
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粉河寺（和歌山県紀の川市粉河） 撮影: 和歌山県フォトギャラリー （許諾済） 

 

 

 

 

 

 

早いもので、令和３年の年が明けて８カ月が過ぎ

ようとしています。 

会員の皆様にはご健勝で業務遂行されていること

と存じます。 

新型コロナウイルスが発症して２年が経過しよう

としています。 

全世界に拡大し、パンデミック状態に陥り、挙げ

句にウイルス自体変異し、より強力なデルタ株等に

パワーアップしている状況であります。 

そもそもこのウイルスは中国武漢より全世界に伝

染したものである。我々はこれを忘却してはならな

い。 

さて、このコロナ禍における我々行政書士の業務

への影響はどうだろうか。今のところそれほどの影

響はないように思われる。 

しかし、今後日本経済の回復が思うように行かな

ければ徐々に影響が出てくると懸念される。 

本会としてはより一層の広報活動に力を入れ、国

民に行政書士の業務を理解してもらい、利活用して

頂くのが一番ではなかろうか。 

 

 

 

 

 

また、官公署の行政書士に対しての理解を深める

為、毎年広報月間として１０月に各官公署を各支部

が中心となって訪問しています。ご承知の通り受付

窓口を含め、人事異動によって２～３年で各課等の

配置換えによって我々の活動広報が年１回のみでは

理解されない現実があります。根気よく粘り強くお

願いをしていくスタンスで望むべきだと思います。 

申し遅れましたが、過日の総会に於いて再度会長

に選ばれました。９期となりますが、会員皆様のご

理解ご協力を切にお願いして結びと致します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年 
１２月 

  ９日（水） 理事会 

〃    無料相談会 

１１日（金） 女性部会 

１４日（月） 広報部会 

１５日（火） 入会説明会 
１６日（水） ＩＣＴ特別委員会 

 

令和３年 

１月 

１３日（水） 無料相談会 
１５日（金） 正副会長会議 

１８日（月） 女性行政書士による女性の為の無料相談 

２２日（金） 入会説明会 

２７日 (木)  専門士業団体連絡協議会理事会・幹事会 

          （笠野会長、坂口副会長出席） 
 

２月 

４日（木） 県空き家協議会（北井業務部長出席） 
１０日（水） 無料相談会 

１６日（火） ７０周年記念式典実行委員会 
１７日（水） 国土・農地専門部会委員会 

１８日 (木)  建設特別委員会 

２０日（土） 街頭無料相談会 

２４日（水） 選挙管理委員会 

 〃    ＡＤＲ認証取得済単位会課題検討協議会 

[ZOOM 会議]（池田副会長出席） 

２５日（木） 入会説明会 

２５～２６日 日行連経理部会[ZOOM 会議] （笠野会長出席） 

 

３月 

２日（火） 運輸交通業務特別委員会 

５日（金） 監察部会 
１０日（水） 無料相談会 

１５日（月） 女性行政書士による女性の為の無料相談       

１７日（水） 広報部会 

１８日（木） 建設特別委員会研修会 

１９日 (金)  会則改正委員会 

２２日（月） 企画部会 

２３日（火） 業務部会・ＡＤＲ特別委員会・試験委員 

２４日（水） 人権研修会 

２５日（木） 入会説明会 

   〃    近畿女性行政書士担当者会議 

（岩橋女性部会長、柳同副部会長出席） 

２６日（金） 総務部会・実務研修委員会 
２９日（月） ＩＣＴ特別委員会 

３０日（火） 女性部会 

３１日（水） 近協ＨＰ担当者会議（尾崎ＩＣＴ委員長、 

中島同副委員長出席） 

 

４月 

２日 (金） 正副会長会議・70 周年記念式典実行委員会 

７日（水） 表彰委員会 

１２日（月） 入会説明会 

１４日（水） 無料相談会 

１６日（金） 経理部会 

２０日（火） 会計監査 

２７日（火） 理事会 

 ３０日（金） 那賀支部総会（書面決議） 

 

 

