報を目的以外で

――４年やられて、
どんな感想を？

利用したり、外部に提供したりせず、保護・管理

「審議会自体は、
ああこんな風にやってんのか

するというもの。

なというぐらいだね。

審議会は、市役所の各部署がルールに沿って、

市の仕組み、行政の仕組みが分かったことの

きちんと運用しているかをチェックするという役

方が大きいね。
この課、
この係はこんなことをや

割を担っているんだね」

っているのかを知ったことが新鮮だったね」

――ご持参いただいた
「制度の手引き」
にも、
付箋

――委員として篠崎さんの貢献を挙げるとすれば？

がつけられ、詳しく読まれた跡がありますね。

「市の報告が、一般の人にとって分かりやすい

「そりゃそうですよ。委員には1回あたり1万円

の報酬がでるんですよ。

ものになるようにしたことかな。

ことはできないよね。

ってくれ』
とお願いし、それは実現したね」

それから審議会の説明書類も
『要約版をつく

税金から出ているわけだから、いいかげんな

（聞き手・佐藤和雄）

俺はほら、真面目だからさ
（笑）
」
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女子会

この一年を振り返って

を頂くだけでなく、床の間の軸をはじめ、お花、
お香、焼き物、塗りもの、指物の他、着物や帯、そ

冨士森 みつ

して露地の佇まい等まで、正にいろいろな要素
が入っています。

（1983年 法学部卒）

また、お花やお道具、お菓子等により、四季折

々を感じる事ができるのも、お茶の世界の特徴

です。

このようなお茶の分野では、当会同様、
ご高齢

でもお元気な皆様が多く、自分自身はまだまだ
お稽古途中の若輩者です。

たまたま手にしたホールイベント案内をきっ

かけに、新春交流会で皆様のお仲間に入れて頂
いてから、一年が過ぎようとしています。

これまで、年次の稲門会に参加、活動してきた

私にとって、身近であるはずの地域の稲門会は
未知の存在でした。

（裏千家「ヨーロッパのつどい」に参加し、薄茶席で点前
を担当しました＝裏千家ホームページより転載）

卒業後30年以上経ち、世間ではそれなりの年

ただ、あと数年後の将来、仕事から離れた時

齢になっていますが、当会ではまだまだ元気な

先輩方が多く、
イベント参加者の中でも、
自分が

には、
このお茶の世界を少しでも多くの皆様に

驚いています。

ができるように、日々お稽古に励んでいる現在

味わっていただきたく、
自分なりにそのお手伝い

年齢の若い方から片手に入るような状況が多く、

です。

当会においても、いつか、おもてなしできる機

入会後は、バーベキュー大会やグルメツアー

会があれば、
と思っています。

等にも参加し、楽しい時間を過ごさせて頂いて

いますが、
すぐ近くにこんなに頼りになる大勢の

日本では、今後、
オリンピックやパラリンピック

先輩方がいらっしゃることは、嬉しい限りです。

をはじめとして、
観光目的などを含めて、
海外から
来日される方がいっそう多くなります。

個人的な活動として、
この２月の早稲田サロン

そのような皆様にも、何らかの形で、少しでも

でも少しお話させていただきますが、大学卒業

お茶を楽しんでいただけるようにしていきたい

前から茶道を学びはじめ、気がつくと30年以上

と思います。

になっています。

また、当会のいろいろなイベントでご一緒させ

茶道は、
日本の文化の総合芸術と唱われる方

ていただきますが、皆様、今後とも、
どうぞよろし

もいらっしゃいます。

くお願いいたします。

本当に、ただお茶を練り、点て、お茶とお菓子
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された暁には会員の皆様が使いやすいような

ホームページが変わります

運営ができるように努力したい」。

〜リニューアル奮戦記〜

宮浦さんは「お役に立てることならなんでも・
・」

とご快諾。
ホームページは、
コンテンツ
（中身・内

容）が重要になってきますが、
「入会案内を目立

（1面から続く）

リニューアルのポイント

つようにした方がいい」
とのアイデアを早速に
いただきました。

今回のリニューアルの趣旨は3つです。

1つは、
ツールの変更（専門的知識が少なくても

トップページには…

管理・更新を対応可能に）
。
2つには、
体制の変更

トップページは、早稲田を心の故郷にする小

（複数のメンバーによるチーム管理へ）。

金井の“人・街・暮らし”をイメージして、3種類

3つ目は、現行ホームページの発展的な継承

〔１．大学の写真
（例：大隈講堂など）
、２．小金井

（広報活動でのホームページの役割再確認）に
なります。

の風景写真、３．小金井稲門会の活動写真〕を

ホームページ委員会発足へ

お気に入り写真のご提供をお願いしています。

想定しました。河村副会長に日頃、撮りためた

どうぞお楽しみに！

サイトを維持するツールの変更に伴い、専門

なお、今までのサイトは、アーカイブとして

的な知識が少なくても安心して更新できる体制

を整えました。
いまやパソコン、
インターネットが

そのまま残しますので、
ご安心ください。

となりました・・・とはいえ、更新・管理に向けて、

2016年3月を予定

しゃるか・・・と、心配しましたが、なんと、三人の

｢武蔵野から｣の担当・横田さんに依頼し、新

苦手な世代にも使いやすく、わかりやすい時代

リニューアルの作業は、編集プロダクション

多少でも、興味や関心を持つ会員の方がいらっ
方がお引き受けくださり、そんな心配は杞憂に

ホームページは、3月中旬までに完成予定です。

宝庫だと実感…。

たり、専門家ではないため、いろいろと不慣れな

メンバーは、石井嗣剛さん（1967・理工）、眞鍋

の声(記事やイベント案内、
あるいは、写真など)

