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人口と世帯
《令和4年2月1日現在、（ ）は前月比》

人口14万8012人（13人減）　世帯数7万8120世帯（67減）
●男7万828人（32人増）　●女7万7184人（45人減）　
〔うち外国人住民数3075人（8人減）〕

City Report Musashino is available in 10 languages.
市報むさしのを10 言語で読むことができます。

　市が発行する納付書に印字されている、コンビニ収納用バーコードを読み取ることで、「いつでも」「どこでも」
「キャッシュレス」で納付ができます。詳細は市HP参照▶問：市税、国民健康保険税について…納税課☎ 60-1827、
後期高齢者医療保険料について…保険年金課☎ 60-1913、介護保険料について…高齢者支援課☎ 60-1845

◉金融機関窓口（市役所・市政センター内金融機関を含む）
◉口座振替
◉ ペイジー（インターネットバンキング、ＡＴＭ）
※後期高齢者医療保険料を除く
◉コンビニエンスストア
◉クレジットカード （「F-REGI［エフレジ］公金支払い」サイトから納付
手続きができます）
※後期高齢者医療保険料、介護保険料を除く

　※ 「Yahoo ！公金支払い」サイトからの納付は、令和３年 12月 30日
をもってサービス終了となりました。

スマートフォン上で決済アプリを起動し、
「スキャン」または「請求書払い」を選択
してバーコード読み取り画面を表示する。

納付書左下のバーコードを読み込む
と、納付金額が表示される。

表示内容を確認し、支払
い手続きを完了する。

利用時の注意 そのほかの納付方法について

STEP1 STEP2 STEP3

請求書払い

Pay

読み取り

× 支払い内容の確認

５、000円

Pay

支 払 う

支払い完了

支払い
方法

●市・都民税（普通徴収）
●軽自動車税（種別割）
●固定資産税・都市計画税
●固定資産税（償却資産）
●国民健康保険税（普通徴収）
●後期高齢者医療保険料（普通徴収）
●介護保険料（普通徴収）

納付できる税目

● 金額が 30万円を超える納付書や、バーコードの期限が
切れている、または印字がない納付書は利用できません。

　 また、各アプリの設定によって、納付できる金額が制限
される場合があります。詳細は各アプリのHP参照。

● ２月 15日（火）以前に発行した納付書についても、納
期限内であれば利用可能です。

● 事前に決済アプリのインストールおよび登録が必要です。

●領収証書は発行されません。軽自動車の継続検査などで
領収証書が必要な方は、金融機関やコンビニエンススト
アなどの窓口納付をご利用ください。

非接触で納付ができる24時間いつでもどこでも

利用できるスマートフォン決済アプリ

2月15日（火）
から

読み取
り

 特集 新型コロナワクチン接種･予約情報 …２・３

手洗い・消毒・換気・密の回避など、引き続き、基本的な感染防止対策の徹底をお願いします

新型コロナウイルス感染症
～一人ひとりが「感染しない・感染させない」ための取り組みを～

市税

毎月1日・15日発行

発行 ● 武蔵野市　編集／総合政策部秘書広報課　〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28　代表電話☎0422-51-5131

●武蔵野市ホームページ
http://www.city.musashino.lg.jp/
　　　　　　　　 携帯電話版は末尾に m/ を。
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新型コロナワクチン
接種・予約情報

３回目接種
18歳以上の すべての市民が 接種間隔 最短６カ月 で３回目接種可能 です

早期の接種を希望される方は、モデルナ社製ワクチンでの接種をご検討ください

今後の予約受付の予定

２つのワクチンは、いずれも同じmRNA
ワクチンという種類のワクチンです。３
回目接種をすることで、新型コロナウイ
ルスに感染する人や重症化する人が少な
くなると報告されています。

国は、３回目接種後の副反応について、
いずれのワクチンも２回目と同様の症状
が見られるものの、モデルナ社製ワクチ
ンは、２回目と比べて発熱などの症状が
少ないことが報告されていると示してい
ます。
なお、ファイザー社製ワクチンにおける
３回目接種量は、１・２回目接種で用い
た量（0.3ml）と同量です。

 国は、交互接種した場合でも十分な効果
と安全性が確認されているとして、ファ
イザー社製ワクチンとモデルナ社製ワク
チンのうち、早く接種できるワクチンか
ら接種することを勧めています。

１・２回目にファイザー社製ワクチンを接種した方全員分のファイザー社製ワクチンの配分が見込めない状況であることから、
３回目にモデルナ社製ワクチンを接種することをご検討ください。 

市が実施する
３回目接種

使用する
ワクチンに
ついて

２月 25日（金）昼 12時 30分
令和３年９月 30日までに２回目接種した18歳以上の方

４月 15日（金）まで

予約開始日時

予約できる方

予約できる接種日

●  ２回目接種日の６カ月後に同日がない場合は、翌
月の１日以降に接種可能です。

●  ２回目接種日は、３回目接種用の「接種券一体型予
診票および予防接種済証」や１・２回目接種後に
会場で交付した「接種済証」などで確認できます。

個別接種 ファイザーまたはモデルナ 個別接種を行う医療機関一覧は、市報１月15日号５頁に掲載しています。
一部予約対象者や予約方法などが変更されているため、最新の情報は市
ホームページで確認してください。

最新の医療
機関一覧と
予約方法

※ 一部の医療機関では、市インターネット予約システムでの予約が可能です

※ 接種受付時間は午前 10時～午後５時 30分を予定しています

集団接種

※ むさしのエコ reゾート会場では、３月中旬以降一部の
日程でファイザー社製ワクチンを使用する予定です

※ 予約状況などによって、接種を実施する日・時間を変
更する場合があります

※ ４月16日（土）以降も、集団接種の実施を継続します
（接種会場・使用ワクチンは未定）

◆  接種会場 ◆

接種会場 最寄 接種日程
吉祥寺南町
コミセン 吉祥寺駅 ３月 14日（月）まで（原則火・水

曜除く）
市民文化
会館 三鷹駅北口 ４月 15日（金）まで（原則水・木

曜除く）

むさしの
エコreゾート

三鷹駅北口
（市役所北
側すぐ）

４月 15日（金）まで（火・水曜除
く）
※２月 28日（月）～３月 16日
（水）は接種なし

市民会館 武蔵境駅
北口

４月 15日（金）まで（水・木曜除
く）
※２月 16日（水）～３月 17日
（木）は接種なし

つながりやすいインターネット予約システムを導入しています。市コール
センターの職員も増員していますが、予約開始日は電話が混み合うことが
想定されますので、インターネット予約システムの利用をおすすめします。

インターネット

（通話料がかかります）
☎ 0570-666-852

電　話（集団接種のみ）

2 月 25 日（金）の午前 9
時～昼 12 時 30 分はシ
ステムメンテナンスのた
め、予約操作不可

◆  予約方法 ◆

（予約開始日 昼１２時３０分 以降の平日
  市コールセンター受付時間内）

（予約開始日 昼１２時３０分 以降 24時間予約可能）

●予約時間前ではなく、予約時間内にご来場ください。
●貴重なワクチンを無駄にしないため、急なキャンセルはご遠慮く
ださい。やむを得ず接種できなくなった場合は、事前に市コール
センター（受付時間内）やインターネット予約システムなどでキャ
ンセルしてください。

●大雪への対応
   右記の時点で警報などが発表された場合などには
集団接種の実施を中止します。中止の場合は、市
ホームページや各 SNSなどでお知らせします。

接種時間 時点
午前 接種当日の午前７時
午後 接種当日の午前10時

注
意

注
意

３回目接種用の「接種券一体型予診票および予防接種済証」は２回目接種月の５カ月後の月の下旬までに発送し
ています。令和 3年 9月中に2回目接種した方には、2 月18日（金）に発送予定です。翌月になっても届かない
場合は、右記二次元バーコードまたは市コールセンターで再発行の申請方法を確認してください。

※２回目接種日の６カ月後の同日以降の日程の予約が可能

※ 令和３年８月中に２回目接種した方の「接種券一体型予診票および予防接種済証」（1月 25日発送）
に同封したお知らせの内容（予約開始日時など）を変更しています

ワクチンの組み合わせ 抗体価

抗体価は

上昇
F F M

ファイザー
（１回目）

ファイザー
（２回目）

モデルナ
（３回目）

　東京都内では新型コロナウイルス感染症の感染が拡大してい
ます。国は、3回目接種はオミクロン株に対しても、2回目接
種後から時間の経過に伴って大きく低下する発症予防効果を一
時的に回復させる可能性があると示しており、早く接種できる
ワクチンから接種することを勧めています。
　また市では、国からの通知に基づき５～ 11歳の方の１・２
回目接種を行えるよう、接種体制を整えています。

モデルナ（一部ファイザー）

● ファイザー社製ワクチンとモデルナ社
製ワクチンは、いずれも薬事承認にお
いて高い効果が確認されています

● 交互接種（１・２回目接種とは異なる
ワクチンを使用）した場合でも、十分
な効果と安全性が確認されています

● モデルナ社製ワクチンにおける３回目
接種量は、１・２回目接種で用いた量
（0.5ml）の半分の量（0.25ml）です

キャンセル
方法

再発行申請
について
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市ホームページ

問
い
合
わ
せ

□ 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター（フリーダイヤル）
☎ 0120-761770（土・日曜、祝日含む午前9時～午後9時）

□東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター（通話料がかかります）
☎ 03-6258-5802（土・日曜、祝日含む24時間）

※予約開始日には、予約以外の不急なお問い合わせはご遠慮ください

国や都の方針変更などにより、今後のスケジュールなどを変更する場合があります。変更した場合は市ホームページや各 SNSでお知らせします。

□予約、接種券、接種会場などについて
武蔵野市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

（通話料がかかります）
（ 平日、午前８時30分～午後５時15分）

市が実施する
１・２回目接種

都が実施する
大規模接種会場の
１・２回目接種

よくある質問

●12 歳以上の方
新たに12歳になる方など、１・２回目接種を希望する市民の方は、
市の集団接種で接種が可能です。接種日や予約受付情報は、二
次元バーコードまたは市コールセンターで確認してください。
▶予約方法：市インターネット予約システム、市コールセンター
※ 市内の一部医療機関や東京都大規模接種会場でも接種が可能です

●5 ～ 11歳の方
市では国の通知に基づき、接種を希望する５～11歳の方に、１・
２回目の接種ができるよう体制を整えています。３月上・中旬ごろ
より、集団接種会場と一部医療機関で接種を実施する予定です。
▶接種券発送時期：２月下旬ごろ（予定）
詳細については市報３月１日号や市ホームページ、各 SNSな
どでお知らせします。

1・2回目接種

自衛隊東京大
規模接種会場
について

自衛隊東京大規模接種会場も予約受付中です

Qオミクロン株にも３回目接種の効果はありますか？
A イギリスでの報告を踏まえると、ファイザー社製ワクチンの
２回目接種から半年後には、発症予防効果は大きく低下する
ものの、３回目接種としてファイザー社製またはモデルナ社
製ワクチンのいずれかを接種することで、発症予防効果が一
時的に回復する可能性があるとされています。

Q ３回目接種後の副反応はワクチンの種類によって違いますか？
A  国は、３回目接種後の副反応は、いずれのワクチンも、２回
目と同様の症状がみられるものの、モデルナ社製ワクチンに
ついては、２回目と比べて、発熱などの症状が少ないことが
報告されていると示しています。

　 なお、モデルナ社製ワクチンにおける３回目接種量は、１・２
回目接種で用いた量（0.5ml）の半分の量（0.25ml）です。

Q 待っていればファイザー社製ワクチンを接種できますか？
A １・２回目にファイザー社製ワクチンを接種した方全員分の
ファイザー社製ワクチンは市に配分されない見込みです。早
期に３回目接種を希望される方には、モデルナ社製ワクチン
での接種を検討することをおすすめします。

Qワクチン接種は強制ですか？
A 強制ではありません。ご自身の意思に基づいて接種してくだ
さい。

Q先行予約の対象となる基礎疾患とは具体的に何ですか？
A（1）以下の病気や状態の方で、通院／入院している方
　・慢性の呼吸器の病気
　・慢性の心臓病（高血圧を含む）
　・慢性の腎臓病
　・慢性の肝臓病（肝硬変など）
　・ インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病またはほかの病気を併

発している糖尿病
　・血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
　・ 免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪

性腫瘍を含む）
　・ ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
　・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
　・ 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼

吸障害など）
　・染色体異常
　・ 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複

した状態）
　・睡眠時無呼吸症候群
　・ 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障

害者保健福祉手帳を所持している、または自立支援医療（精
神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障
害（療育手帳を所持している場合）

（2）基準 (BMI30 以上 ) を満たす肥満の方
　　※BMI=体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）

優先・先行予約

基礎疾患のある方・妊婦等の接種 医療従事者等の接種
市の集団接種で優先接種が可能
です。詳細は市ホームページ参
照。
▶対象：医療従事者等、高齢者施
設等の入所者・従事者、通所サー
ビス事業所の利用者・従事者
▶予約方法：市コールセンター

▶予約受付開始日時：２月24日（木）午前８時30 分
▶対象：以下の①②のいずれかに該当する方
※３回目接種用の「接種券一体型予診票および予防
接種済証」が届いた方が予約できます
①基礎疾患のある方（詳細は下記のよくある質問参照）
②妊婦およびその同居者

▶予約できる接種日：４月10日（日）までの土・日曜
▶接種会場：市民文化会館
▶予約方法：市コールセンター
▶使用ワクチン：モデルナ社製

２月25日（金）からの予約受付開始に先立ち、先行予約を受け付けます。

３回目接種用の「接種券一体型予診票および予防接種済証」
が届いた方が予約できます。対象や接種日などの詳細は右
記二次元バーコード参照。

▶使用ワクチン：モデルナ社製　▶市町村コード：132039
▶問：自衛隊東京大規模接種会場コールセンター
　☎ 0120-097-051（毎日午前７時～午後９時）

予約受付開始日の
予定（３回目接種）

手話動画（第５報）

聴覚障害のある方へ手話動画を公開します
ワクチン接種に関する手話動画（第５報）を作成し、市ホームページに掲載します。また、接種の
際には、手話通訳者の派遣が可能です。要事前申請（接種日時・場所が決まったら障害者福祉課へ）
▶申込・問：障害者福祉課☎ 60‒1847、FAX51‒9239

※ 接種時に母子健康手帳、診察券、健康診断結果などの
提示を求めることがあります

※２回目接種日の６カ月後の同日以降の日程の予約が可能

☎0570-666-852
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申込要領 記事に「申込要領参照」とある場合の記入事項 ①行事名（コース）②住所 ③氏名（ふりがな）④電話番号 ⑤そのほかの必要事項（記事に明示）
●特に記載のない場合、1行事（コース）につき本人 1回（家族対象のものは 1家族 1回）の申し込みです　●往復ハガキの場合は返信用にも住所・氏名を記入

感染拡大防止のため、手洗い・消毒・マスクの着用・密の回避など基本的な感染防止対策の継続をお願いします。

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申込・問

第2期市民活動促進
基本計画策定委員会

２月17日（木)
午後６時30分

市役所
413会議室

5名程度（先着順）▶持
ち物：イヤホン

申込：不要
市民活動推進
課☎60-1830

下水道総合計画見直し
及び下水道事業経営の
在り方等検討委員会

３月２日（水）
午後７時

商工会議所
第１・２会議室

5名程度（先着順）／基
本理念、現状と課題な
ど

申込：不要
下水道課
☎60-1868

教育委員会定例会 ３月３日（木）
午前10時

市役所
412会議室

10名
（先着順）

申込：不要（当日、申込用
紙への記入あり）教育企画
課☎60-1894

総合教育会議 ３月３日（木）
午後２時

市役所
412会議室

20名程度（先着順）／
市教育・文化等の総合
的施策の大綱について

申込：不要
企画調整課
☎60-1801

会議などの開催と傍聴 ※いずれの会議も傍聴できます。体調不良や熱
のある方の入室をお断りすることがあります。

期日 会議名
2/21（月）本会議（施政方針など）◎
2/24（木）本会議（代表質問）◎
2/28（月）本会議（一般質問）◎

3/1（火） 本会議（一般質問・議案上
程など）◎

3/2（水） 本会議予備日◎
3/4（金） 総務委員会◎
3/7（月） 文教委員会◎
3/8（火） 厚生委員会◎
3/9（水） 建設委員会◎
3/10（木）外環道路特別委員会◎

3/14（月）本会議（委員会審査報告
など）◎

3/15（火）予算特別委員会◎
3/16（水）予算特別委員会◎
3/17（木）予算特別委員会◎
3/22（火）予算特別委員会◎
3/23（水）予算特別委員会◎

3/28（月）
本会議（予算特別委員会
審査報告など）◎
議会広報委員会★

市議会から定例会開催のお知らせ
右記の日程で、第１回市議会定例会を
開催します。本会議などの模様を市議
会HPにて生中継しますのでご覧くださ
い。日程は変更することがあります。市
議会HPで確認してください。傍聴につい
てはお問い合わせください▶問：議会事
務局議事係☎ 60-1883
●市議会の模様を放送します
■ケーブルテレビ（デジタル 11ch）
市長施政方針演説と各会派代表質問：
３月２日（水）～６日（日）午後 1時▶
問：J：COM東京武蔵野・三鷹局☎
0120-914-000
■むさしの -FM（78.2MHz）
生中継：市長施政方針演説２月 21日
（月）、各会派代表質問２月 24日（木）。
録音放送：施政方針演説２月22日（火）
午後 9時。各会派代表質問２月 25日
（金）・28日（月）午後７時、２月 26
日（土）・27 日（日）午後 3 時※議
会日程により変更の場合あり▶問：エ
フエムむさしの☎ 23-0782