５月 

６日（木） 入会説明会 
１２日（水） 無料相談会 

 〃    有田支部総会 

１３日（木） 和歌山市支部総会 

１４日（金） 田辺支部総会(書面決議）・新東支部総会 

１７日（月） 女性行政書士による女性の為の無料相談会 

１９日（水） 海南支部総会 

２０日（木） 御坊支部総会 
２１日（金） 入会説明会 

２４日（月） 伊都支部総会 

２５日（火） 議事運営委員会、総会前打合せ会議 

 ２７日（木） 定時総会 

 

６月 

９日（水） 無料相談会 

１２日（土） 丁種封印研修会 

１４～１５日 日行連定時総会 

（及川副会長、太田副会長出席） 

１８日（金） 入会説明会 

２１日（月） 専門士業団体連絡協議会総会（笠野会長 

坂口前副会長出席） 

２３日（水） 正副会長会議 

２５日 (月） 弁護士会新役員就任披露の会 

（池田副会長出席） 

  

７月 

２日（金） 実務研修会・理事会 

  ６日（火） 土地家屋調査士制度制定７０周年記念式典

（笠野会長出席） 

７日（水） 和歌山県空き家協議会（北井業務部長出席） 

９日 (水） 行政書士試験説明会[ZOOM 会議] 

（池田副会長、中島理事出席） 

１４日（水） 無料相談会 

１９日（月） 女性行政書士による女性の為の無料相談会 

広報部会 

２１日（水） 企画部会 

２６日（月） 試験委員会 

２７日（火） 監察部会 

２８日（水） 国土・農地専門部会委員会 

２９日（木） 実務研修委員会・総務部会 

３０日（金） 建設特別委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊ 編 集 後 記 ＊＊ 
  

もうすぐ２０２１年度行政書士試験ですね。私は単身

赴任時代に独学で試験勉強していましたがこの時期あせ

りまくっていて集中できずに時間だけが速く過ぎていた

気がします。 

スターバックスでラテを飲みながら過去問を解いて

「あともう 3 ケ月あればなぁ」と思っていた記憶が蘇り

ます。皆様はこの時期いかがでしたでしょうか？ 

さて、定時総会では、重要な会則改正がありました。

詳細は６ページをご覧ください。 

また、国土農地専門部会という新たな部会が本格的に

スタートしております。この部会は、当会の会員が携わ

る、農地をはじめ、開発に関する許可申請・景観の届出

など、「土地」に関する様々な手続を円滑に進めていく

ための一助となるべく設立されました。大いに期待した

いと思います。 

              （広報部 辻本利広） 
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＊開催日時 令和３年５月２７日（木） 