メンバーは、仕事の傍ら、更新・管理作業にあ

終わりました。
小金井稲門会は、“多才”な人材の

点もあるかと存じますが、なにより会員の皆様

昨年11月にホームページ委員会が発足し、

松郎さん（1973・法）、宮浦孝明さん（1984・

も可能な限り、
ご協力いただきながら、サイトに

スタートしました。

ください。

反映したいと考えておりますので、有効にご活用

一文）
、遠藤圭司（2002・社院）の4名で、
まずは

眞鍋さんの言葉を借りれば、
「ホームページは、

発信者ばかりが意気込んでも意味がありません。
訪問者
（受信者）
もコメントを投げ返していただき、

ホームページが一方通行の単なる瓦版になら
石井嗣剛さん 眞鍋松郎さん 宮浦孝明さん

ないように」
しなければなりません。いつでも改

遠藤圭司

善に向けたご意見・ご感想をお寄せいただき、

メンバーのご紹介

ぜひ“会員参加型”にお力添えいただければ幸い

です。

石井さんは、以前、事務局長を務められ、別の

新しいコンテンツ、
あるいは、皆さんにご覧い

ホームページソフトの利用経験があり、
「私の方
から可能でしたら・
・」
と、契約手続きの関係を引

ただきたい記事を更新した際には、アナウンス

眞鍋さんは、退職後インターネットに興味が

ていきましょう。新しいサイトが、会員の皆様の

いたします。ぜひ、
アクセスする楽しみを味わっ

き受けてくださいました。

より深いつながりの場となることを願ってやみま

あってプログラム言語や仕組みを独学で習得さ

せん。お読みいただき、ありがとうございました。

れ、何かお手伝いができるのではないかと思い、

（担当・遠藤圭司）

メンバーに立候補。
「新しいホームページが公開
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小金井稲門会ニュース

「安心して自宅で死ぬための準備とは」
市民公開講座 6月11日開催

在宅医療の専門家
新田國夫医師を講師に

小金井稲門会が一般市民に開かれた
「学びの場」
として

企画している市民公開講座。2016年度は、超高齢化社会

の中で切実な関心が寄せられている
「在宅医療」の第一

人者である新田國夫氏を講師に招き、6月11日
（土）に商工会館で開催する。
新田さんは1967年早稲田大学第一商学部卒業、1979年帝京大学医学部卒業、帝京大学医学部付属病院

第一外科入局。新行徳病院外科部長を経て、1990年医療法人社団つくし会新田クリニック開院。全国在宅療養
支援診療所連絡会会長、NPO在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク理事、国立市医師会会長などを務

める。評論家の樋口恵子さんは新田さんの著作『安心して自宅で死ぬための5つの準備』について
「新田國夫先生
は、高齢者の切実な願いに応えて、高齢者の尊厳ある生と死を支え地域医療の新しい地平を拓いている。若者
から高齢者、家族、医療福祉関係者、必読の書！」
と激賞している。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事務局が新体制でスタート
昨年の11月14日の総会で、役員人事が承認されたことで事務局が新たにスタートした。

メンバーは金子正和事務局長、今中京平事務局次長、桂雄二郎幹事、長坂義明幹事、平井信夫幹事、福岡貴子

幹事の6名。会計幹事も2名新たになり皆川保則幹事と石井嗣剛副会長が就任した。

西村会長1年目の大幅な人事交代は実は、相次ぐ体調不良者や入院患者の続出にあった。一時は中心的な幹

事の事務局長、両会計幹事の3名がそろって四役会にいないとの事態になっていたのだ。

新事務局を6名と増員したのは、万一の時の交代制を整えるとともに事務局の仕事が増えていることによる。

というのも、坂井研次郎副会長が会計以外に長年にわたって、小金井宅配便の手配、入退会者の手続きや連絡、
名簿の管理、補助金関連の校友会本部とのやりとりまで実に細かくまた幅広くこなしてきて下さったからだ。
そうい

った諸々の仕事が本来の事務局業務に戻ってきたということである。
さらに昨年には三多摩事務局連絡会議が新
たに設置されるなど、対外的なつながりが強まっていることもある。

「渉外」
「広報」
「書記」
「総務」
「管理」
といった仕事にメンバー全員が少しずつでも慣れるよう動き出したという

ところが実状。精いっぱい頑張っていきますので、
どうぞよろしく。

（事務局長・金子）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆新会員のご紹介◆

山口直人さん (1976年 商学部卒) 小金井市緑町2丁目 《趣味はカラオケ》

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＊題字は國分ひろみさん。デザインと編集協力はサーズデイデザイン（電話042-301-4555）
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