■期日・内容
開会時間：午前10時（予定）
★は本会議終了後、◎は生中継を実施

委員を募集します

市のほかの委員との兼任不可。作
文などの応募書類は返却不可。氏
名・住所（町名）は市報、市HP
などで公表。
●非核都市宣言平和事業実行委員
実施事業：憲法月間記念行事・夏
季平和事業・平和の日事業の企画・
運営など。
▶任期：4 月～令和 5 年 3 月▶
会議の開催：月 1 回程度（平日
夜間）▶対象：公募委員…市内在
住・在勤・在学の方、5名（超え
た場合抽選）。大学生委員…市内
在住・在学（4月に入学予定者含
む）の方、若干名▶報酬：1 回に
つき交通費として 1000 円支給▶
申込・問：3 月 11 日（必着）ま
でにハガキ・Eメール（氏名、住

所、電話番号、年齢、志望動機、
希望する活動を明記）または直接
〒 180-8777 市民活動推進課☎
60-1829、sec-katsudou@city.
musashino.lg.jpへ。

ムーバス5号路線（境・東小金井
線）一部バス停で時刻表を変更
詳細は市HP、バス停掲示をご確
認ください。
▶日程：3 月 1日（火）から▶問：
交通企画課☎ 60-1859

移動支援・日中一時支援事業の
更新申請を受け付けます
身体障害者手帳・愛の手帳をお持
ちの同サービスを利用中の方で 4
月以降も利用継続を希望する場
合、受給者証の更新が必要です。
▶申込：申請書（びーと［障害者
総合センター内］、障害者福祉セ
ンター、障害者福祉課で配布。市
HPから印刷可）を各配布場所へ
▶問：障害者福祉課☎ 60-1847

「未来へ育て！苗木すくすく大木
計画」苗木の一般配布申込受付
減少傾向にある市内の民間の緑を
育み、緑の質を高めることを目的
に、将来大木になる苗木を配布。
▶日時：３月 12 日（土）午前９
時 30 分～ 11 時 30 分▶場所：
市役所駐車場▶対象：市内在住で
苗木を自宅庭に地植えが可能で当
日引き取りできる方（1世帯 1本、
キャンセル不可）、100 本（超え
た場合抽選）▶そのほか：樹種…
ハナミズキ、シマトネリコ、ヒメ
シャラ、モミジ、コブシ（流通の
関係などで、希望に添えない場合
あり。花の色の選択不可）▶申込・
問：2 月 25 日（必着）までに往
復ハガキ（申込要領参照し、希望
樹種も明記）で〒 180-8777 緑
のまち推進課☎ 60-1863へ。3
月 3 日（木）までに引換券発送
予定。

交差点名称が「むさしのエコ
re ゾート」に変わりました
むさしのエコ re ゾート南西角の
交差点名称が「市役所裏」から変
更になりました▶問：道路管理課
☎ 60-1857、環境政策課環境啓
発施設係☎ 60-1945

ふるさと応援寄附の受け付けを
一時停止します
２月の申し込みはクレジット決済
などのみの受け付けとなっていま
すので、ご注意ください。
▶停止期間：3 月 1 日（火）～
31 日（木）▶問：産業振興課☎
60-1832

善意の寄付ありがとうございま
した
LARGO 代表理事 永山雅章様：
ゴールドクレスト7 本、保育園・
幼稚園で活用するため。わたしの
SDGs：ココロちゃんカルタ16 個、
児童の学習および遊びの教材のた
め▶問：管財課☎ 60-1816

令和４年度　公共駐輪場の定期
利用の二次募集について
４月からの利用を希望する方は、
申し込みが必要です。詳細はパン
フレット・申込書（管理室のある
駐輪場で配布。自転車駐車場整備
センターHP https: //musashino.
parking.jitensha.jp/ からダウン
ロード可）参照。
▶二次募集受付期間：２月 18 日
（金）～ 28 日（月）
▶申込・問：自転車
駐車場整備センター
☎ 03-6262-5773

介護保険料の納付には口座振替
をご利用ください
令和４年度第１期から口座振替を
ご希望の場合は、６月２日（木）
までに「介護保険料口座振替依頼
書」を指定の金融機関に直接提出
する必要があります（普通徴収
のみ）▶問：高齢者支援課☎ 60-
1845

国民健康保険税の納付には口座
振替をご利用ください
令和４年度第１期から口座振替を
ご希望の場合は、市税等口座振替
依頼書（市HPから請
求可）を６月 10 日
（金・必着）までに
納税課へご提出くだ
さい▶問：納税課☎ 60-1827

各種市税・国民健康保険税が滞
納となっている方へ
税負担の公平性を保ち、税収入を
確保するため、納期限までの納付
が確認できない方に対し、各種納
税催告を行います。お手元の納付
書を確認し、納期限が過ぎている
市税、国民健康保険税がありまし
たら、至急、納付または相談して
ください。
・納税催告書を 2月 24 日（木）
に発送：指定期日（3月 8日［火］）
までに必ず納付または相談してく
ださい。
・電話による夜間納税相談：2月
28日（月）～ 3月 8日（火）（土・
日曜を除く）午後 5 時～ 8 時。
納付でお悩みの方はご相談くださ
い▶問：納税課☎ 60-1828

子育て世帯を対象とした給付金
の申請はお済みですか
①低所得の子育て世帯生活支援特
別給付金（ひとり親世帯分・ひと
り親以外の子育て世帯分）②子育
て世帯への臨時特別給付金の申請
受付の締切日が近くなっていま
す。各給付金の詳細は市HP参照。

▶そのほか：申請書類に不備が
あった場合、支給できないことが
ありますので、早めに申請してく
ださい▶申込・問：２月28日（月・
必着）（②令和 4年 2月 1日～ 3
月 31 日生まれの方は 4月 15 日
［金・必着］）までに申請書を子ど
も子育て支援課☎ 60-1993へ。

食料品・日用品支援、安否確認、自宅療養に伴う心配事などの相談受け付け。

新型コロナウイルス感染症
☎0422-60-1916自宅療養者支援センター自宅療養者支援センター （安全対策課）
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●申込先の市内施設の住所は、5頁、11頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは〒180-8777 で届きます。住所不要）　●市外局番「0422」は省略
●HP＝ホームページ　●講師の方などの敬称略　●受け付け開始日について表記のないものは発行日1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

最新の情報（各施設の開館時間含む）は、各主催者にお問い合わせいただくか、市HPで確認してください。

　マイナンバーが必要な手続きの確認書類について

マイナンバーが必要な手続き（下表ほか）では、
なりすまし防止のため法律に基づき、マイナンバー
カード（個人番号カード）、またはマイナンバーが
記載された住民票の写しなど（住民票記載事項証
明書や記載事項に変更のない通知カードなど）と
本人の身元が確認できるもの（公的機関発行の顔
写真付き身分証明書など）が必要です。事情があり、
マイナンバーが確認できるものがない場合は、各
担当窓口に相談してください。
※通知カードは令和２年５月 25日に廃止されました。以後、住所な
どの券面記載事項に変更があった場合は、マイナンバーを証明する書
類として利用できなくなりました。
※そのほかの確認書類などは、申請窓口でご相談ください。詳細は市HP参照。

マイナンバーが必要な手続きの例
市・都民税、固定資産税 個人住民税の申告など

国民健康保険 資格の取得・喪失、高額療養費などの支給申請、被保険者
証の再交付申請など

国民年金 加入・保険料免除・年金手帳再交付申請など
後期高齢者医療 高額療養費などの支給申請、被保険者証の再交付申請など

介護保険 要介護認定などの申請、高額介護サービス費などの支給申
請、被保険者証の再交付申請など

障害者福祉 身体障害者手帳、特別障害者手当の申請など

子育て 児童手当などの認定請求、保育所などの入所申込、妊娠の
届出、未熟児養育医療の給付申請など

生活保護 生活保護の申請など
※そのほか、社会保障や税の手続きのため、上記以外の行政手続きや、勤務先や
証券会社・保険会社などの金融機関、税務署などで、マイナンバーの提出を求めら
れる場合があります。
※詳しくは各手続きの提出書類案内を確認するか、各担当窓口にて相談してください。

●コンビニ交付をご利用ください
マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンス
ストアのマルチコピー機で各種証明書を取得できます。
利用者証明用電子証明書の暗証番号（４桁）の登録が必
要です。
▶利用時間：午前６時 30分～午後 11時（12 月 29 日～１月３日、メ
ンテナンス時を除く）▶取得できる証明書：住民票の写し、印鑑登録証
明書、戸籍全部・個人事項証明書（戸籍謄・抄本）、戸籍の附票の写し、
市・都民税課税（非課税）証明書▶そのほか：戸籍関連の証明書を取得
できるのは、住民登録および本籍が武蔵野市の方に限られます。ただし、
本籍が他自治体にある方も、取得できる場合がありますので、本籍のあ
る自治体へ問い合わせてください。詳細は市HP参照。
▶問：マイナンバーカード：市マイナンバー専用☎ 0570-001-634、
制度全般・マイナポイント：国（内閣府）☎ 0120-95-0178、コンビ
ニ交付：市民課☎ 60-1839、課税証明書：市民税課☎ 60-1822

マイナンバーカード

表面

裏面

耐震改修

対象
昭和 57年 1月 1日以前に建築された既存住宅で、令和 4年 3月 31日までに新耐
震基準適合のための耐震改修工事（1戸当たり 50万円超）を実施し、基準に適合す
ることが証明された場合

減額
工事完了年の翌年度分（ただし、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は
2年度分）の固定資産税額 2分の 1を減額（増改築に係る認定長期優良住宅の場合
は 3分の 2）（1戸当たり 120㎡相当分まで）（バリアフリー改修および省エネ改修
による軽減との重複適用不可）

添付書類 新耐震基準適合工事の証明書など

バリアフリー改修 省エネ改修

対象

①新築されてから 10 年以上経過し、次
のア～ウのいずれかに該当する方が居住
する既存住宅（賃貸住宅を除く）／ア：
65歳以上の方　イ：要介護または要支援
認定を受けている方　ウ：障害のある方
②令和 4年 3月 31 日までに実施した改
修工事で、改修後の床面積が 50～ 280
㎡であり、自己負担（補助金など除く）
が 1戸当たり 50万円超の場合

①平成 20年 1月 1日以前に建築された
既存住宅（賃貸住宅を除く）②令和 4年
3月 31 日までに実施した窓の断熱改修
工事、または窓の断熱改修工事と併せて
行った床・天井・壁の断熱改修工事で、
改修後の床面積が 50 ～ 280㎡であり、
自己負担（補助金など除く）が 1戸当た
り 50万円超の場合

減額

工事完了年の翌年度分の固定資産税額 3
分の 1を減額（100㎡相当分まで）

工事完了年の翌年度分の固定資産税額 3
分の 1を減額（120㎡相当分まで）（増
改築に係る認定長期優良住宅の場合は 3
分の 2。バリアフリー改修による軽減と
の重複適用不可）

新築住宅軽減および耐震改修による軽減との重複適用不可

添付書類 工事見積書の写し、領収書の写し、工事
図面の写しなど 省エネ基準に適合した改修の証明など

　 耐震・バリアフリー・省エネ改修
を行った住宅の固定資産税を軽減
次の改修を行った住宅について、
申告により固定資産税の軽減を行
います。

▶申込・問：各改修後、原則 3
カ月以内に申告書（市HPから印
刷可）と必要書類を持って直接資
産税課☎ 60-1825へ。

 商工会館　　〒180-0004 吉祥寺本町 1-10-7
　　観光機構（1階）/吉祥寺まちづくり事務所（2階）/
　　 消費生活センター（3階）

シルバー人材センター　〒180-0013 西久保1-6-27
　　　　　　　　　　　多摩信用金庫武蔵野支店4階
 高齢者総合センター　　〒180-0012 緑町 2-4-1
 みどりのこども館　　　〒180-0012 緑町 2-6-8
むさしのエコreゾート 〒180-0012 緑町 3-1-5
 障害者福祉センター　　〒180-0011八幡町 4-28-13
国際交流協会（MIA）    〒180-0022 境 2-14-1スイング9階
市民会館 /男女平等推進センター   〒180-0022 境 2-3-7
ふるさと歴史館　　　　〒180-0022 境 5-15-5
 武蔵野プレイス　　　　〒180-0023 境南町 2-3-18

吉祥寺市政センター
　〒180-0004 吉祥寺本町 1-10-7商工会館2階
　 ☎ 22-1821
中央市政センター
　〒180-0006 中町 1-2-8 ☎ 56-3800
武蔵境市政センター
　〒180-0022 境 1-1-7QuOLa2 階☎ 53-2200

市関連施設

  市民社協・ボランティアセンター武蔵野 /福祉公社 /地域
包括ケア人材育成センター〒180-0001吉祥寺北町1-9-1

障害者総合センター　〒180-0001 吉祥寺北町 4-11-16

総合体育館　〒180-0001 吉祥寺北町 5-11-20
　　野外活動センター・市体育協会（3階）

＊文化施設の住所などについては、
10頁をご覧ください。

LINE：ホーム画面から「武蔵野市」・
「@musashinocity」を検索
ツイッター：https：//twitter.com/
musashino_hope
フェイスブック：https：//www.
facebook.com/musashinocity

市政情報を
発信して
います

台風・地震などの災害・防災情報、事件・不審者・環境などの安全情報
ほか/配信不定期 /利用方法：パソコンや携帯電話などから登録ページ
にアクセス。
http：//mobile.city.musashino.lg.jp/index.cgi?page=4

むさしの
防災・安全
メール

秘書広報課からのお知らせ ▶問：秘書広報課 ☎ 60-1804

むさしの-FM（78.2MHz）
●月～金曜/9：30、12：15、13：30、16：45、18：30、21：30●土曜/9：30、11：
45、12：45、15：30、16：45、18：30●日曜/9：30、11：45

マイシティ
むさしの

「市報むさしの」は全戸配布のほか、市の施設、JR3駅などに置いてあ
ります。視覚障害の方のために、音声版「声の市報」も作成しています。

市報は月2回
発行

ケーブルテレビ（11ch）●毎日/9：30、12：00、20：30、23：00むさしの
シティニュース

LINE ツイッター フェイスブック

＊2月20日（日）は放送時間が変わります　7:15 18:15 20:30 23:00

納期のお知らせ

納期内納付にご協力ください。納
期限までに納められない場合はご
相談ください。
▶納期限：2 月 28 日（月）
◎固定資産税・都市計画税、国

民健康保険税▶問：納税課☎ 60-
1828
◎後期高齢者医療保険料▶問：保
険年金課☎ 60-1913
◎介護保険料▶問：高齢者支援課
☎ 60-1845

●個人住民税　▶問：市民税課☎ 60-1823
郵送での提出にご協力をお願いします。
▶期間：2月 16日（水）～ 3月 15日（火）
▶郵送先：〒 180-8777 武蔵野市役所市民税課
個人住民税の申告が必要と思われる方へ 2月4日に申
告書と返信用封筒を送付しました。市HPからも印刷可
能です。自宅への郵送をご希望の方は市民税課までお
電話ください。

●所得税など ▶問：武蔵野税務署☎ 53-1311
便利な電子申告（e-Tax）をぜひご利用ください。

※確定申告の作成補助や相談は税務署へ。
※確定申告をする場合は、個人住民税の申告は原則不要です。

日程 ３月15日（火）まで（土・日曜、祝日を除く。２月20日・27
日［日］は開場）

時間 受付時間：午前8時30分～午後４時（提出は午後５時まで）
相談時間：午前9時～午後5時

場所 武蔵野税務署（吉祥寺本町3-27-1）
※申告受付期間中は駐車場利用不可。
※受け付けを早めに締め切る場合があります。
※混雑回避のために入場整理券を配付します。当日、会場で配付
するほか、LINEによる事前発行も可能です。

税の申告受付期間について税の申告受付期間について

所得税等申告書作成会場

申告書・各種書類
のダウンロード

確定申告書等
作成コーナー

確定申告会場
入場整理券（詳細）

詳細は市報
１月 15日号
8・9頁参照
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申込要領 記事に「申込要領参照」とある場合の記入事項 ①行事名（コース）②住所 ③氏名（ふりがな）④電話番号 ⑤そのほかの必要事項（記事に明示）
●特に記載のない場合、1行事（コース）につき本人 1回（家族対象のものは 1家族 1回）の申し込みです　●往復ハガキの場合は返信用にも住所・氏名を記入

感染拡大防止のため、手洗い・消毒・マスクの着用・密の回避など基本的な感染防止対策の継続をお願いします。

開催日 開始時間 会場 締切日（消印有効）

3月13日（日） 午前10時
午後1時30分★ 市役所412会議室 2月27日（日）

対象／定員
市内で自転車を利用する中学生以上。★は小学生以下の子同伴可（認定証の
交付なし。託児なし）／各回40名（市内在住者優先し超えた場合抽選）／定員
に満たない場合、締切後も受付可

持ち物 本人確認書類（運転免許証、学生証、健康保険証など）、受講票・感染防止
チェックシート（締切日以降に郵送）、更新の方は自転車安全利用認定証

特典
自転車安全利用認定証発行（有効期限あり）／点検整備TSマーク（保険付帯）
の1000円分助成（市内在住者のみ）／公共駐輪場定期利用の優先措置（必ず
しも利用を保証するものではありません）