午後２時～３時２０分 

＊開催場所 和歌山市屋形町２丁目１０番地  

      ルミエール華月殿 ６Ｆ「富士」 

＊議決権の表示 (1)会員総数      ３４５名 

この議決権数    ３４５個 

(2)本日の出席者総数 ２３３名 

（本日の出席者４６名 委任状によるもの１８７名） 

(3)この議決権数   ２３３個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．黙 祷 

２．開会の辞 池田副会長 

３．会長挨拶 

４．来賓祝辞 

５．表彰状授与 

（１）叙勲及び褒章受章記念品の贈呈 

司会者より旭日双光章受賞者（池田卓司会員）の紹介

を行い、会長より記念品を贈呈した。《欠席者》黄綬褒章

受賞者（川口吉雄会員、岡本恒男会員） 

（２）和歌山県行政書士会会長の表彰状授与及び記念品贈呈 

司会者より和歌山県行政書士会会長表彰受賞者（川端

啓司会員､大石ひとみ会員、柳小美智会員）欠席者（谷久

保浩二会員）の紹介を行い、会長より表彰状と記念品を

授与した。 

   次に司会者より永年表彰受賞者（及川成昭会員、前島

宏俊会員）欠席者（浦祐輔会員）の紹介を行い、会長より

各人に表彰状と記念品を授与した。 

   最後に司会者より会長感謝状受賞者（原田敬司会員）

欠席者（冨士尾沙良会員）の紹介を行い、会長より各人に

表彰状と記念品を授与した。 

６．受賞者代表謝辞 

 受賞者を代表し、川端啓司会員より謝辞。 

７．会員の異動報告 

８．入会者の紹介 

９．出席状況の報告 

会員総数３４５名。本日出席会員数４６名。委任状によ

るもの１８７名。議決権総 数２３３名。司会者より過半

数が出席されている旨の報告があった。 

10．議長、副議長の選任 

議長に神山和幸会員（和歌山市支部）副議長に稲田満彦

会員（和歌山市支部）の両会員が選任された。 

11．議事録作成者、議事録署名者の指名 

12．議案審議 

（イ）第１号議案  令和 2年度事業報告承認の件および第２

号議案令和２年度決算報告承認の件（監査報告を含む） 

採決の結果、第１号議案、第２号議案は原案どおり

可決承認された。 

（ロ）第３号議案  令和３年度事業計画案承認の件および第

４号議案  令和３年度予算案承認の件 

採決の結果、第３号議案、第４号議案は原案どおり、

可決承認された。 

（ハ）第５号議案 和歌山県行政書士会会則一部改正案承認

の件 

本日の出席会員数は４５名、全会一致で可決された。 

（二）第６号議案  役員改選の件 

中畑選挙管理委員長より会長立候補の届出は笠野義

二氏１名であるので無投票当選とする旨の報告があり、

笠野義二氏に当選証書が授与された。 

続いてその他の役員については選考委員会において選

考された。 

池田選考委員長より選考委員会の結果が報告され、

採決の結果、全会一致で承認された。 

13．閉会の辞  及川副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

＊開催日時 令和３年５月２７日 (木) 

午後３時４５分～４時 1５分 

＊開催場所 和歌山市屋形町２丁目１０番地 

ルミエール華月殿６Ｆ「富士」 

＊議決権の表示（１）会員総数      ３２８名 

                    この議決権数    ３２８個 

              （２）本日の出席者総数 １９６名 

   （本日の出席者４２名 委任状によるもの１５４名） 

              （３）この議決権数   １９６個 

１．開会の辞   坂口幹事長 

２．支部長挨拶  笠野支部長 

３．議長、副議長の選任 

  議長に神山和幸会員、副議長に太田光会員が選任された。 

４．議事録作成者、議事録署名者の指名 

５．議案審議 

  第１号議案 令和２年度活動経過報告承認の件 

第２号議案 令和２年度決算報告承認の件（監査報告） 

   採決の結果、第１号議案、第２号議案は原案通り可決

承認された。 

  第３号議案 令和３年度運動方針案承認の件 

第４号議案 令和３年度予算案承認の件 

   採決の結果、第３号議案、第４号議案は原案通り可決

承認された。 

第５号議案 役員改選の件 

   支部長には笠野義二氏が就任し、幹事及び会計監事は

支部長の指名により発表があり、採決の結果、全会一致

で可決承認された。 

６．閉会の辞  尾崎副支部長 

 



 

 

 

 

 

 

令和３年度第１回幹事会議事録 

１．開催日時  令和３年４月２７日（火）PM2:30～2:45 

２．開催場所  和歌山ビッグ愛 1201 号室 

３．出 席 者 

〈支部長〉笠野義二 

〈副支部長〉西山悦雄、池田卓司、尾崎達哉 

〈幹事長〉坂口導功〈副幹事長〉及川成昭 

〈幹 事〉加藤、尾和、青石、神山、坂田、中島、森本、

栩野、早田、川端 (氏のみ) 以上１６名 

〈オブザーバー〉〈会計監事〉宮本幹也 

〈欠席者〉浦 祐輔 

４．議案審議 

第１号議案 令和２年度活動経過報告承認の件及び 

第２号議案 令和２年度決算報告承認の件（監査報告） 

採決の結果、第１号議案及び第２号議案は原案通り可決 

承認された。 

第３号議案 令和３年度運動方針案承認の件及び 

第４号議案 令和３年度予算案承認の件 

採決の結果、第３号議案及び第４号議案は原案通り可決 

承認された。 

第５号議案 役員改選の件 

採決の結果、第５号議案は可決承認された。 

第６号議案 衆議院議員選挙の件 

採決の結果、第６号議案は原案通り可決承認された。 

 