申込
市HPから電子申請またはハガキ（申込要領参照し、希望日・時間、
★は子の人数、更新の方は認定番号10桁も明記）で〒180-8777
交通企画課「自転車安全利用講習会担当」へ。二次元バーコー
ドから申込可。※荒天などにより中止の場合あり

◎自転車損害賠償保険などへの加入をお願いします。
◎ もしもの事故被害の軽減のため、子どもはヘルメットを着用しましょう。また、大人も着用す
るよう努めましょう。

既受講者延べ約4万6000名。交通
安全教育の専門家と武蔵野警察

　自転車安全利用講習会　
　点検整備の助成など特典あり

署員（予定）による交通ルール・マ
ナーの確認、講話など（80分程度）
▶問：交通企画課☎60-1860

合、再度任用される可能性あり）
／災害時に所属課の災害活動（所
掌事務）に従事させる場合あり／
面接の詳細は事前に通知（届かな
い場合要連絡）、提出書類の返却不
可、結果は合否に関わらず通知／
地方公務員法第16条に規定する
欠格条項に該当する方は受験でき
ません。

手
当
な
ど

期期末手当あり／交交通費あり（上限あり）／社社会保険・雇用保険加入あり（４年９月までは
協会けんぽ、10月以降は共済組合に加入）／共共済会（互助会）加入あり／PCパソコン（ワー
ド、エクセル）操作のできる方／普免要普通自動車免許

市の会計年度任用職員の募集

特に記載のないものは令和４年４
月１日～５年３月31日（条件付採
用期間あり・勤務成績が良好な場

地域の学校支援協力者を募集

学校教育に関心のある方で、特技
や趣味を生かして児童・生徒への
指導や学校への協力をしていただ
ける方を随時募集しています。活
動日時は協力を希望する学校と調
整。有償または無償ボランティア
として、活動内容に応じ
た謝礼あり▶問：指導課
教育推進室☎ 60-1241

憲法月間記念行事　作品（書道、
絵手紙・イラスト）を募集

毎年 5月を憲法月間として記念
行事を実施しています。開催にあ
たり憲法にちなんだ作品を募集。
▶対象：市内在住・在勤・在学の
方▶募集作品：①書道（半紙サイ
ズ）…憲法にちなんだ作品（氏名
も審査の対象）②絵手紙・イラス
ト（はがきサイズ）…テーマは
「共に歩む」、1人各 1点、自作・
未発表のもの、市は広報などに自
由に作品を使用できるものとする
（著作権は作成者に帰属）▶その
ほか：入賞者は市報に掲載。優秀
賞は、憲法月間記念行事で表彰（該
当者には 4月上旬連絡）。入賞者
には記念品、応募者全員に参加賞
進呈▶申込・問：3 月 3日（必着）
までに郵送（申込要領参照し、作
品の裏面などに年齢［学年］も明

記）または直接〒 180-8777 市
民活動推進課☎ 60-1829へ。

農業ふれあい公園「共同栽培体
験」の参加者を募集

専門スタッフの指導のもと、同公
園の東側の区画で共同作業による
農業体験事業を実施します。
▶日時：5 月 14 日・28 日、６
月 11 日、７月 16 日、10 月 15
日、11月 19 日の全６回（土曜・
午前中）▶場所：農業ふれあい公
園（関前 5-18）▶対象：市内在
住の 15世帯（初受講世帯優先し、
超えた場合抽選）、令和３年度受
講世帯は申込不可▶費用：7500
円（土地使用料 3500 円、材料費
4000 円）※納付先は２カ所▶そ
のほか：カリキュラムに沿った共
同作業による耕作（自由栽培不
可）。申込無効…同一世帯で複数
の申込、他人名義での申込、事実
と違う申込、申込期限経過後の申
込。使用取消…長期間の耕作放棄、
教室への不参加、著しく管理が悪
い、係員の指示に従わない、使用
料の未納▶申込・問：3 月 1日（必
着）までにハガキ（申込要領参照
し、Ｅメールアドレス、世帯の参
加者全員の氏名・年齢も明記）で
〒 180-8777 緑のまち推進課☎
60-1863へ。

・「▶場所：オンライン」とあ
る場合は、オンラインでの開催。
・特に記載のない場合、通信料
は自己負担。

ペアレントメンターと
はなそう！
市内在住の東京都ペアレントメン
ターとグループ相談。
▶日時：3月 14日（月）午前 10 時
～正午▶場所：かたらいの道市民
スペース▶対象：お子さんの発達
に不安のある保護者、6 名（超え
た場合抽選）▶費用：無料▶主
催：武蔵野市▶申込・問：3 月 3
日までにhttps://bit.
ly/2LmRxsd からハ
ビット☎ 55-8510
へ。

オンラインワークショップの
体験セミナー
オ ン ラ イ ン ツ ー ル（Zoom・
miro）を活用して、ファシリテー
ションの手法を学びます。

▶日時：３月19日（土）午前10
時～ 11 時 30 分▶場所：オンラ
イン（Zoom・miro）▶対象：市
内在住・在学・在勤の方、20 名
程度（超えた場合抽選）▶講師：
（株）創建▶費用：無料▶申込・問：
３月 9日までに Eメール（申込
要領参照し、年齢、Eメールアド
レス、Zoom・miro 利用経験の
有無、在勤・在学者は勤務先・学
校名も明記）で企画
調整課☎ 60-1801、
sec-kikaku@city.
musashino.lg.jpへ。

「花と緑の吉祥寺を歩こう　
2022」オンラインツアー
吉祥寺エリアの花と緑の風景画像
をガイド付きでオンライン配信。
▶日時：3 月 19 日（土）午前
10 時～ 11 時、3 月 23 日（水）
午後５時～６時（両日同内容）▶
場所：オンライン（Zoom）▶定
員：各 20 名（市内在住・在勤・
在学者優先し、申込順）▶講師：
武蔵野ガーデン倶楽部▶費用：無
料▶申込：3月11日までにEメー
ル（申込要領参照し、希望日、年
齢、Eメールアドレス、在勤・在
学者は勤務先・学校名も明記）で

武蔵野ガーデン倶楽部・三浦☎
090-2209-9521、musashino.
garden@gmail.comへ▶問：緑
のまち推進課☎ 60-1863

菊づくり講習会

千秋会会員が大菊・盆栽菊などの
菊づくりの講習会を開催します。
▶日時：３月５日（土）、４～６月、
8月、９月の毎月第２土曜、７月

７日（木）午
前 10 時～正
午▶場所：か
たらいの道市
民スペース▶
講師：千秋会
会員▶費用：
無料▶持ち
物：筆記用具▶申込：不要▶問：
千秋会☎ 51-8377、緑のまち推
進課☎ 60-1863

市公式ホームページに
バナー広告を掲載しませんか？

バナー広告を掲載してくださる事業者を
募集しています。詳細は市HP参照。
▶申込・問：秘書広報課☎ 60-
1804、FAX55-9009

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

相談員
１名

子どもと家庭の総合相談、児
童虐待・養育困難家庭への支
援／社会福祉士、保健師、看
護師、臨床心理士などの資格
保有または業務として相談経
験のある方／自転車に乗れる
方／PC

勤務開始日は4月1日以降で
応相談／週５日（月～金曜）午
前９時～午後５時／月額28万
700円／期／交／社／共

書類審査（職務
経験を重視）、
実技試験・面接：
３月4日(金）

▶申込・問：２月21日（月・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、資格証の写しを郵送ま
たは直接〒180-8777 子ども子育て支援課子ども家庭支援センター☎６０-１８５０へ。

健
康
課

母子保健事
業補助員
若干名
臨時職員

乳幼児健診などの母子保健事
業運営の補助（会場設営、受
付など）／経験者なお可

月３～８日（月～土曜のシフ
ト制）／保健センター／時給
1050 円／交

書類審査、
面接：
３月７日（月）

▶申込・問：２月24日（木・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接健康課☎51-
0700（〒180-0001吉祥寺北町4-8-10保健センター内）へ。

一般事務
1名

母子保健・予防接種・老成人
保健などに関する事務、窓口・
電話対応／ PC／英語でのコ
ミュニケーションができる方な
お可

週５日（月～金曜）午前９時
～午後５時／月額 21万400
円／期／交／社／共

書類審査、
筆記試験、
面接：
3月11日（金）

▶申込・問：2月28日（月・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接健康課☎51-
0700（〒180-0001吉祥寺北町4-8-10保健センター内）へ。
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●申込先の市内施設の住所は、5頁、11頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは〒180-8777 で届きます。住所不要）　●市外局番「0422」は省略
●HP＝ホームページ　●講師の方などの敬称略　●受け付け開始日について表記のないものは発行日1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

最新の情報（各施設の開館時間含む）は、各主催者にお問い合わせいただくか、市HPで確認してください。

手話・点訳講習会　受講生募集

▶費用：無料（テキスト代実費）
▶主催：武蔵野市▶申込・問：①
③３月26日②２月25日（必着）ま
でにファクス・往復ハガキ（申込要
領参照し、希望する講習会［①は
クラスと昼夜の別］、最終修了クラ

ス名・年度、手話学習経験歴、手
話サークル所属者はサークル名、
在勤・在学者は勤務先・学校名
［所在地と電話番号］も明記）で
ボランティアセンター武蔵野☎ 23-
1170へ。開講 1週間前までに受
講の可否を通知。

①初級・中級・上級
聴覚障害のある方へ
のボランティアや市
の登録手話通訳者を
養成

▶日時：４月 19 日～令和５年２月 7日の火曜（全 28 回）昼
クラス午前 9時 45 分、夜クラス午後 6時 30 分▶場所：スイ
ングスカイルーム▶対象：市内在住・在勤・在学で高校生以上
の方、各クラス初級 14名、中級・上級 16名（前年度修了者を
優先し超えた場合抽選）

②通訳養成
市の登録手話通訳者
を養成

▶日時：４月 19日～令和５年２月 7日の火曜（全 28回）午後
6時 30分▶場所：武蔵野プレイススペースＣ▶対象：市内在住・
在勤・在学で高校生以上の方、上級修了者で受講試験合格者（受
講試験は 3月 5日［土］午後 2時、市役所で実施）

③点訳（入門・応用）
視覚に障害のある方
へのかけ橋となるボ
ランティアを養成

▶日時：５月 13日～令和５年２月 17日の金曜（全 20回）午
前 10時～正午▶場所：武蔵野プレイススペースＥ▶対象：市
内在住・在勤・在学で 18歳以上の方、７名（超えた場合抽選）

むさしのエコ・チャレンジを
開催します

①環境配慮チャレンジ提案ブース
②環境の学校連続講座修了生ほか
が学んだことなどの発表。
▶日時：①3月5日（土）・6日（日）
午前 10時～午後 4時②６日（日）
午後 2時～ 4時 30分▶場所：む
さしのエコ re ゾート▶費用：無
料▶そのほか：５日にむさしの環
境フェスタポップアップも同時開
催▶問：環境政策課環境啓発施設
係☎ 60-1945

MIA外国人による
日本語スピーチ大会
外国人生活者の視点で捉えた日常
エピソードなどの日本語での発
表。
▶日時：① 3月 12 日（土）午後
2時～3時30分（開場1時30分）
② 3月 26 日（土）午後 2時～ 3
時 30 分▶場所：①スイングホー

ル②オンラ
イン（Zoom）
▶ 定 員： 各
80 名（申込
順）▶費用：
無料▶申込・
問： ① 3 月
8日② 22 日午後 5時までに国際
交流協会☎ 36-4511へ。https：
//mia.gr.jp/ から申込可。

吉祥寺ウェルカムキャンペーン
～吉祥寺アニメーション映画祭～

 !"#$%&’()*+,-./0’1/

22!"#$3456789:;<6=>?:@ABC?

DEFFG HI+JKLMNOPQRSTUEFFVHI+JKW(PXYZNOPQRST[\89]

 !"#$^_  %"$$^‘ & "$$a‘bc
22

 defXYZ/’1R+JK*+,-ghi

 !jklmjklmn)o/$pqr0s/tur0.*+,

vw89xur0.yz{|}~¡¢Y£%⁄i¥*+

ƒ¥§¤'“|«‹!n)o/$›fifl–†‡·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰XYZ/’1R‚‰¿`/0’1´S

 `/0’1´Smˆ˜Fjjˆ¯!|˘˙¨˚¸̋ n)o/›fifl˛ˇ$-
2!„”»fi¥…‰XYZ~|—¸̋ $

!"#$%&’()*’+,-./*0*&1234153

!6789:;<-=*>?@A&B,C+D

 !"#$%&’()*+,-./012
3456789:;

<88=9>?@9ABC
DEFGHIJKLMNHOLIJMPQJFNRLOJOLISLGNTULJSOFQHGNTFPIJ
VINHQTFIJMPQJQTINOTWHNFOIX

 !"#$%&’()*+,-./012345678999

 !
"

#

 $
%

#

 &
’

#

Æ_ª

Æ_Łª

Æ_Łª

Æ_Łª

Æ_Łª

Æ_Łª

()*+,-./

()*012345 67$7##81239:;<=#>?

!"#$‚3456789!jklmjklmn)o/$‚vwØŒ89!ºSæıı´0$‚łøœ89
ß¹¬μ[\89x™_˝

Ð½±Þ¡s`¼÷XYZ/’1R+JKm¦°„R&æq’1RNOPQRST[\|} I+JK¥PQRSTþ\~[\yz¾jklmjklmn)o/²‚vwØŒ89®ˆ−

 #"$$^_  #"#$ð’ ("$$ðEÞ*+

 #"$$ð )"$$2D×³©ÁþÂÄð†FÀ]

!jklmjklmn)o/$“ÅÃ˙U!ÇzyÉÊ~¨˙$ËUdefXYZ/’1R+JK¥[\yz|}~LÈ“*+

 !jklmjklmn)o/$ÍvwØŒ89|}ÎÏ*+,
 )"$$*+^Ì D*+©ÁÂ½†À]

I+JK‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’1RXYZ/’1R~μgÖ‹ÒÕŠ89‚./0’1/–

!„QQÚR–ÛsR‚ÜÙ$~*+

 !„QQÚR–ÛsR‚ÜÙ$*+,-%&’()./0’1/

 *" +*+^Ì D*+©ÁÂ†FFÀ]

 ("#$^_2 +"$$*+^Ì  )"#$Ý\ibc2 !"$$a‘bc2

†ŸFFFŽDáâ]2

äàfiåã .́ç

élêëé ¥èàÒ̋

 !"#$%&’()*+,*-./0 !"12345/6789:;/5<6789=:>/?@/ABBBBBCCCCCC

789=DEFGHIJ789=KLMNDOPQDRSTUVWORSTUXDY6Z$[\]^]]

_‘

ab

íHçîïìñóG|}‚Òôö††|}xòõš/.

;<6=>ÑÓúÔ¦‚ËUdefûü‚XYZù|,ýxÑÓ

íHç%&’()ÿ%.“!ž!˝$Û.¢t$‚$&´⁽89§̋

6@ABCDEBD

#@,FG

4c

#H#!"

’

IJ

#H#&

                                  !!!!"#$%&’()"#"""#$%&’()*+"#""#$"#$%&"#$%###$%&’!"#$%&’!"#$%$%&’()#$%&’()*+!"#$%&’()*%&’$%&"#$%&&&’#$%&’()$%&’()*+,$%&’()*+,&’()*+,))**&’()*’()*+,"#$%&’()*+()*+!"#$%&’()*+++!"#$%&’()*+,*+,)*+,%&’()*+,,!"!"#$%&’()*+!""#$%&’()*+,"#$"#"#$%&’()*+,"#$%&"#$%&’()*#$%&’()*+,!"#$%&’()*+,#$%"#$%&’()*+,!"#$%&’()*+,#$%&’$%&’()*$%&’()*#$%&’(#$%&’()*+,!"#$%&’()*%&’()#$%&’()*+,&’()*+,%&’&’()*+,’’’()*+,(&’()"#$%&’()’()"#$%&’())*+,()*+,()**++)*+()*+%&’()*+&’()*+#$%&’()*+,#$%&’()*+,#$%&’()*+,"#$%&’()*+,"#$%&’()*+,,!"#$%&’()!"!"!"#$%&’()*+,"###"#$%&’()*+"#$%&’()*+,"#$%&’’()*+,%&’()*+’()*+’("#$%&’()*+,#$%&’(()*+,())()"#$%&’())**()*++++,+,,+,!"#$%&’"""#"## %#$%&’()*+,"#$%&&’()&’()*+,&#$%&’’ )$%&’()))**++,,+,,!"""#$%&%&’()*’()*+,()*+()*+,)*+++++,"#$%%&%&%&&’!"#$%&’(())’()*+*+,++,,"#$%&’()*+,# & ()))****+++,,!!""""""#$ **+ -./0’1/-----./0’1-./0’1/..-./0’1/0000’’---./0’--./0’-.-../0’1/./0’./0’1/000’10’10’1’-./0’./0’-./0’1-./0’1./0’1-./0-./0’1-./0’1/... 0000’1./0’./0’’1-./0’1/./0’11-./0’-./0-./0../0’1//./0’1//0’1//00000’’’-./0’1./0’1/-./0’1/-./0’1/---..///0’1//0’1/0’10’’1///--. 00’-. 0’1-. 0-. 0’1- 0’1’

!"#$!!!"""""#$3"#$#$3456##$3#$$$345673!"#$#$33456789:;<63345456789456789 ;<6=>456789 ;<6=>56756789:;<6=>5566789 ;<6=>66789:;<6=>7734567898899:;<6=>999 ;<69:;;<6=;;<6=<<6<6=6689:;<6=>:;<6=>=:;<6=>>!"#$!"#$3456789:;<!""#$34""#$3456789:;<6"#$345"###$3456789:;<6#$3456789:;<6=>$345$345#$33456789:;<6#$3456789:;<6"#$34567893456789:;<6=>344445556789:;<6#$345634566789:;<6=>78#$3456789:;<6=5676789:;<89789:;<6=>99:;6789::;<6=9:;<:89:;6789:;<6=>"#$3456789:;<689:;<789:;<6456789:;<6=>9:;<6;<6====>=>!!""#$3456789:;<6"""###$345#$$34445!"#$34556789:;<667867#$345678989:;<8934567899:"#$3456789:::;<6=89:;<6;;<<66===>!"#"""###$$33 55677789:;<6=>9:$3456789:;;;<<66=6=>>>!""##$$33344555667789:;<6=9::;;;;<6 >!!"#$34"""""##$334334564555566789 ;788899 ;;<<<6=6 >? @ABC??:@ABC???? @ABC???::::@?:@A@@A@@:@ABAAABCABBBBBCCC:@ABC?????:@A?:@ABC??:@AB?:@ABC?:@ABC???:@ABC?:::?:@@ABC?@ABC??:@?:@AABC??:@ABCABCBB?:@ABCC@ABC@ABCC??BC???:@ABC?:@A??:@:@ABC: ABC?BCCCC????????:@:@ABC?::@@@ABBBBCC?BC????:@?:@ABC?:@ABC?:@ABC@@@AAAABBCC????? @AB? @ABC?? @ABC? @AAABCBCCC??

DDEEFFG HI+JKLEEFFG HFFFG HIFFG HIFFGGFFG HI+JKLGHHHHII+JK+++JJK MNJFGHI+JKLMNOPQRSKK MNOPQRST EFFVHKLMNOPQRSLMMMNOPQRST EFFVHIMI+JKLMNONJKLMNOPQRSOOOPPQRST EPQRQRRRSRSST EFFVTTLMNOPQRSTUEF+JKLMNOPQRSTUEFFVHIMNOPQRSTUEFFVHIFFVHEFFV HIVHISTUEFFVHDEFFG HI+JKLMNOPQRSTDEEEEFFFFG HI+JKFFG HI+JKLMNOPQFFFGEFFG HI+JKHHIIIII+HI++JKLMNOPQRSTUEFFVHI++JJKLMNOPQRSTUEFFVHIJJKKKEFFG HI+JKLLMNOPQRSTLMMNOPMNMMNOPQRSTUEFFVNOPQRST EFFVHNOPQRST EFFVHNOPQRSTUEFFVOPQRSTUEOPPPQRSTUEFPPQQQRST EFQRRRHI+JKLMNOPQRSSTPQRSTT EEEFFVFFV HIFFFFV HTUEFFVHJKLMNOPQRSTUEFFVHHIMNOPQRSTUEFFVHIMNOPQRSTUEFFVHIIDDEEEF HI+JKLMNOPQRSTUEFFVI+JII+++JKLMNOPQRSTUEFFVHKLMNO+JKLMNOPPQQNOPQRRSSTUUUEE FF HHDEEEFFFG HI+JK MNOPQRFGG HHHHIII+JK MNOPQRSTUEK MK MNMNOPQRSTUEFFVHINOOOOPPPPQQRRSSTTTTUUEFFFV HIFFFVV HHHII++JKW(PXYZNOPQRST[+++JKW(PXYZJJKW(PXYZNOPQRST[JKW(PXYZNOPQRST[\89JKW(PXYZK+JKW(PXYZNOPQRST[\KW(PXYZNOPQRST[\KWWW(PXYZNOPQRSW((JKW(PXYZNOPQRST[\PPPPXYZNOPQRST[PXYZNOPQRST[\YZNOPQPXY+JKW(PXYZNOPQRST[\ZZNNNOJKW(PXYZNOPQRST[\8+JKW(PXYZNOPQRST[\89OPP+JKW(PXYZNOPQRST[\89]PXYZNOPQRRSTNOPQRSTSTT+JKW(PXYZNOPQRST[\8PXYZNOPQRST[\89+JKW(PXYZNOPQRST[\89]+JKW(PXYZNOPQRST[+JKW(PXYZNOPQRST[\8+++JJKWJJKJKJKJKW(PXYZNOPQRST[\89KW(PXYZNOPQJKW((PXW(PXYZNOPQRST[W(PPPXKW(PXYZNOPQRS(PXYZNOPQRST[\89]+JKW(PXYZNOPQRST[\89]ZNOPQRST[\89ZN+JKW(PXYZNOPQRST[\8KW(PXYZNOPQRST[\89OZNOOP+JKW(PXYZNOPPQRST[\89]NOPQRST[+JKW(PXYZNOPQRST[\8SYZNOPQRSTNOPQRSTZNOPQRST[\\\\888999]+JJKKW(PXYZNOPQRST[\8PPPXYYYYYZNNNOPPQQQQRST[\89XYZNOPQRRSROPQRSSSTTT[\89[\88999]]JJKW(PXYZNOPQRST[\8KW(PXWW((((P+JKW(PXYZNOPQRST[\89ZNOPQRNNOOPPQ SSTT[[ 99][\

               "#$! #!!!"#$##!"#$$$!!"!! ####$$$$$!!!!"##$#!"##$$$$!!!""####$$$$!!!!""#####$$$$!!!""####$$$$$! $ ^̂_^_^_^̂_____^̂̂̂̂___^_^__^̂̂̂̂̂______^̂̂̂̂_______^̂̂___^̂̂̂_____^_^__                %"$$%%%"$$$$$$$$$%%%"$%%"$$$$$%"$$$$$%%%%"$%"%"$$$$$%%"$"$$$$$%%"$$$$$$"$$$%%%%"$$$$$ ^̂̂̂̂̂‘‘‘‘‘‘^‘^̂‘^̂̂‘^‘‘‘‘‘‘^̂̂̂̂̂‘‘‘‘‘‘^̂̂̂̂̂‘‘‘‘^̂‘‘‘‘‘‘^̂̂̂̂̂̂‘‘‘‘‘‘‘ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&             "$$$$$$$$$$$$$$$$$"""$$$$$$"$$$$""$$$$$$$$$""$$$$$$$$$$"""$$$$$$$$$$a‘a‘bca‘aa‘baa‘bc‘‘b‘a‘bc‘b‘ba‘bbbbbbccbcccaaaaa‘ba‘‘‘‘‘bc‘b‘bcbcbbca‘bcbbc‘bccca‘bca‘bcaaa‘a‘‘‘‘bc‘‘bbc‘bca‘bccaaaa‘a‘‘‘‘bbbbbccbcaaa‘‘bbbbcccccaaaaa‘‘‘‘‘‘bbbcccca‘bb

                                     defXYZ/’defXdefXddefdefedefXefXYZ/’1RdefXYZ/’1R+JefXYZefXYZ ’1RefdefXYZ/’efXYZ/’1R+fXYZ/’1R+fXYZ/’1RfXYZ/’1R+ffXYZ/’defXYZ/’1R+XXYZ/’1RfXYZ/’1fXYZ/’1RdefXYZ/’1RdefXYZZ/’1RfXYZ/efXYZ ’1R+J’YZ/’1RXYZ/’1RZ/’1RYZ/’1R+J’1R+JfXYZ/’1R+defXYZ/’1R+J’1R+1R+JR+JefXYZ/’1R+JefXYZ/’1R+JdefXYZ/’1R+JefXYZ/’1R+J’1R+JdefXddddefXYdefeefXYZ/’1R+deffXYfXYZ ’ R+XfXefXXYZ/YYZ/’1R+JYZZYZZ/’defXYZ/’’1R+JdefXYZ/’’ R1R+fXYZ/’1R+R++JXYZ/’1R+J1R+JXYZ/’1R+JfXYZ/’1R+JfXYZ/’1R+J+JJdddedefdefXYZ/’1R+defXYZ/’1efXYZ/’efXYZ/’1deffXYZ ’1R+ffXYZ/’fXYZXYZ ’1R+JXXXYZ/’1ZZ/’1Z ’1R+JXYZ/’1R+J/’1R+J/’1R+’1R+J’’’Z/’1efXYZ/’1 +1R+J+JJdeddefffXYfXYZ/fXefXYZ/’1RdefXX ZZ//’’Z/’fXYZ/’1R+JXYZ/’1RR+R++JR+JdefdedefXYddeeefdefX Z//YZ/’1R+’’1 +J++JJdeddd ffXXXY ’fXYZ ’ +JdddeeeefXYefXffXYZ ’1RfXXYZZZ ’1 +++JdeddeeeefX 11 +JJJK*+K*+,-gK*+,-ghiK*+,-ghiK*+,-ghK*+,-ghiK*+,-ghiK*+,-ghK**+,-ghi*K*+,-ghiK*+,-*+*+,-*+K*+,+,-gh*+,-*+,-ghiK*+,-gh,-K*+,-ghK*+,-ghK*+,,-gh*+,-ghi-K*+,-gh--ghi,-gK*+,-gh+,-ghi,-ghi-ghighK*+,-ghhiK*+,-ghi-ghi*+,-ghi+,-ghi*+,-ghiK*+,-ghighiiK*+,-ghK*+,-ghiK*+,-ghK*+,-ghK*+,-ghK*+,K*+,-gh*+,-ghi*+,*+,-gh+,-ghiK*+,-ghiK*+,K*+,-+,-g-+,-ghi,--g--gK*+,-ghg-ghK*+,-ghK*+,-ghi-gh*+,-ghi-ghi,-ghiKK***+,-ghi*+,*+,-++,-g,,--gg*+,-ghh*+,-ghhhiK*+,-ghighiK*+,-ghK**+,-ghi*+++,-ghi+,,,-ghig+,-ghhhK*+,-ghiiiiK*+,-gh*++,*+,-ghi+,- hii-ghiKK**+,-gh, gK*+,-g*+,-ghiiKK*+++,, g iiK*+,-ghK + g i

                                !jk!jkl!jkl jkl n)o!jkl jkl n)o!jklmjklmn)jjkl jkjklmjkjkl jkjklmjklmn)o!jklmjklmn)ojkl jk!jklmjklmn)okl jkl n)o!jklmjklmn)o!jklmjklmn)ojklmn)ojkl jkl n)jkl jkl n)okl nl!jklmjklmn!jklmjklmn)kl jkl n)!jklmjklmnjklmjklmn)on)))o!jklmjklmn)!jkl j!jkl!jkl jkl n)jjkl jkl n)ojkl jkl n)ojk!jkl jkl n)o!jklmjklmn)okl jkl n!jkl jkl n)o!jkl jkl n)ojjkjjkl jkl njjkjkl jkl n)okl n)kl jkl n)lmjklmnjkl jkl n)klmjklmn)o!jklmjklmn)n)!jkl jkl n)okl jkl n)oo!jkjjklmjklmn)o!jklmjklmn)oll )jkl n))o)okl jkl n)o!jklmjklmn)ojkl jkjjjkl nk!jklmjklmn)))o!jk!jkjklmjklmn)ojkl jkl n)kl jkjklmn)ojklmjkkklkl n))oo)olmn)ojkl jkl n)okl jkk nn)n)ooomjkk nnn))oo/$pqr0s/tur0/$pqr0s/tur0/$pqr0s/tur0/$pqr0s/tur0$pqr0s/tur0pqr0s/tur0/$pqr0s/tu/$pqr0s/tur/$pqr0s/t$pp/$pqr0s/tur0r0s tur00/$pqr0s/ts/tur0/$pqr0s/$pqr0s/tupqr0s/tur0tur$pqr0s tt/$pqr0s/tur0/$pqr0s/tur0r00$pqr0s/tur$ppqr0spqr0s/tur0pqpqr0s/tppqr0s/tu/$pqr0s/turrqr0s/0s/tur000s tur00ss/tusssqr0s/tur/$pqr0s/turs ttut$pqr0s tpqr0s/tpqr0s/tur0uur0s/tuurr0pqr0s/tur0s/tur0$pqr0s t$pqr0s/tur$pqr0s/tur0ppqr0s tur0ppqr0s/t/$pqr0s/tur0qr0s/tur$pqr0s/tur0r0000r0s/tur/$pqr0s/tur0/tur00s/tupqr0s/tuuupqr0s/tuurr0s/turur000r00/$pqr0s/tur0/$pqr0s//$pqr0s/tur$pqr0s/tur0pqr0s/tupqr0s/tur0r0s/tur000ssr0s/tttuur0uur0$pqr0s/turtur0s/tur0/$pqr0s/turqr0s/tr0s/tr000s/t0 /tttpqr0s/tutur0ppqr0s tur0s tt rpp 0ss ur0qr0s tur .*.*+.*+,.*+,..*+*+,**+,.*+,+,+,.*+,.*+,++.*+,,,,,.*+,.*+,..*+,*+,*+,*+,.*+,++++.*++,*+,+,,,+,,,..*+,.*+,....***+,*+,**+,.*++*++++,+,,,,.*+.*+,.*+****+++,.*+,.*+,+,,.*+,.*+,.**++++,,...*****+++,,,+,..*+++.* ,,

ur0.yz{|}~¡¢Y£|vw89xur0.yz{|}~¡¢Y£0.yz{|}~{|u z{|}~¡¢Y£r0 z{|}~¡¢ur0.yz{|}~¡¢Y£uvw89xur0.yz{|}~¡¢Yvw89xur0.yz{|}~¡¢Y£r0.yz{|}~¡¢Yvvw89xur0.yz{vw89xur0.yz{|}~¡¢Yvw8vw89xur0.yz{|}~¡¢w89xur0.yzw89ww89xur0.w889xur0.yz{|}~¡¢889xur0.yz{|}~¡89xur0.yz{|}~¡¢9xur0.yz{w89xur0.yz{|}w89xur0.yz{|}~9xur0.yz{|}9xur0.yz{|}~¡xur0.yz{|}~¡¢Y£uuur0.yz{|}~89xur0.yz{|}~¡9xur0.yz{w89xur0.yz{|}~¡¢Y0vw89xur0.yz{|}xur0.yz{|}~¡¢Yyyyzzz{|}~¡¢w89xur0.yz{{w89xur0.yz{|}~¡¢Yr0.yz{|}{|{|}~¡¢w89xur0.yz{|}~|}vw89xur0.yz{|}~¡¢Y£}~¡¢Y£}9xur0.yz{|}~¡¢Y£xur0.yz{|}~~¡¡9xur0.yz{|}~¡|}~¡¢¡~¡¢~¡¢Yr0.yz{|}~¡¢Yvw89xur0.yz{|}~¡¢YY£ur0.yz{|}~¡¢Y£££xur0.yz{|}~¡¢Y£vw89xur0.yz{|}~¡¢Y£vw89xuvw89xur0.yz{|vvwww8w89xur0.yz{|vw89xur0.w89xur0889xur0.yz9w89xur0.yz{|}~¡¢Y£ur0.yz{|}~¡¢Y£uuw89xurr00r0..yz{|}~yyz{|}~¡¢Y£zzw89xur0.yz{{|xur0.yz{|}}}~¡¢Y£xur0.yz{|}~~89xur0.yz{|}~¡¡¡¡¢¢YY£¡¢Y£vw89xur0.yz{|}~¡¢Y£vww8899xur0.yz{|}~¡¢9xuur0.rr0.yz{|}~¡¢0000.yz{|}~¡¢Y£..yyz{|}~¡¢Y£yzvw89xur0.yz{{{|| ~¡z{|}~¡¢Y£¡¡89xur0.yz{|}~¡¢Y££0.yz{|}~¡¢Y£vwww89xur0.yz{|}~¡w89xur0.yz{|889xur0.yz{|w8999xxur0.yz{|}~¡uurrr .yyzz{|}}~~yz{|}~¡¢¢Y£9xur0.yz{|}~¡¢Y£vvvw89xur0.yz{|}vw89xur0.yz{|}~¡¢vw89xur99xxur0uuuu .yzz{|}~||} ¡¡¢¢¢ £%%⁄%⁄%⁄i%%%⁄i%%⁄i¥*+⁄⁄i¥*+⁄⁄⁄iiiiii%⁄i¥i¥¥%⁄i¥*****+*++i¥*+++i¥*+%%%⁄i¥*+⁄⁄⁄i⁄i%⁄i¥*+ii⁄i¥%⁄i¥¥¥i¥***i¥**+⁄i¥*++++%%⁄⁄⁄iii¥%⁄i¥¥¥¥****+++++%%⁄i¥%⁄⁄⁄⁄⁄i¥*i¥¥¥¥****⁄i¥**+++++%%%⁄⁄⁄i¥¥¥****++++