令和３年度第２回幹事会議事録 

１．開催日時  令和３年７月２日（金）PM2:30～2:40 

２．開催場所  プラザホープ 特別会議室 

３．出 席 者 

〈支部長〉笠野義二 

〈副支部長〉西山悦雄、池田卓司、尾崎達哉 

〈幹事長〉及川成昭〈副幹事長〉太田 光 

〈幹 事〉加藤、尾和、青石、神山、坂田、中島、栩野、

早田、川端 (氏のみ) 以上１５名 

〈オブザーバー〉〈会計監事〉前島宏俊、宮本幹也 

〈欠席者〉森本芳宣、川合啓介 

４．議案審議 

第１号議案 次回の衆議院議員選挙について 

採決の結果、第１号議案は可決承認された。 

 

 

 

 

令和３年度第１回理事会議事録 

１．開催日時  令和３年４月２７日（火）PM3:00～4:45 

２．開催場所  和歌山ビッグ愛 1201 号室 

３．出 席 者 

〈会 長〉笠野義二 

〈副会長〉坂口導功、西山悦雄、池田卓司、尾崎達哉、 

及川成昭 

〈理 事〉加藤、尾和、神﨑、青石、岩橋、太田、神山、

北井、坂田、中島、中原、室谷、森本、宮本、栩野、 

早田、川端、加茂、浦 (氏のみ) 以上２５名 

〈オブザーバー〉髙井己依子 

〈欠席者〉前島宏俊 

４．議案審議 

第１号議案 会長報酬について 

採決の結果、第１号議案は原案通り可決承認された。 

第２号議案 令和３年定時総会への上程議案について 

①令和２年度事業報告承認の件 

②令和２年度決算報告承認の件（監査報告） 

③令和３年度事業計画案承認の件 

④令和３年度予算案承認の件 

⑤和歌山県行政書士会会則一部改正案承認の件 

⑥役員改選の件 

採決の結果、第２号議案（①～⑥）は可決承認された。 

第３号議案  令和３年表彰受賞者承認について 

採決の結果、第３号議案は原案通り可決承認された。 

第４号議案 議事運営委員の選任について 

採決の結果、第４号議案は可決承認された。 

第５号議案 日行連代議員の選任について 

採決の結果、第５号議案は可決承認された。 

第６号議案 総会までの予算執行について 

採決の結果、第６号議案は可決承認された。 

第７号議案 役員選任規則の一部改正（案）について 

採決の結果、第７号議案は可決承認された。 

５．協議事項 

①和歌山県経営者協会への入会について 

②総会前の打合せ会議の日程について 

６．報告事項 

①弁護士会からの申し入れについて 

②中小企業庁からの要請による「一時支援金の事前確認へ 

の登録」について 

③一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会からの支援 

要請について 

④日行連行政書士制度７０周年記念式典開催日時について 

⑤近畿災害対策まちづくり支援機構からのお願いについて 

 

令和３年度第２回理事会議事録 

１．開催日時  令和３年７月２日（金）PM3:00～4:00 

２．開催場所  プラザホープ 特別会議室 

３．出 席 者 

〈会 長〉笠野義二 

〈副会長〉西山悦雄、池田卓司、尾崎達哉、及川成昭 

太田 光 

〈理 事〉加藤、尾和、神﨑、青石、岩橋、神山、北井、 

坂田、中島、中畑、中原、前島、室谷、宮本、 

栩野、早田、川端 (氏のみ) 以上２３名 

〈オブザーバー〉石倉督斗、髙井己依子 

〈欠席者〉森本芳宣、加茂哲也、川合啓介 

４．議案審議 

第１号議案 担当副会長、各部部長、各部副部長、各部担 

当理事、各部部員選任について 

採決の結果、第１号議案は原案通り可決承認された。 

第２号議案 表彰委員会、会則改正委員会、運輸交通業務 



 

 

 