!n)o/$›fiƒ¥§¤'“|«‹!n)o/$›fifl–ƒƒƒ¥§¤'“|«‹!n)o/$›fiƒ¥§¤'“|«¥¥§¤'“|«‹!n)o/$›ƒ¥§¤'“|¥§¥§§ƒ¥§¤'“|«‹!n)o/$›fifl§¤'“|«‹!n)o¤§¤'“|«‹!n)o¤'“|«‹!n)o/$›'ƒ¥§¤'“|«‹!n)o/$›fi'“|«‹“|«‹!n)“|«‹!n)¥§¤'“““||«‹!n)o/$|«‹!n)o/$›fifl–«‹!n)o/$›««ƒ¥§¤'“|«‹§¤'“|«‹ƒ¥§¤'“|«‹!n)o/$›fifl–‹§¤'“|«‹!n)o/$›fifl«‹!n)o/$!nn)n¥§¤'“|«‹!nn!n)o!n)o/$›n)o $›fio/$›fifl!n)o $o/$››fifl–ƒ¥§¤'“|«‹!n)o/$›/$›fi'“|«‹!n)o/$›fififl›fiflflflƒ¥§¤'“|«‹!n)o/$›fifl–––¥§¤'“|«‹!n)o/$›fifl–ƒ¥§¤'“|«ƒ¥§¤'“|«‹!nƒ¥§¤'“|«‹!n)o/$›¥¥§¤'“|«‹!n)o $›fifl¥¥§§§§¤'“¥§¤'“|«‹!n)o/$›fifl–§¤¤'“|«‹!n)o/$›¤'“|«‹!n)o/$›fi¤'“|«‹!n)o''“|«‹!n)o/$›fifl''““|«‹!n)o/$“““|«'“||§¤'“|«‹!n)o/$¤'“|«««‹!n«‹!n'“|«‹‹«‹!n)o/$“|«‹!n))¥§¤'“|«‹!n)¥§¤'“|«‹!n)o/$›fifl–o/$§¤'“|«‹!n)o/$›fi›‹!n)o/$›fifl››fiƒ¥§¤'“|«‹!n)o/$›fifl––––ƒƒƒƒ¥§¤'¥¥¥§§¤'“|«‹!n)§§¤'“|«‹!n)o/$›¤¤'“|«‹““|ƒ¥§¤'“|||««‹!n)o/$›fifl‹!n)o/$›fifl‹!n)o!!!nn)'“|«‹!n)))o'“|«‹!n)oo“|«‹!n)o//$$›‹!n)o/$›“|«‹!n)o/$›fififlfl–––ƒ¥§§§ƒ¥§¤'“|«‹!n)o/$›““|“||«‹!n)o/$›fifl«§¤'“|«‹‹‹!n)o/!n)nn))oo//$››“|«‹!n)o/$›fifl«‹!n)o/$›fifl––ƒ¥¥¥§¤''“““|««‹!n)o $‹!n))o $$›››fiflflfl–––¥ '“|«‹!n)o $ ††††‡·‡¶•‚†‡·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰XY‡·‡¶•‚„”»fi‡·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰‡·‡¶‡·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰X‡·‡¶•‚„”»fi¥|‹·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰XYZ·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰‡‡¶‡¶•‚„”»fi¥‡¶•‚„”»‡·‡¶•‚„”»fi¥|‹…¶•‚„”»fi¥|‹…‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰XYZ¶•·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰•‚„”»fi¥|‹…•‚„”»fi¥|‹•‚‚·‡¶•‚„”»fi¥|‚„”»fi¥|‹…‰X„„”»fi¥|‹„”»fi¥|‹…‰XY„””””»fi¥|¶•‚„”»»fi¥|‹…‰fi¥|‹…‰XYZfi¥|‹…‰XY¶•‚„”»fi¥¥‡·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰¥|‹…‰X|||‹…‰XY|‹‹|‹¥|‹……†‡·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰X…‰„”»fi¥|‹…‰‰‰X„”»fi¥|‹…‰X‡·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰X†‡·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰XY‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰XYZ‡·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰XYZZZ†‡·‡¶•‚„”»fi¥|†‡·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‡‡‡·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰‡·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰X‡·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰XYZ·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰XYZ‡¶•‚„”»fi¶¶•‚„”»fi¥|‹•‡·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰•‚„”»fi¥|‚„”»fi¥|‹…‰XYZ‡·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰X„”»fi¥|‹…‰„””»fi¥|‹…‰XY”»»»fi¥|„”»fi¥|‹…‰XY»fi¶•‚„”»fi¥¥|‹…‰||‹…‰XYZ‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰|‹‹……|‹…¶•‚„”»fi¥|‹…‰¥|‹…‰XY„”»fi¥|‹…‰X‚„”»fi¥|‹…‰XYYY·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰XYZZ»fi¥|‹…‰XYZ†‡·‡¶•‚„”††‡‡·‡¶•‚··‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰‡‡‡¶•‚„”»†‡·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰XY¶¶•‚‚„„¶•‚„”»fi¥|‹»fififififi¥¥¥¥|‡·‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰|‹…|‹‹‹…‚„”»fi¥|‹…‰X‰XXXYYZZ‡‡‡ ‡¶•‚„”‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰XY‡†‡·‡¶¶¶•‚„”»fi¥|•‚‚‚‚„„”»fi¥|‹…‰”»»•‚„”»fifi¥¥¥¥|‡·‡¶•‚„”»fi¥|‹‹…”»fi¥|‹……‰‰XXY‡¶•‚„”»fi¥|‹…‰XYYZ…‰XYZZ‡··‡¶¶•‚„”»fi¥|‹…‰XY¶••‚‚„„”»fi¥„ » ¥¥|‹…‰‰‰‰XXYYZ‚„”»fi¥|‹…‰X /’1R‚‰¿`/0/’1R‚‰¿`//’1R‚‰¿`/0’/’1R‚‰¿`/0’’ RR‚‚‚‚‰¿`/0’‚‰‰¿`/‰‰‰¿`/0’’1R‚‰¿1R‚‰¿‚‰¿`/0’1¿`/0’1¿`’1R‚‰¿`̀/0’11R‚‰¿`/0’1´`R‚‰¿`/R‚‰¿`/0’1´S‰¿`/000’1´S’/0’1´S’1´SSS0’1´SSS/’’1R‚‰¿`’’1/’11R‚‰¿`/0’1´S1RRRR‚‚‚‰¿‚‰¿`/‚‰¿`/0‰‰‰/’1R‚‰¿`/0’1¿¿¿‚‰¿`/0’¿` 000’’’’11´́R‚‰¿`/0’1´SS//’1/’’1R’’’111R‚‰¿`RR‚‚‚‚‚‰¿`/0’1‰‰¿‰¿’1R‚‰¿`¿¿`̀/0000’’’’11´́S´́́SSSSS/’1R‚‰¿`//’1R‚‰¿`/0’’’11R‚‰¿`/0’1´RRR‚‰¿`/0R‚‚‰‚‚‰‰‰‰¿¿¿¿`̀̀̀/0’/000’’11´́́SSS’’’11RR‚‚‚‚‚‰‰‰¿¿¿`̀̀̀‰¿` 0’’’11´́́SSS

                                 `/0’1´Sm`/0’1´Sm`/0’1´S`/0’1´Sm`/` 0’1´0’0’1´’1´S1´SS`/0’1`̀̀/0`̀/0’1´S/0’1´`/0’/0’1´S/0’1´S0’1`/0’1´S’1´`/0’1´S`/0’1´S/0’1´SS0’1´S´S`/0’1´`̀/0’1´S`̀/0’1´S00’10’10’10’1’`/0’1´S’’0’`/0’110’1’1´́́1´S`̀̀/0//`/0’1´/000’10/0’`/0’11´0’1´0’1´́SS`̀/0’`////0`/00’1´S0’1´S0’1´’’1´11´́S´`/0’1´0’1´SS0’00’’111´S´S` ’1 S0’1´S` ´́ ˆ˜Fjjˆ¯ˆ˜Fjjˆˆ˜Fjjˆ¯ˆ˜Fjjˆ¯Fjjˆ˜Fjjˆ˜Fjjˆˆ˜Fjjˆˆ̂˜Fj˜F˜Fjj˜FFjˆ˜Fjjˆ˜Fjˆ˜FjjˆFjjjjˆ̂̂̂ˆ˜Fjjˆ¯̄ˆ˜Fjjˆˆ̂˜Fjjˆjˆ˜Fjjˆ¯jjjˆjˆ̂¯ˆ̂˜Fjjˆˆ˜Fjjˆ¯˜̃̃Fjjˆ˜FjFFFjjˆjˆ˜Fjjˆ¯Fjjˆ̂̂ˆ˜̃̃Fjj˜Fjjjjˆ˜Fjjˆ¯ˆ˜Fjjˆ¯ˆ˜Fjjˆˆ̂˜Fjjˆ¯FFjjˆjˆ˜Fjjˆˆ˜̃FjFFjjjj !|˘˙¨˚¸̋ n)o!|˘˙¨˚¸̋ n)!|˘˙¨˚¸̋ n)o!|˘˙¨˚¸̋ n)o!|˘˙¨˚¸|| ˙¨˚¸ )o|!|˘˙¨˚¸̋ n!|˘˙¨˚¸̋ n)o˘˙¨˚¸̋ n)o˙¨˚¸̋ n˙¨˚¸!|˘˙¨!|˘˙¨˚¸̋ n)o˘˙¨˚¸̋ n)o!|˘˙¨˚¸̋ n)o|˘˙¨˚¸̋ n)¨˚¸¨˚¸̋ n)!|˘˙¨˚¸̋ n˙¨˚¸̋ n)o˘˙¨˚¸̋ n)o˙¨˚¸̋ n)o!!|˘˙¨˚¸̋ n)o!|˘˙¨˚¸̋ n)o!|˘˙¨˚¸̋ n)|˘˙¨˚¸̋ n||˘˙¨˚¸̋ n)||˘˙¨˚¸̋ n)||˘˙¨˚¸̋ n)|˘˙¨˚¸̋ n)|˘˙¨˚¸̋ n)˙¨˚¸̋ n|˘˙¨˚¸̋ n)o˙¨˚¸˙¨̈|˘˙¨˚¸¨̈˚|˘˙¨˚̊¸̋ n˚¸̋ n)o¸̧˘˙¨˚¸̋ n)o¸̋̋ n)on̋n|˘˙¨˚¸̋ nn)on)|˘˙¨˚¸̋ n)o˚¸̋ n)o!|˘˙¨˚¸̋ n)o!|˘˙¨˚||˘˙¨˚¸|˘˙¨˚¸̋ n)o|˘˙¨˚¸̋ n˘˙¨˚¸̋|˘̆̆̆˙¨˚¸̋ n)|˘˙¨˚¸̋ n)|˘˙¨˚¸̋ n)o¨˚¸̋ n¨˙¨˚̊̊̊̊¸̋ n)˘˙¨˚¸̋ n)¸̋̋ )˚¸̋ n))˘˙¨˚¸̋ n)o|˘˙¨˚¸̋ n)o¨˚¸̋ n)o!|!!||˘˙¨˚|˘˙¨˚¸̋ n)o|˘˙¨˚¸̋ n)o˘˙¨˚¸̋ n)o˘̆˙¨˚¸̋ n)˘˙¨˚¸̋ n)o˙¨˙̇¨˚¸̋ n˚¸˚¸̋ n)˝˚¸̋ nnn)¨˚¸̋ n)ooo!||˘˙¨˚¸!|˘˙¨̈̈ n̋))o)oo˘̆˙̇¨̈̈̈̈˚ n)o˙¨˚¸̋ n)o˘˙¨˚¸̋ n)o! ˘˙¨˚¸̋ n)˙˘˙¨˚ )¸̋ n)o||˘˙¨˚¸̋ n)¸̋ n)n oo| //////////›fifl˛ˇ$›fifl˛ˇ$-›fi›››fi›fifl˛ˇ$-›fiflfi›fififl˛ˇ$-›fifl˛ˇflfl˛ˇ$-flflflfl˛ˇ$-fl˛ˇ$-˛̨›fifl˛ˇ›fifl˛›fifl˛ˇfl˛ˇ̌̌̌$-›fifl˛ˇ$fifl˛ˇ$$----›fifl˛ˇ$-›fifl˛ˇ›››fi›fifl˛ˇfifl˛ˇ›fifl˛ˇ$-fi›fifl˛ˇ$-fl˛ˇfl˛ˇ$-fifl˛ˇ›fifl˛ˇfl˛ˇ$-fl˛ˇ$-fl˛ˇ$-›fifl˛›fifl˛ˇ$-˛ˇfl˛›fifl˛ˇ̌›fifl˛ˇ̌fl˛ˇ̌$$-fifl˛ˇ$-$--fifl˛ˇ$-›fifl˛ˇ$-›fifl˛ˇ››fifl˛ˇ$-›fififl˛ˇ$fififl˛ˇfifl˛fifl˛ˇ$-flfl˛ˇfl˛ˇfifl˛ˇfl˛̨ˇ˛›fifl˛ˇ$fl˛ˇ˛ˇ̌fl˛ˇ$-ˇ$$$---fifl˛ˇ››fifl˛ˇ$›fifl˛ˇ›fi›fififl˛ˇ$fifl˛ˇ$fl˛ˇflflfl˛̨̨ˇ̌̌̌̌$---ˇ$--››fifl˛̨̨ˇ$----›››fifl˛ˇ››fiflfiflfl˛̨̨̨̨ˇ$-ˇ$$˛ˇ$-›› fl˛ $-››››fi›fiflfl˛ˇ˛ˇ˛̨̨ˇ$$›

!„”»fi¥…‰XYZ!„”»fi¥…‰XYZ!„”»fi¥!„”»fi¥…!„”»fi¥…‰X!„”»fi¥…‰X„”»fi¥…‰XYZ„„”»fi¥…‰XY„”»”»fi¥…‰XYZ!„”»fi¥…‰XYZ”»fi¥…‰X»fi¥…‰XY”»fi¥…‰XYZ¥…‰XYZ‰XYfi¥…‰XYZ”»fi¥…‰XYZ„”»fi¥…‰XYZfi¥…‰XY!!„”»fi¥…‰X!„”»„”»fi¥…‰XYZ„”»fi¥…‰XY„”»fi¥…„”»fi„”»fi¥…‰XYZ„„”»fi¥…”»fi¥…‰!„”»fi¥…‰X»»fi¥…‰XYZ”»fi¥…‰XYZ»»fi¥…‰XYZ»fi¥…‰”»fi¥…‰”»fi¥…‰XYfi¥…‰XYfi!„”»fi¥…‰XYZ¥…‰¥…‰X¥…‰XYZ¥…‰XY¥¥„”»fi¥…‰XY¥…”»fi¥…‰”»fi¥…‰XY!„”»fi¥…”»fi¥…‰X‰‰„”»fi¥…‰”»fi¥…‰XY‰!„”»fi¥…‰X»fi¥…‰XYXY»fi¥…‰XYZ!„„„”»fi¥…‰XY”»”»fi¥…‰X»fi¥…‰fi¥¥…‰XY‰XYZ‰XYZ‰X»fi¥…‰X ZZZ„„”»fi”!„””»fi¥…‰X»fifi¥„”»fi¥…‰¥!„”»fi¥¥”»fi¥……„”»fi¥…‰‰‰‰”»fi¥…‰XXfi¥…‰XYZ„”»fi¥…‰XYZZ„”„””»»»»fi¥…‰»fi¥¥¥¥¥…‰XY…fi¥……‰fi¥…‰XYZ„„„”»fi¥…‰XY”»»»fi¥…‰XYZfi¥”»fi¥…‰ Z‰XYZ„”»fi¥…‰”»fi …… X ZZ!„„”»»»fifi¥… XX ~|—¸̋ $~|—¸̋ $~|—¸̋ $~|—¸̋ $~|—¸~|~||~|—¸~|—¸̋ $—¸|—¸̧~|—¸—¸̋ $~|~|—¸~~|~|—¸̋ $~|—|~||~|—¸̋ $|—¸̋~|——|—¸̋ $———¸~|—¸~|—¸|—¸—¸~|—¸̧~|—¸̧̋̋̋ $|—¸̋ $$~|—~|—¸~|—¸̋ $~|~|~|—||—¸|—¸̋ $~|—¸~|—¸̧~|—¸ $~~~~|~||||——¸̋ $———¸̧~|—¸—¸̧̋ $~~~~|—||—¸̋——|—¸̋ $~~|—¸|| ¸̋ $¸|—¸̋ $~~~ ———¸̋|| ¸|

!"#$%&’()*’+,-./*0*&1234153!"#$%&’()*’ , ./*0*&123 15!"""#$%&’()*’+,-./*0*&1"###$$$%"#$%&’()*’+,-./*0*&1234153%&’()*’+,-.&’()*’+,-./*0*&123 153’()*’+,-./*0*&123 153)*’+,-./*0*)*’+,-./*0&’()*’+,-./*0*&’’()*’+,-./*0*&123+,-./*0*&1234153/ 0*&123 1!"#$%&’()*’+,-./*0*&1223()*’+,-./*0*&1234153!"#$%&’()*’+,-./*0*&12341!"""#$%&’()*’+,-./*0*&12"###$$$%%&’()*’+,-./*0*&123 15%&& ()*’+,-./*’ , 233 1533%&’()*’#$%&’()*’ , ./*0*&12!!"#$%& )* , /*0*&12 1!"#$%& )*""###$#$$%& )* , /*0*&1$%&%&& )* , /*0*&)* , /*0*&1)* , /*0*&)* , /*0, /*0*&12 1, /*0*&1212 11

!6789:;<-=*!6789:;<-=*>8899 -=*>?@A&B-=*>?@A&B?@A&B@6789:;<-=*>?@@ &&>?@A&B&B,,C+DDC+D+D!6789:;<-!6789:;<-=*>?!667789:;88!6789:;<-=*>?@A&B99::;;<-=*>?@A&B6789:;<-=*><-=*>?!6789:;<-=*=*>??@A&B,??@@@A&B,AAA&?@A&B,,,C,C+D+DDD6789:;<-=*>?@A6789:;<-=*>?@A778889899:;<--==!6789:;<-=* ?@@A ,,C+DCC+D!678899: *> @A ,,C