特別委員会、建設特別委員会、女性部会、実務研

修委員会、選挙管理委員会、試験委員会、ＩＣＴ

特別委員会、ＡＤＲ特別委員会、申請取次行政書

士管理委員会、苦情処理委員会、暴力団等排除対

策委員会、国土・農地専門部会委員会の各委員の

選任について 

採決の結果、第２号議案は原案通り可決承認された。 

第３号議案  綱紀委員及び予備委員の選任について 

採決の結果、第３号議案は原案通り可決承認された。 

第４号議案 顧問及び相談役の選任について 

採決の結果、第４号議案は原案通り可決承認された。 

第５号議案 顧問弁護士の委嘱について 

採決の結果、第５号議案は可決承認された。 

第６号議案 近畿地方協議会担当者の選任について 

採決の結果、第６号議案は可決承認された。 

５．報告事項 

①広報月間について 

②行政書士試験協力事務に関する協定の締結について 

③行政書士試験に係る試験場責任者の推薦について 

④正副会長・支部長・部長合同会議の日程について 

⑤許認可等申請書への行政書士代理人欄設置の請願活動に 

ついて 
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令和３年３月２４日（水）和歌山ビッグ愛において人権研

修会が開催されました。 

今回より、新たな試みとして、インターネット（ZOOM）に

よる実験的生配信が実施されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１部では、和歌山県人権教育啓発推進懇話会委員の村田

溥積先生による「いのちの尊さと人間の誇りを」～部落差別

解消法を学ぶ～をテーマに人権・倫理研修が行われ、第２部

では本会の太田光総務部長による職務上請求書の取り扱い等

に関する説明がありました。 

人権研修会は年に２回開催を予定しておりますが、本会の

「戸籍謄本・住民票写し等職務上請求書運用規程」により、

「職務上請求書の購入を希望する会員は、本会が開催する人

権研修会を受講しなければならない」こととなっておりま

す。 

 

 

 

本年度もコロナ感染防止の観点から建設特別委員会主催の

建設業研修は和歌山県勤労者福祉会館プラザホープにて開催

されました。 

多数の業務会員および補助者の方々が出席される中、「経営

業務管理責任者の改正について」、「譲渡及び譲受並びに合併

及び分割に伴う承継の認可の手続について」「令和３年度建設

業許可申請の変更改正について」「令和３年度経営事項審査申

請の変更改正について」をテーマに下記のとおり研修が行わ

れました。 

記 

＜日 時＞ 令和３年３月１８日（木）15:00～17:00 

＜講 師＞ 和歌山県県土整備部 県土整備政策局 

  技術調査課 建設業班 

       主 任  奥野   剛 様 

       主 査  胡麻 伯光  様 

 

 

 

 

 

新人広報部員のたわごと。 

合気道を始めました！ 

新人広報部員の辻本です。 

デザイン系のクリエイターの 

経験を生かして少しでもお役に 

立てれば幸いに思います。 

身近に発信できるツールとして 

Twitter や Facebook、インスタグラム、YouTube などＳＮＳ

を積極的に活用して「ほぼ行政書士をご存じでない」方に向

けて県内の行政書士の皆様の身近なご活動をご紹介できれば

と思います。 

宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

表紙写真説明 

 

名刹粉河寺は西国三十三所観音霊場第三番札所とし

て、いまも多くの巡拝者が訪れています。ダイナミック

な造型で人々を魅了している本堂前の枯山水庭園は国の

名勝に指定されています。 

その内部にある本堂は、８世紀（770 年）の創建よ

り、数度の造営と改造を繰り返し、現存の当本堂は享保

５年（1720 年）に再建されました。江戸時代中期の欅

（けやき）材による代表的建築で、西国三十三ヶ所の中

で最大。他に類例を見ない特異な形態で、一重屋根の礼

堂と二重屋根の正堂とが結合した構成を持つ複合仏堂の

形式です。           広報部 神山和幸 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．第１４条第２項が以下のように改正され、第１４条の３が新設されました。 

改正条文（以下同じ） 改正前の条文（以下同じ） 

（退会）第１４条 

２．法人会員は、その事務所の移転又は廃止により、本会

の区域内に事務所を有しないこととなり、その旨を登記し

た時、解散した時又は社員がいなくなった時に本会を退会

する。 

２．法人会員は、その事務所の移転又は廃止により、本会の

区域内に事務所を有しないこととなり、その旨を登記した

時、又は解散した時に本会を退会する。 

（清算人選任の申立て） 

第１４条の３会長は行政書士法第１３条の２１第２項にお

いて準用する会社法第６４７条第２項から第４項の規定に

基づき、裁判所に対し、清算人の選任について申立てるこ

とができる。 

（新設） 

 