     !"#"#!"#$%&’()*!"#$%&’()*+,&’()*+,’()*+,-./*+,-./012)*#$!!!!"#""##$$%&$$%%%&’( *+&&&’( *+,-./’’’((((%&’()*()*+,-’()*+,,-’()*+,--../0.//012011222!"#$%&’()*+,!"#$%&’()*+,-./!!""!""###$$$$%&’()*+,%&’()*+,-.%&&&&’’’((())*"#$%&’()* ,-./0--./012-....//012000111122!!"#!"#$%&’"#$#$$$%%&&’’()*+,-./)***++,-...///00001111222$% () . 00111122
4534567893456789:;4 6789:;:;9:;9:445445555666677789:456788899:;99:56789::;89:;;33456789334444555566667777889:;88999:::;344456777889::;

<88 >88=8=9>?@9A<< >88=9>?@9ABC<888 9>?@ BC9<<888=9>?@9A8888===9999>>>????@9ABC@@999AAABBBCCC<888==999>>>???@@@@999AAABBBBCCCC9A<<88==99>?>>???@@9ABBCC
D HOLIJMPQJFNRL S SQ SDDDEEFGHIJKLMNHOLIJMPQK NKK NHOLI MPQ FNRLO OFNRLNRRFNRLOJOLISLMPQJFNRLOJOLEFGHIJKLMNHOLIJMPQJFNRLOJOLIRLOJOLIS NTNTDDEFGHIJKDEEFFGHI KLMNHOLI MPFGHIJKLMNHHIIJKLMI KKLKLMNHOLNHHFGHIJKLMNHOLIJMPQJFNLIJMPQIJMPQJFNRLOJOLMPQJFNRLQQJFNRLOJOLISLGNTULJSFNRLOJOLISLGNFNRLOJOLISLGNTULJSONRRLLIJMPQJFNRLOJOLLIISLGNTULJSOFSLGNTULJSOFMPQJFNRLOJOLISLLGNTULJSOFGNNT L SSOFFDEFGDEFGHHI NHOLIJMPQJFNRLOJOLISLGNTQJFNRLOJOLISLGNTULJSOFFNRLLOJ ISLGSSLGNTULTULJS QQ NQ NTQQHHHGGNNTFFFPPIFPIJQHGNTFPQQHHHGGN PIIJ
INHQTFIJMPQJQTINOTWHNFOIINHQTFIJMPQJQTINOTWHNFINHNHQTFIJMPQJQTINOHQTFIJMPQQTQTFQTFIFIJMMPQJQTINOTWHNFQQ QQT TTWWHNFOIIINHQTFIJMPQJQTINOTWHNFINHQTFI MPQ QTINOTNHQTFI MPQ QTINHQTFIJMPQJQTINOTWHNFOQQTFFFIIJMMPQJQTINPQ QTIQ Q NOTWWHHHNQJQTINOTWHNFFOOIIINHQTFIJMNHQTFIJMPQJQTINOTWHHQTFIJMPQJQTFFI QJQTINOT OIIXXINHQIN PQ QTINOTWHTI TW FOIX

<<<8888=9>?@9ABC8888=98=9>?==999>>>?@9?@?@@@9A99A88=9>?@9AAB@9ABBCCC<<<888=9>?@9A8888===9999>>>????@9ABC@@999AAABBBCCC

 !
"

#

 $
%

#

 &
’

#

ÆÆ_ªÆ_ª

Æ_ŁªÆ_Łª

Æ_Łª

Æ_ŁªÆ_Łª

Æ_ŁªÆ_ŁªÆ_

Æ_Łª

()*+()*(()*+()(()(()*+,)*+()*+,()*+,)*+,)*+)*+)*+,()()**)*+,( ,()*+,)*+,+*+,+,+)*+,,*+,+,()*+,()*()*()*+,(()(()*+()()()*+,()*+,()*+()()))*+()*+,)*+,))*+,))()*+()*+,()*+,()*()*+()*+,)*+,)*+,+,()*+)*+,*+()*+,)*+,)*+,()*+,)*+,(()*+,()*+,()*+()*+,()*+,()*+,()*+,()*+,()*+)*+,()*+,()*+,**)*+,)*+,**+,)**+,)*+)*++,+,()*+)*+)*+,()*+()*+,*+()*+,)*+,,,,((()*()*+,()*+,()*+,()*+))*)*+,*+,**+,)*+,()*+,()*+,()*+,)*)*+()*+,()*+,+)*+,)*+,,()*+,()*+,()*+,()*+,+,()()()()*(((()(())))))))))*)()**)*+,*)*+()*+,()*+,+*+,+()*+,,,+,()*+,,((()*+,))*+)*+))()*))*+,)*+)*)*+,*)*+()*+()*+*+,()*+,*+,()*+,)*+,()*+,)*)**+**+,)*+++()*+,()((()*()*+,()*+()*+(()))****)*+,+,*++*+,++,*+,((((((()))))()))**()*+()*+,*+,*+,+,,,,(()*)*+,*+,***+,+*+,,,,,,,,(())))*+)*)****+,(((()*+)()*+,)*+,,(()**)*+,(()(()()*+))()***++,+,,,**++,,,,(() +,*+,( +,((())**+,++,,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------./

012345()*01234()*012345 6()*012345 6 $ ##8() 1 34()*012345 67$() 1()*012345 67)*0123)*012345)*01234)*0123451 34*0012345 67$7##0123)*0123*012341 34 812345 67$7##112345 6 $ ##12345 67$7##2345 67$712345 67$7##812234534()*0123345 67$7##845 67$7)*012345 67$7##012345 67$7##8012345 67$7##6 $ ##8345 67$7##7$7##8$7##012345 67$7$7##$7#345 67$7##2345 6 $ ##867$7##8345 67$7##8()*012345 67$()*012345 67$7#()*012345 67$()*012345 67$7#()*012345 67$7##8)*01)*01234()*012345 67$7##)**01234012345 67$012345 6012345 6 $ ##8111232)*012345 67$7##8)*012012*0123*01234345 612345 67$75 6 $ #23455 67$767$7##8)*012345 67$5 67$7012345 67$7###5 67$7##012345 67$7##()*012345()*()*012345()*01()*012345())*012345 67$7##)*012()*012345 67$7##)*01)**012345 67$7*01234*01234500)*01234)*012345 67$7##()*012345 67$11*012()*012345 67$7#345 67$7#45 67$7#2345 6 $$$ ##12345 67$7####8((()*0123())*012()*012345 67$7##)*01234*012345 67$*)*012345 67$7##()*01()*012345 67$012345 67$7##123454555 67$7##8$$75 67$7#5 67$7#012345 67$7#7##812345 67$7##12() 0*012341*012345 67$()*01233 5 67$72345 6 $$ ####8885 67$7##8(()) 00011 34445 $ #####88()*0123(()*012*01234*001112 45 6 ## 1239:;1239:;<=#>11239:11239:;<1112239:;<=#>1239:;<=239:339:339:;<=2391239123912391239:;9:;<=#>?:;<=#>9:;<=#:;<:;<=#>?:;<=#>:;<39:;<<<1239:;<1239:;<= ?239:;<=#>??112391239:;<=11239:;<22239:;<239:;<=21239:;<=39:;<39:;<=#>?9:;9:;91239::;<=#:39:;;<=<239:;<<=#>?9:;<=#>=#>=#=#>=##>?>>??1231231231239:;<1239:;<=#1239:;<=1232239:;<239:;<2239:;<=#>1239:;<=3239:;<=1239:;<=#>39:;<=9:;<239:::;<=#1239:;<=#>;<39:;<=9:;<=#>239:;<=#>39:;239:;<1239:;<<=#>1239:;<==239:;<=#>=#9:;<=#;<=##>>??1112223339:391239:;;39:;<<<<=====###>>??123911 39:;<=39:;3999:;<=#>:::;;<===###=#>>39:;<=#>>;<=#>??1239:11122 9:;<=::;<==####>???#11239:;<3999: == >>

#$$ 3456789
33333 5678945‚33333333‚

!!jklmjkljklmjkl /))on)o/o/)o/on)o/n))o/)n))o/)o/oo/n)oo)o/o))on)o/ooo)ooo))o))ooo/)o/n))o/)n)))))ooooo/n)o/n))))o))o)ooooooo///n)n)o/)))o)o/oooo///nnn))))oooo) /////////n)))))))))n)))nn))n)n))nn)))nnnnnnnnnnnnn $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 9vwØŒ89vwØŒ89æıı´0æıııæıı´0
ºSæıı´Sæıı´00Sæıı´0
ºSæıı´0æıı´0æ ´0Sæ 0æıı´ææııı´0ıııı´0
ºSæı ´0´ææææææSæıı´ıºSæıııı´ıSæııæıı´0æııæıı´0SSæıı´0Sææææıı´0æıı´ææıı´æıSæıı´ı´0ııæıı´0SSæııSæııSæıı´0Sæıı´0
ºSæııºSæıı´0æıı´0æııæıææıı´0æııııı´0ıSæıı´0ıSæıı´0ııæıı´0æıı´0
ºººSºSSSSæıı´0SSSææıı´0
ºSæııııºSæıı´ıSæıı´0´0ı´0
ºSæıı´0
ºSæııºººSæıı´0Sæıı´SSæıæıı´0ı´0ıı´́Sæıı´0´00ı´0ıı´0
!ºSææııı´0´00´0ııııı´0´0ıı ´́́́00
!ºSæSææSææææææS!ºSSSSææææSSSSSSSº!ººººººS!ºSSSS!!º!ººººººº!!!!ººº!º

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚łłłłłłłłłłłłłøœ89łłłłłłłłłłłłłłłøœ8łøœ89
ßß¹ß¹ß¹ßß¹ßß¹ßß¹ß¹ßß¹ßß¹ßßß¹ß¹¹ß¹ß¹¹ßßßß¹ß¹¹¹¹¹ßßßß¹¹ß¹¹¹¹ßßßß¹¹¹¹ßß¹ßß¹¹¹¹ß¹¹¹ \89¬μ[\¬μ[[\8\ 989\μ[\8¬μ[\8¬μ[\89μ[\¬μ[\899\89μ¬μ[\899¬μ[\8μ 9¬μ[\89¬μ[\89¬μ[\89¬¬¬ [\¬μ[\89μ[\899¬¬¬μ[\89¬¬μ[\89¬μ[\89¬¬μμ[\μ[\89μ[\89μ[\[¬μ¬μ[\8¬μ[\89¬μ[\8¬μ[\89¬¬μ[\89¬μ[¬μ¬μμμ[\μ[\8μμμ[¬μ[\89[\89μ[μ[\8\\¬μ[\89¬¬μ[\89¬μ[¬μ[\89¬¬μ¬¬μ[\8μ[\8μ[\8¬μ[\89[\89¬μ[\89\[\89\¬μ[\\8898μ[\8989μ[\89¬¬¬μ[\¬μμ[μμμμ[\¬μ[\89\89\\88¬μ[\8989[\899¬¬¬μμμμμ[\89\\8\8[\8[\8989[\89\89¬μ[\8¬μ¬μ[\μ[[\\89[\8989¬μ[\¬¬μμ[\89μμ[[[\89\¬μ[\89¬¬μ[\μ[\899μ[\89\\89[\ 9899xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx™_˝™™™™™™™™_

½±Þ¡sÐ½±Þ¡s`ÐÐ½±Þ¡s`¼÷ÐÐ½±Þ¡s`¼÷XYZ/’1R+JKm½±Þ¡s`¼÷XYZ/’1Þ¡s`¼÷XYÞ¡s`¼÷XYZ/’1R+JKm¦Þ¡s`¼÷XYZ/’1R+Þ¡s`̀¼÷XYZ/’1R+JKm¼÷XYZ÷÷÷XYZ/’1R+JKm¦÷XYZ/’1R+JKm¦+++ KYZ/ + KZ/’1R+JKm¦KKm¦’1R+JKm¦ÐÐ ½±Þ¡s`¼÷XYZ/’1R+JKÐ½±Þ¡s`¼÷XYZ/’1R+JK ¦Ð½±Þ¡s`¼÷XYZ/’1R+Ð½½½±Þ¡s`¼÷X½±Þ¡s`¼÷XYZ/’±±Þ¡s`¼ÞÞ¡sÞ¡s`¼÷XYZ/’1R+JK ¦Þ¡¡½±Þ¡s¡s`¼÷¡sss¡s`¼÷s`̀¼÷X¡s`¼÷XYZ/’1R+JK ¦¼¼÷XYZ/’1R+JK ¦¼÷XYZ/’1R+J¼÷XYZ/’1R+JK ¦÷XYZ ’1R+JK÷XXXXYY÷XYZ/’1R+JKm¦Y¼÷XYZYZ/’1R+J`¼÷XYZ/’1R+JKZZYZ//’1R+JKm¦/’1’11YZ/’1Z/’1RRRRR+JKm¦¡s`¼÷XYZ/’1R+JK ¦Ð½±Þ¡s`¼÷XYZ/’1R+JKÐ½±Þ¡s`¼÷XYZ/’1R+JK ¦JKR+JKm¦+JK ¦ÐÐÐ½±Þ¡½±±±Þ¡s`¼÷XYZ/’1±ÞÞ¡¡¡s¡sÞ¡ss`̀¼÷XY`̀±Þ¡s`¼÷X¼÷÷XXXYZ/’1R+JYYZZ/’1R+JK ¦÷XYZ/’1R+J//’1R+JK ¦/’’1R’’’11R+J1R+J1R+JKm¦RR JKKKKÐÐ½±Þ¡s`¼÷XYZ/’1R+½½½±±±±Þ¡s`¼Þ¡s`¼÷X½±Þ¡ss¡s`̀¼÷XYZ/’1R+JKXXXYZYYZ/YZ/’1RZ//’’1R+JK1RR++JJK ¦ÐÐÐÐÐ½½±±±±Þ¡sÞÞÞÞ¡¡s`¼÷XYZ ’1R+¡s`¼`̀̀¼¼¼¼÷÷XYZ ’1XX Z ’’1RR+RR++JKm¦JKKKm¦¦¦Ð ±Ð ±ÞÐ ±ÞÞÞ¡¡ ¼÷ 1 J ¦°„R&æq’1RNOPQRST[\|°„R&æq’1RNOPQRST°„R&æq’1RNOPQR°°„R&æq’1RNOPQR°„R&æq’1RNOPQRST[\|}„R&æq’1RNOPQRST[\|}R&æq’1RNOPQRST[\|&æq’1RNOPQRST[\|„R&æq’1RNOPQRR&æq’1RNOPQNN P S [\|NOPQRST[P [[\[\|&æq’1RNOPQRST[\|}||[\|}°°„R&æq’1RNOPQRST[\|°„R&æq’1RNOPQRST[\|°„R&æq’1RNOPQRST[\°„R&æq’1RNOPQRST[\|}„R&æq’1RNOPQRS°„R&æq’1RNOP„R&æq’1RNOPQRST[\|}„R&æq’1RNOPQR&æq’1RNOPQRR&æq’1RNOPQRR&æq’1RNOPQRST[\|}&&æq’1RNæq’1ææq’1RNOq„R&æq’1Rq’1RNOPQRSTæq’1RNOR&æq’’1RNOPQRST[11RNOPQRSRNOPQRST[\|}°„R&æq’1RNOPQRST[\|RNOPQRSR°„R&æq’1RNNOPQRST[OPQRST[\|}°„R&æq’1RNOOPQRSTPQRS°„R&æq’1RNOPP°„R&æq’1RNOPQRST[\|}1RNOPQRST[\|}RSRNOPQRR’1RNOPQRSTS’1RNOPQRST[\|}T[[NOPQRST[[[\\|}ST[\|}}°„R&æq’1RNOPQRST[\|}°„R&æq’1RN°„R&æ°„R&æq’1RNOPQRS°„R&æq’1RNOPQRST[\|„R&æq’1RNOPQRST[„R&æq’1RNOPQRR&æq’1RNR&æq’1R&æq’1RNOPQRST[\|}°„R&æq’1RNOPQRST[\|æq’1RNOPQRST[\|q’1RNOPQRq’’„R&æq’1RNOPQ1RNOPQRST[\|°„R&æq’1°„R&æq’1RNOPQRST[\|}°„R&æq’1RNOPQRST[\|}OOPPQPQRST[\|}PQRST[\|QR TNOPQRST[[\\&æq’1RNOPQRST[\|°„R&æq’1RNOPQRST[\|}°„„„RRR&æqR&&ææq’1RNOPQRSTq’1RNOPQRST[\|}„R&æq’’’1RNOPQRST[\|PPQR T[[\\\|° R& ’ R PQQRRS [[\\|RR æq’’ RNOPQRST[\|}O I+JK¥PQRSTþ\~[\yz¾jklII+JK¥II+JK¥PQRSTþ\~[\yz¾+JK¥PQRSTþ+++JK¥PQRSTþ\~+JK¥PQRSTþ\~[JJJK¥PQRSTþ\~[\yz¾jklJK¥PQRSTþ\~[\KKKK¥PQRSTþ\~[K¥PQRSTþ\~[\yz¾jkl+JK¥PQRSTþ\~[\yz¥¥PQRSI+JK¥PQRSTþ\~[PPQRSTþ\~[\yz¾PQQQQRSTþ\~[\yz¾jJK¥PQRSTþ\~[\yz¾jkRI+JK¥PQRSTþ\~[\yz¾jkSRSTþ\~[\yz¾jkI+JK¥PQRSTþ\~[\yz¾jklTTþ\~[\¥PQRSTþ\~[\yz¾jklþTþ\~[\yzþþ\PQRSTþ\~[\\~[\þ\~[\\~[\yz~~[[[[\I+JK¥PQRSTþ\~[\yzRSTþ\~[\yz¾jkyz¾jkl¾¾¾jjkjk¾jklI+JK¥PQRI+JK¥PQRSTþII+JK¥+JK¥PQRSTþ++JK¥PQRSTþ\~[+JK¥PQRSTþ\~[\+JK¥PQRSTþ\JK¥PQRSTþ\JJK¥PQRSTþ\~K¥PQRSTþK¥PQRSTþK¥PQRSTþ\~[\yz¥¥+JK¥PQRSTþ\~¥PQRSTþ\~[\yz¾jPQRSTþ\~[\yz¾jklPPQQRSTþ\~[+JK¥PQRSTþ\~[\QRRSTþ\~[\yz¾jkI+JK¥PQRJK¥PQRSSSTþ+JK¥PQRSTþ\~[\yzTþ\~[\yzI+JK¥PQRSTþ\~[\yþ\~[þ\~[\yz¾jklI+JK¥PQRSTþ\\~[\yz¾jþ\K¥PQRSTþ\~[\yz¾jklK¥PQRSTþ\~[\[I+JK¥PQRSTþ\~[\\+JK¥PQRSTþ\~[\yz¾jkK¥PQRSTþ\~[\yz¾zI+JK¥PQRSTþ\~[\yz¾jklzI+JK¥PQRSTþ\~[\yz¾jk¾+JK¥PQRSTþ\~[\yz¾jkkSTþ\~[\yz¾jkI+JK¥PQRSTþ\~[\yz¾jklI+JK¥PQRSTþ\~[\I+JK¥PQRSTþ++JK¥PQRSTþ\~[\yz¾jJJK¥¥PQRSTþ\~[¥I+JK¥PQRSTþ\~[\yz¥PQRSTþ\~[\PPQJK¥PQQQRSTþK¥PQRSTþ\~[\\\~[\I+JK¥PQRSTþ\~[[\yyzQRSTþ\~[\yzPQRSTþ\~[\yz¾þ\~[\yz¾¾jkI+JK¥PQRSI+JK¥PQRSTþ\+JKK PI+JK¥PQRSTþ\~[\yzQRSTþ\~[\RRRSTþþ\~[[~[\yz¾jjjkk¥PQRSTþ\~[\yz¾jkl++JK¥PQRSTþ\~JJKK¥PQRSTþ\~[KK¥P¥PQRSTþ\~[\yz¾jk¥PQRSTþ\~[\yz¾RSS þ\~[\\ yz¾jy+JK þ\ [\[ jjkl n)o/²‚vwØŒ8jkl n)o/²‚vwØŒ89jkl n)o/²jkklmn)o/²‚vwØŒ89kl n)o ²‚vwØŒ89®ˆjklmn)okllmn)o/²‚vwØŒ89®ˆ−jklmn)o/²‚vwØŒ89nnn)o/²‚vwn)o ²‚vwØŒ89®ˆ)))o/²‚vwØŒjklmn)oo/²‚vwØŒ89®ˆ−jklmn)o/²‚vwØŒ89jklmn)o/²‚vwØŒ²‚vwØŒ89‚‚‚vn)o/²‚vwØŒ89®vwØŒ8vwØŒwwØwØŒ8wØklmn)o/²‚vwØŒ89®ØŒ89ØŒŒ 9®ˆ)o ²‚vwØŒ899/²‚vwØŒ89®ˆ−®®®jklmn)o/²‚vwØŒ89®ˆ−−−jklmnjkl n)o ²‚vwØŒ89jkl n)o/²‚vwØŒ89jkl n)o/²‚vwØŒjkl n)o/²‚vwØŒ89®ˆkl n)o/²‚vwØŒ89klmn)okl n)okl n)o/²‚vwØŒ89l n)o/²‚vwØŒ89®nn)o/²‚vwØŒ8n)o/)))ojkl n)o/²‚vwØŒ89®o/²‚vo/²‚vo ²‚vwØŒ89klmn)o/²²kl n)o/²‚‚‚vwØjkl n)o/²‚vwØŒvwvvvvwwØŒ89wØŒ89wØŒ89®ˆØŒ89o/²‚vwØŒŒ888wØŒ8999ØŒ89®ˆ−)o/²‚vwØŒ89®®ˆ®®ˆ̂̂−ˆ−−−−jkl njkl n)oklmn)o/²‚vwØŒ8kl n)okl n)ol nn) ///²‚vwØjklmn)o/²²‚vwØŒ8‚vwØŒ89®‚vvwØŒv ØŒ89®ˆ−ØŒŒŒ8Œ89®Œ89®®ˆ89®ˆ−−−−jjjklmn)o/²‚vwØŒ89®ˆjklmn)o/²kl nn)o/²‚vwØŒ89®ˆ))o/²‚vwØŒ89®ˆ−o ‚‚vvv ØŒŒ899®ˆ−−klmn)o ²‚vwØŒkllmn)o ²)o ²‚vwØŒ))oo ‚vwØŒvvvwØŒ89wØØŒ89899®ˆ−®®®v ØŒv