２．第１７条が以下のように改正されました。 

（入会金）   第１７条  

第６条の規定により、本会の会員となった者は、第６条の

３第１項の入会届を提出するときに、別表第１の定めると

ころにより、入会金を納めなければならない。 

但し、行政書士法１３条の１９の２に規定する行政書士法

人の継続の時は、別表１に定める届出手数料のみを納めな

ければならない。 

 

 

第６条の規定により、本会の会員となった者は、第６条の３

第１項の入会届を提出するときに、別表第１の定めるところ

により、入会金を納めなければならない。 

 

３．第１８条の別表に以下が追加されました。 
  

(行政書士法人の継続) 

区　　分 金　　額
届出手数料 8,000円   

（新設） 

 

４．第８９条が新設され、第８９条の２も追加されました（改正前では第８９条）。 

第８９条 本会は、会員が行政書士法（以下「法」とい

う。）又は法に基づく命令、規則その他都道府県知事の処

分に違反するおそれがあると認めるときは、当該会員に対

して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告

できる。 

 

第８９条の２ 会長は、行政書士業務の適正な運営をはか

るため、必要があるときは会員から報告を徴し、その会員

に必要な勧告若しくは指示をすることができる。 

（新設） 

 

 

 

 

 

第８９条  会長は、行政書士業務の適正な運営をはかるた

め、必要があるときは会員から報告を徴し、その会員に必 

要な勧告若しくは指示をすることができる。 

 

令和３年度行政書士会総会において、和歌山県行政書士会会則改正案が承認されましたので、お知らせ

いたします。 

※現行の会則を参照の上、ご覧下さい。 



 

 

 

 

 

◇新入会員 
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◆退 会 者   [廃業] 

・栗栖 敬之（海南）Ｒ２．１２．３１付   ・門 三佐博（伊都）Ｒ３．３．３１付 

・大西 省悟（和市）Ｒ３． ３．３１付   ・畑  健一（那賀）Ｒ３．５．２５付 

・澤本 将哉（和市）Ｒ３． ６．３０付                        （敬称略） 

氏   名   森  雅宏 

所属 支部   和歌山市支部 

入会年月日  令和２年１２月１日 

事 務 所    和歌山市東布経丁 2-6 

氏   名   松山 泰久 

所 属 支部   伊都支部 

入会年月日  令和３年１月１日 

事 務 所    橋本市妻一丁目 3－1 

氏   名   中野 正喜 

所 属 支部   御坊支部 

入会年月日  令和３年１月１日 

事 務 所    御坊市湯川町小松原 
628-1 

氏   名   井上 雅貴 

所 属 支部   海南支部 

入会年月日  令和３年１月１日 

事 務 所    海南市船尾 200 

氏   名   小坂 友香 

所 属 支部   和歌山市支部 

入会年月日  令和３年２月１５日 

事 務 所    和歌山市有本 455-8 

ロイヤルコーポ有本 C棟 1-C

氏   名   赤崎 友香 

所 属 支部   海南支部 

入会年月日  令和３年３月１５日 

事 務 所    海南市下津町丸田 128-2 

氏   名   山本 幸生 

所 属 支部   伊都支部 

入会年月日  令和３年４月２日 

事 務 所    橋本市東家四丁目 18-18 

井上ビル 201 号室 

氏   名   小羽根 正代 

所 属 支部   和歌山市支部 

入会年月日  令和３年４月１５日 

事 務 所    和歌山市福島 418-11 

氏   名   岡畑 真生 

所 属 支部   和歌山市支部 

入会年月日  令和３年４月１５日 

事 務 所    和歌山市内原 717-4 

氏   名   河原 智枝美 

所 属 支部   有田支部 

入会年月日  令和３年４月１５日 

事 務 所    有田市箕島 33-1 

紀州有田商工会議所ビル 26 号室 

氏   名   中村 文人 

所 属 支部   御坊支部 

入会年月日  令和３年５月１日 

事 務 所    日高郡由良町衣奈 772 

氏   名   堀  利行 

所 属 支部   御坊支部 

入会年月日  令和３年６月１日 

事 務 所    日高郡印南町印南 

2721-28 