              #"#"$#"$"$$####"$$$$#"$$$#####""$$$$$$$$##"$$$$$$$$#####"$$$$$$$$#####""$$$$$$$##"$$$ ^̂̂̂_^̂_____^̂̂̂̂_^____^_^__^̂̂_^_____^̂̂_^̂______^̂______^̂̂̂̂______^̂̂_^____                 #$#"######"####$$$$#"####"""#####$$$$###"#"####$$$$###"#$#"#""####$$$$#####"""#####$$$#" $$ðððððððððððððððð’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ððð            ( $("$("$$( $$$$$$"$$$("((("$$""$$$$$$$$(((""$$$$$$$$((((("("$$$$$$$("$$$$$$$$"$$$$ððððððððððððððð Þ*Þ*EÞ*EEEÞ*EÞ*+ÞÞÞÞ*+***+++*++EEEEEEEÞÞÞÞÞ*+Þ***Þ***++*++++EEEEÞ*EÞ*+ÞÞÞÞÞÞ**Þ***+Þ*+++EEEEÞÞ*+ÞÞ***+++EEEEÞÞ**+++++ÞÞÞÞ****++

               #"$$#"$$#"$$# $##"$$$$$$#"$$$$#"$###"""$$$$$$####""$#"$$#"$$$$$$$####"""$$$$$$$###""$$$#"$$$$$##"$$$$ððððððððððððððððð              )))))"$$$$$$$$$$$$) $)))))""$$$$$$))"$$)"$)"$$$$$)))))""$$$$$))))"$$)"))"$$$$D×³©ÁþÂÄð†FÀD×³©ÁþÂÄð×³©ÁþÂ×³©ÁþÂÄð†FÀ]×³©Á×³©Áþ³³©ÁþÂ©ÁþÂÄð†F©Áþ³©ÁþÂÄð†FÀ³©ÁþÂÄð†FÀ]©ÁÁþÁþÂÄð†FD×³©ÁþÂÄð†F³©ÁþÁþÂÄð†FÀþÂÄðÂÂÄð†ÂÁþÂÄð†FD×³©ÁþÂÄð†FÀ]ÄðÄÂÄð†††D×³©ÁþÂÄð†FþÂÄð†F×³©ÁþÂÄð†FD×³©ÁþÂÄð†FÀ©ÁþÂÄð†FÀ]³©ÁþÂÄð†FÀÁþÂÄð†FÀÁþÂÄð†FÀ×³©ÁþÂÄð†FÀ]Äð†FÀ]D×³©ÁþÂD×³©ÁþÂÄð†FÀ]××³©Áþ×³©ÁþÂÄð†FÀ×³©ÁþÂÄð†FÀ×³³³©×³©ÁþÂ³©³©Á©Áþ©ÁþÂÄÁþÂ×³©ÁþÂÄð†FÁþÂþÁþÂÂÂÄÄÂÄð©ÁþÂÄð††Äð†F×³©ÁþÂÄð†F©ÁþÂÄð†FÀÀÀÀ]D×³D×³©ÁþÂD×³©ÁþÂÄð†FÀ×³©ÁþÂ××³©ÁþÂÄ³³³©ÁþÂÄð†FÀ]ÁÁþ ÄÄ×³©ÁþÂÄððð×³©ÁþÂÄðð†††FF×³©ÁþÂÄð†FÀÀÀÀ]]D×³³³©©ÁþÂÂÂÄÂÄÄÄððð×³©ÁþÂÄðð†FÀÀÀ×³©×³©©©Á Ä †††FÀÀ©ÁþÂÄ †FÀ]]D×³³©ÁþÂ ÀÂÂ ÀÀ]$$$$$$$$$$$$$$$$

!jklmjklmn)o/$“ÅÃ˙U!jklmjklmn)o/$jk!jklmjklmn)o $“jklmjklmn)o $“ÅÃjk!jklmjklmn)o/$“ÅÃ˙U˙!jklmjklmn)o/$“ÅÃ˙Un)o/$“ÅÃ˙Un)o/$“ÅÃ˙n)kl jkl n)on)on)o/$“ÅÃ˙jklmjklmn)o/$“ÅÃk!jkl jkl n)o/$“ÅÃ˙U!jkl jkl n)o $“Åjjjkl jkl n)o $“ÅÃ˙kl jkl n)o/$“ÅÃ˙U!jkl jkl n)o/$“jkl n)o/$“ÅÃ˙jkjjkkkl n)o/$!jkl jkl n)o/$“ÅÃ˙Un)o/$“ÅÃn o $$“$“““ÅÅÅÅÃjkl jkl n)o/$“ÅÃÃ˙jkl n)o/$“ÅÃ˙n)o/$“ÅÃ˙U!jklmjklmn)jkl jkl n)o $“Åjjjkl jkljkl jklkl jkl n)ojkl jkl n)o/$“ÅÃkl jkl n)o/$“Åkl n)o/$“Åklmn)onnnn))o/)o/$“ÅÃ˙Uo/$“ÅÃ˙oo/$“ÅÃ˙$$“ÅÃ˙kl jkl n)o/$“ÅÃ˙Ål jkl n)o/$“ÅÃÃÃÃÃ˙o/$“ÅÃ˙/$“ÅÃ˙jkl jkl n)o/$“Åkl jkl n)jkl n)kkl n)o/jkl jkl n)o/$“ÅÃ˙nnkl jkl n))oo/$“ÅÃ//$“/$“““ÅÅÃÃÃ˙jjjkk jk nnn))))ooo “Å“ÅÅÃ˙̇jklmjklmn)o $“ÅÃ˙Uklmn)o $“klmn)o $“nmn))oo $““ÅÅÅÅÃÃ˙̇U!ÇzyÉÊ~¨˙$ËUdefXYZ!ÇzyÉÊ~¨˙$ËUdefXYZ/!ÇzyÉÊ~¨˙$ËUdefXYZÉÊ~¨˙$ËUdefXYZ/!ÇzyÉÊ~¨˙$ËU!ÇzyÉÊ~¨˙$ËUdefXÇzyÉÊ~¨˙$ËUdefXYZzyÉÊ~¨˙$ËUdefXYZ/de YZdefXYZ~¨˙$ËUdyÉÊ~¨˙$ËUdefXYZ/!ÇzyÉÊ~¨˙$¨ fX!ÇzyÉÊ~¨˙$ËUde!ÇzyÉÊ~¨˙yÉÊ~¨˙$ËUÇÇz!ÇzyÉÊ~¨˙$ËUd!ÇzyÉÊ~¨˙$Ë defXYZ!ÇzyÉÊ~¨˙$Ë defXYZ/!ÇzyÉÊ~!ÇzyÉÊ~¨˙$Ë defÇzyÉÊ~¨ÇzyÉÊ~¨˙$ËUdefXYÇz!ÇzzyÉÊ~zyÉÊ~¨˙$ËUdefXYZzyÉÊ~¨˙$ËUdzyÉÊ~¨˙$ËUdefXyÉÉÉÊ~¨˙$Ë defXÊ~¨˙$ËUdefXYZ!ÇzyÉÊ~¨˙$ËÊ~¨˙$ËUdefXY~¨˙$Ë defXYZÊ~¨˙$ËUdefXY~!ÇzyÉÊ~¨˙$ËUdefXYZ/˙$Ë d˙¨˙̇$Ê~¨˙$Ë deÇzyÉÊ~¨˙$ËUdedÇzyÉÊ~¨˙$ËUdÇzyÉÊ~¨˙$ËUdefXY$ËUdefXYZ~¨˙$ËUdefzyÉÊ~¨˙$ËUdefXYZf!ÇzyÉÊ~¨˙$ËUdefXXXË defXYZ/YZZYZ/!ÇzyÉÊ~¨˙$ËUdefXYZ/ÇzyÉÊ~¨˙$ËÇzzyÉzzzyÉÊ~¨˙$ËUdefyÉzyÉÊ~¨˙$ËUdezyÉÊÊ~¨˙$ËUdeÊ~~¨˙$Ë d¨̈˙$ËUd˙$Ë˙̇$$Ë defXYZ/Ê~¨˙$ÇzyÉÊ~¨˙$ËUdefXYZdeeefffffX~¨˙$ËUdefXXYZÊ~¨˙$ËUdefXYZ/ZÉÊ~¨˙$Ë defXYZ/zzyÉÊ~¨˙$Ë defXyÉÉÉÊ~¨˙$Ë defXYZ/Ê~¨˙$ËUdefX~~¨̈˙¨ÇzyÉÊ~¨̈˙̇$ËUdef$ defddefXYZ/effdeffX /$ËUdefXYZ/!ÇzyÉÊ~¨˙$ËUdefXYZ/!ÇzzyyÉÊ~¨˙$ËUdeyyÉÉÉ ˙$Ë efX ZZ//zyÉÊzyÉÊ~¨˙zyyÉÊÊ~~¨˙$ËUde¨ $ËUdË defffX ’1R+JK¥[\yz’1R+JK¥[\yz|}~ È“’1R+JK¥[\yz|}~LÈ“’1R+JK¥[\R’1R+JK¥[\yz|1R+JK1R+JK¥R+’ \yz|}~ È“|}~LÈ“*+yz|}~LÈ“*+yz|}~LÈ“*+}~ È“*+z|}~LÈ}~LÈ“*+È“*~ *’1R+JK¥[\yz|’’1R+JK¥[\y’1R+JK¥[\yz|}~LR’1R+JK¥[\yz|}~LÈ“*R++R+JJK¥[\1R+JK¥[\JK¥[\JJK¥[\’1R+JK¥[\K¥[\yz|K¥¥[¥¥¥[\yz|}~[R+JK¥[\yz|[\yz|\yz\\yz|}~Lyyyzzz|||}}~ È“z|}~LÈ“*JK¥[\yz|}\yz|}}~~yz|}~LÈ“*+’1R+JK¥[\yz|}~~ ÈÈÈ“\yz|}~LÈÈ““““****++++’1R+JK¥[\yz|}’’1R+JK¥1R+JK¥[\yz|}’1R’1R+JK¥[\R++JK¥[\yz|+JK¥[\yz|}~LÈJKJK¥[\KKKK¥[\yz|}~LÈ“¥¥[\yz|}~LÈ“*R+JK¥[\yz|}~¥[[[\yz|}~LÈ“*++JK¥[\yz|}~LÈ“*++JK¥[\yz|}~yyz’1R+JK¥[\yzz1R+JK¥[\yz|}~LÈ“*+|}K¥[\yz|}}~+JK¥[\yz|}~LÈ“*+~LLLLÈÈ“*+}~LÈÈ“z|}~LÈ““yz|}~LÈ““****+~LÈ“*++’’1R+JK¥[\yz|}~1R JJKKK¥[\yz|}~L¥¥¥ \yzz }JK¥[\yz|}~}[\yz|}~~L\yz|}~LÈÈÈÈ“*““***+’’ RRRR+JJK¥[\yz|}¥¥[\yz|}[[\yzz|}|}}}~LÈ~~LLLÈÈÈÈ““****++++’1R+JK¥[\yz|}~ È“’’1R+1R+JK¥[\y11 +JK¥JJJJK¥[\yz|}~ È“*JK¥[[ yz|}~ È“*+È“**+++

                                          !jklmjklmn)o!jkl jkl n)o!jkl jkl n)o!jklmjklmn)o!jklmjklmn)jkl jkl n)o!jkl jkl n)o!jklmjklmn)oklmjklmn)o!jklmjklmn)okl jkl n)ojklmjklmn)okl jkl n)ojklmjklmn)ojkl n)olmjklmn)jkl jkl n)oklmjklkl n)ol jkl n)oklmjklmn)on)o!jklmjklmn)o!jkl jkl n)!jklmjklmn)o!jkl jkl n)!jkl jkl n)oj!jkl jkl njkl jkl njkl jkl n)ojkl jkl n)kl jk!jklmjklmn)jkl jkl njklmjklmn)ojkl njkl n!jklmjkl jk!jklmjklmn)jkl jkl n)kl n)ojklmjklmn)ojkl jkl njkl jkl n)o!jklmjklmn)o)jkl n)jkl n)o!jkl jkl n)o!jjjkl jkl n)jkkl jkl n)ojkl jkl n)jklmjklmn)okl n)kl jkl n))ojjjkl jkl n)jklmjklmn)ojkl jkl n))ojjk nklmjklmn)))on)ojkl jkl n)k kl n)okklmn)!jklmjklmnkl n)))ojkk kk n)))))ookklm )ooo/$ÍvwØŒ89|/$ÍvwØŒ89|}Î/$ÍvwØŒ89|}Î$ÍvwØŒ89$ vw/$ÍvwØŒ89|}Î/$ÍvwØŒ89|}Îv/$ÍvwØŒ89|}Î$ÍvwØŒ89|}/$ÍvwØŒ89|}vwÍvw/$ÍvwØŒ89|}ÎØ$ÍvwØŒ89|}ÎØ$ÍvwØŒ89|}Î/$ÍvwØŒ89|}Î/$ÍvwØŒ89|}Î/$ÍvwØŒ89|}ÎÍvwØŒ89|}ÎÍvwØŒ89|}Î8/$ÍvwØŒ89|}Î889|}Î9Œ89|}Î/$ÍvwØŒ89|}$ÍvwØŒ89|||89|}Î/$ÍvwØŒ89|}ÎÎ/$ÍvwØŒ89|}ÎÎ$ÍvwØŒ89|}Î$ÍvwØŒ89|}ÎÍvwØŒ89vwØŒ89|}ÎvwØŒ89vwØŒ89ÍvwØŒ89|}ÎvwØŒ89vwØŒ89|}ÎwØŒ8vwØŒ89|}ÎwØŒ8/$ÍvwØŒ89|}ØØŒ89vwØŒ89vwØŒ89|}ÎØŒ8$ÍvwØŒ89|}ÎÍvwØŒ89wØŒ89|}Î$ÍvwØŒ89|}Î/$ÍvwØŒ89|}ØŒ89|}89vwØŒ89|/$ÍvwØŒ89|}Î89|9vwØŒ89|}9|wØŒ89|}vwØŒ89|}Î|/$ÍvwØŒ89|}ÍvwØŒ89|}Î/$ÍvwØŒ89|$ÍvwØŒ89|}ÎÍvwØŒ8/$ÍvwØŒ89|}/$ÍvwØŒvwØŒ89vwØŒ89|}ÎvwØŒ89|}wØŒ89wØŒ89|}$ÍvwØŒ89|}Î/$ÍvwØŒ89ØŒ89|}vwØŒ89|}vwØŒ89|}Î|}ÎvwØŒ89|}Î|}Î/$ÍvwØŒ89|}/$ÍvwØŒ89|}ÎÍÍÍvwØŒ89|}vwØwØŒ89ÍvwØ/$ÍvwØŒ89|88989999||89||}}Î/$ÍvwØŒ89|}Î/$ÍvwØŒ89|/$ÍvwØŒ89ÍvwØŒ89Œ88Œ89|}}Î/$Í Ø 899|$ÍvwØŒ8Í$ÍvwØŒ89|vvwØŒ89vwØØŒ89Œ8889||vwØŒ Îvww Œ 99 Ï*+,Ï*+,Ï*+,Ï*+,Ï*+,Ï*+,Ï*+,Ï*+ÏÏ*Ï*+,*+,Ï*+,*+**+Ï*+++,Ï*+,*++,,,*+,*+,Ï*+,Ï*+Ï*Ï*+,Ï*+Ï*+ÏÏÏ*Ï**Ï*+,+Ï*+,+,+,Ï*+,,,,,*+,*+,ÏÏ*+,Ï*+,Ï*+,Ï*+,ÏÏ*+,*+,Ï*+Ï*+Ï*++,Ï*+,Ï*+,ÏÏ*+,ÏÏ*+Ï*** ,Ï*+,Ï*+,ÏÏ**Ï*++Ï*+,**Ï*+++,Ï*+,*+,Ï*+**Ï*+,+++++ÏÏ***++Ï*+,Ï*+ÏÏ*+**+,* ,,
              )) $$)))"$)"$$$$)"$$$$$)))))""$"$$)"$$$$$$$$))))"""$$$$$)))"$)"""$$$$$$$)))"$$"$$$$$$$" *+^*+^Ì**+^Ì*+^Ì*+^Ì**++++++^Ì^̂̂̂ÌÌ**+^Ì*+^Ì*+^*+*+^Ì+++^Ì^̂̂̂ÌÌÌÌÌ***++^Ì++*+^Ì^̂̂Ì^̂ÌÌÌÌÌÌ****+^*++++++^̂̂̂ÌÌÌ*****+*++++++^̂̂̂̂̂ÌÌÌ***+++++^̂̂̂̂ÌÌÌÌÌÌ^Ì D*+©ÁÂ½†À]DD**+©ÁÂ½**+©ÁÂ½*++©ÁÂ++++©©ÁÂ½†À©+©Á*+©ÁÂ½†À©ÁÂ©ÁÁÁÂÂ½†ÀÁÂÂ½†À]D*+©ÁÂ½†À]+©ÁÂ½†ÁÂ½†À†À©ÁÂ½†ÀÂ½†ÀÀÀ]]]]D*+*+©**+©ÁÂ½†À+++©ÁÂ+©©©©Á+©ÁÂ½ÁÁÂÂ©ÁÂÂÂ½½††ÀÀÀÁÂ½†À+©ÁÂ½†À]À]]D*+D*+©ÁÂ½†ÀD****+++++©©ÁÂ©ÁÂÂ½½†À]½††½†ÀÀÀ]]]]*+©ÁÂ½†D*+©DD****+©Á*+++©©©*+©ÁÁÂÂÂ½D*+©ÁÂ½½ À]À]]]DD**+©Á+++©©©©ÁÁÁÁÂÂÂ½†ÀÀ]]

I+JK‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’1RXI+JK‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’1RXI+JK‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’1RX+JK‚ÑÓÔ¥%.´Sn/I+JK‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’1RI+JK‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’1RI+JK‚ÑÓÔ¥%.´SnI+JK‚ÑÓÔ¥%.´SnII+JK‚ÑÓÔ¥%.I+JK‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’1I+++JK+++JJK‚ÑÓJK‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’+JK‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’1RXI+JJK‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’1RK‚ÑÓÔI+JK‚ÑÓÔ¥%K‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’1RK‚‚‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’1‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’‚ÑÓÔ¥%.´S‚ÑÓÔ¥%.´K‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’1ÑÓÑÑÓ‚ÑÓ‚ÑÓÓÓÔ¥%.´SÔ+JK‚ÑÓÔ¥%.´SnÔ¥%.´Sn/’1R¥¥%. Sn¥¥%.´S+JK‚ÑÓÔ¥%%.´Sn.‚ÑÓÔ¥%.´SSK‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’1RXSn/’1RXSnn¥%.´SnÓÔ¥%.´Sn/’’ RXR‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’1RRX¥%.´Sn/’1RXK‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’1RXIIIII+JK‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’1RXI+JK‚Ñ+JK‚ÑÓ+JK‚ÑÓ++JK‚ÑÓÔ¥%.´SnJK‚ÑÓÔJK‚ÑÓÔ¥%.´SJK‚ÑÓÔ¥%.´SnJKK‚ÑÑ+JK‚ÑJK‚ÑÓÔ¥%.ÑÓÔÑÓÓÔ¥%.´Sn/’1ÓÔ¥%+JK‚ÑÓÔ¥%.´SnÔ¥%.´Sn/’1Ô¥¥Ô¥¥%.´Sn ’%.´Sn%.Ô¥%.´S.´́%.´Snnn ’ÓÔ¥%.´Sn/’1RRRRXXXXIII+++JK‚ÑÓ+JK‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’JJK‚ÑÓÔ¥%.JK‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’1RXKKK‚ÑÓÔ¥%.´Sn‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’1RX‚‚‚ÑÑÑÓÓÔ¥%.´Sn/’1RX¥¥K‚ÑÓÔ¥¥%I+JK‚ÑÓÔ¥%%%...´Sn/’1.´́́JK‚ÑÓÔ¥%.´S‚ÑÓÔ¥%.´S //’’ RXRXRXXXII+JK‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’I+JI++J+JK‚ÑÓÔJJJKKK‚ÑK‚ÑÓÔ¥%.´Sn/’1‚ÑÑÓÔ¥%.´Sn/’1¥%.´Sn/’1RX%%...´́ ’’1RRXI+JK‚ÑÓÔ¥II+I+JK‚ÑÓÔ¥%.´Sn ’1R+ ‚‚‚‚ÑÑÑÑÓÔ¥%.´Sn ’1RXÔ¥¥¥¥%%%.´SnSSnnn ’’’ RXYZ/’1R~μgÖ‹ÒÕŠ89‚./YZ/’1R~μgÖ‹ÒÕŠ89‚./YZ/’1R~μgYZ/’1R~μgÖ/’1R~μgÖ‹ÒÕŠ89‚.//YZ/’1R~μgÖ‹ÒÕŠ89‚YZ/’1YYZ/’1R~YZ/’YZ/’1Z/’1R~μg/’1R~μgÖ‹Ò’’ R~μgÖ‹ÒÕŠ89‚.YZ/’1R/’1R~μgÖ‹R~μgÖ‹R~μgÖ‹ÒÕŠ89‚~μgÖ‹ÒÕŠ89~R~μgÖμμgÖ‹ÒÕŠ89‚./μgÖ‹ÒÕŠ89‚./μg1R~μgÖ‹ÒÕŠ8R~μgÖ‹ÒÕŠ89‚.gÖ‹ÒÕŠ89‚gYZ/’1R~μgÖÖÖ‹ÒÕŠ89‚gÖ‹ÒÕŠ8Ö‹‹ÒÕŠ89‚./μgÖ‹ÒÕŠ89‚./ÒÕŠ89‚ÒÕŠ89‚./1R~μgÖ‹ÒÕR~μgÖ‹ÒÕŠ89‚YZ/’1R~μgÖ‹ÒÕŠ8ÕŠ’1R~μgÖ‹ÒÕŠ89‚’1R~μgÖ‹ÒÕŠŠ8/’1R~μgÖ‹ÒÕŠ8899Z/’1R~μgÖ‹ÒÕŠ89ÕŠ89Š89‚9‚‚‚‚YZ/’1R~μgÖ‹ÒÕŠ89‚..μgÖ‹ÒÕŠ89‚./YZ/’YYZZZ/’1R~μgÖ‹ÒÕZ/’1R~μgÖ‹Z/’1R~μg’YZ/’1R~μgÖ‹ÒÕŠ89‚.’1R~μgÖ‹ÒÕŠ1R~μgÖ‹ÒÕŠR~μgÖRYZ/’1RR~~μμμμgÖ‹ÒÕŠ89μgÖ‹ÒÕŠ8μgÖgÖ‹ÒÕŠ8ggÖ‹ÒgÖÖ‹ÒÕŠ89gÖ‹ÒÕŠ89’1R~μgÖ‹‹‹‹ÒÒÒÕŠ89ÕŠ89Š89ŠŠŠ89‚‹ÒÕŠ898‹ÒÕŠ8999‚‹ÒÕŠ89‚1R~μgÖ‹ÒÕŠ89‚./~μgÖ‹ÒÕŠ89‚./ZZZ///’’1YZ/’1R~μgÖ‹ÒÕŠ89RR~μgÖ‹ÒÕŠ~~μgÖ‹ÒÕŠ~μμ1R~μgÖ‹ÒÕŠ89‚μgÖ‹ÒÕŠ8μμggÖ‹ÒÕŠ89‚.gÖÖ’1R~μgÖ‹‹ÒÒÒÕÖ‹ÒÕZ/’1R~μgÖ‹ÒÕÕŠŠ8899’1R~μgÖ‹ÒÕŠ89‚‚‚‚.YZ/’1RZZZ/’1R~μgÖ‹Ò’’1RR~~~μ’1R~μgÖÖÖÖ‹ÒÕ 889999‚‚‚...YYZ ’1R~μgÖ‹ÒÕŠ89‚’1R~μg~μμgÖ ÒÕÕŠŠ 0’1/–0’1/0’1/–’1 –0000’’1/’1/––––0’1/000’1/00’0’’’1111 –0’1/–––0’1/–0000’’’’’11111///–/–––––000’’’’1110’1//––––000’’1111 –––0

!„QQÚR–ÛsR‚ÜÙ$~*+!„QQÚR–ÛsR‚ÜÙ$~*!„QQÚR–ÛsR‚ÜÙ$~*+„QQÚR–ÛsR‚ÜÙ$~*+QQÚR–Û!„QQÚR–ÛsR‚ÜÙ$~!„QQÚR–ÛsR‚ÜÙ$! QQÚR–ÛsR‚ÜÙ$~*„QQÚR–ÛsR„QQÚQQÚR–ÛsR‚ÜQ!„QQQÚR–ÛsR‚ÜÙ$~*+QÚR–ÛsR‚ÜÙ$~*ÚR–ÛsR‚ÜÙ$~*R–ÛsR‚ÜÙ$~*+ÚR–ÛsR‚ÜÙ$~*ÛQÚR–ÛsR‚ÜÙ$ÛsR‚ÜÙ$~*+R–ÛssR‚ÜÙ$~*+sRRR–ÛsR‚ÜÙ$~ÜÚR–ÛsR‚ÜÙ$~*ÜÙ–ÛsR‚ÜÙ$$QÚR–ÛsR‚ÜÙ$~*++~*+!„QQÚR–ÛsR‚ÜÙ$~„QQÚR–ÛsR‚ÜÙ$~*„QQÚR–Ûs„„QQQQQQÚR–ÛsR‚ÜÙ$~QÚR–QÚÚÚR–Ûs„QQÚR–ÛsR‚ÜÙ$~*R–ÛQQÚR–ÛsR‚ÜÙ$~*ÛÛs!„QQÚR–ÛssR‚ÜÙ$ssQQÚR–ÛsRÛsR‚ÜRR‚ÜÙ$~*+QÚR–ÛsR‚‚ÚR–ÛsR‚ÜÙ‚‚ÜÙ$~*+„QQÚR–ÛsR‚ÜÙ$~*+ÜÜsR‚ÜÙ$~*!„QQÚR–ÛsR‚ÜÙÙÙÙ$~ÜÙ$~~*+ÚR–ÛsR‚ÜÙ$~**ÛsR‚ÜÙ$~*+++!„QQÚR–ÛsR‚ÜÙ$~*+Q„QQÚR–ÛsR‚ÜÙQQQÚR–ÛsR‚ÜQQÚR–ÛsR‚QÚÚR–––R–ÛsR‚ÜÛÚR–ÛsR‚ÜÛsR‚ÜÙsR‚ÜÙ$RR‚ÛsR‚ÜÙÜÜÙ$~‚ÜÙ$~*+ÙÙ$$ÚR–ÛsR‚ÜÙ$–ÛsR‚ÜÙ$~QÚR–ÛsR‚ÜÙ$~~~*ÚR–ÛsR‚ÜÙ$~***+++„QQÚR–ÛsR‚ÜÙ$~*+!„QQÚR–ÛsR‚ÜÙ$~*„QQQQQÚÚR–ÛsR‚ÜÙRRR––ÛsRÛssR‚sRRRR‚ÜÜÙÙ$~*+ÙÙÙ$$sR‚ÜÙ$~**++++!„QQÚR–ÛsR‚ÜÙ$~*+„QQÚR–ÛsR‚ÜÚRR–ÛsR‚ÜÙ$~*+R––––ÛÛÛÛÛsssRR‚‚‚ÜÜÙÙÙ$~*+*+++–

                                        !„QQÚR–ÛsR‚Ü!„QQÚR–ÛsR‚Ü!„QQÚR–ÛsR‚Ü!„QQÚR–ÛsR‚Ü!„QQÚR–ÛsR‚Ü!„QQÚR–ÛsR‚Ü„„QQÚR–ÛsRQQÚR–ÛsR‚QQÚR–ÛsR‚ÜQQÚR–ÛsR‚Ü„QQÚR–!„QQÚR–ÛsR‚Ü!„QQÚR–ÛsR‚QÚR–ÛsR‚ÜQQÚR–ÛsR‚ÛsR‚ÜR‚Ü„QQÚR–ÛsR‚Ü„QQÚR–ÛsR‚ÜÜ!„QQÚR–ÛsR‚!„QQ!„QQÚR–ÛsR‚„„„!„QQÚR–ÛsR‚„QQÚR–ÛsR‚QQÚR–ÛsR!„QQÚR–ÛsÚR–ÛsR‚ÜR–ÛsR‚ÜR–ÛsR–Û„QQÚR–ÛsR‚ÜÛ„QQÚR–ÛsR‚ÜQÚR–ÛsQÚR–ÛsR‚Ü–ÛsR‚ÜR‚ÜQQÚR–ÛsR‚ÜsR‚Ü!„QQÚR–Ûs!„QQÚR–!„QQÚR–„QQÚR–ÛsR‚Ü„QQÚR–Ûs„QQÚR–ÛsQQÚR–ÛsR‚QÚ„QQÚR–ÛsR‚ÚR–ÛsRR–ÛsR‚Ü„QQÚR„QQÚR–ÛsR‚ÚR–ÛsRQQÚR–Û–ÛsR‚QÚR–ÛÛsR‚ÜÛQQÚR–ÛsRQÚR–ÛsRQÚR–ÛsR‚sR‚ÚR–ÛsR‚ÜsR‚ÜR–ÛsR‚ÜÜÜ„QQÚR–ÛsQQÚR–ÚÚR–ÛsR‚ÜsR‚RR‚ÜR‚QQÚR–ÛsR‚ÜQQÚR–ÛsR‚Ü–ÛsR‚ÜÜ„QQÚR–ÛsQ ÚR–ÛsR‚ÜÚÚR–ÛsQÚR–ÛsR‚ÜÛsÛsR‚ÜQQÚR–ÛsR‚ÜQQÚR–ÛsR‚ÚR–ÛsRR– sÛsRR‚‚ÜsR‚ÜÜ!„QQÚR–Û„„QQQÚR–ÛsR‚QÚRRR–––ÛsssR–ÛsR‚ÜÜÜÜ!„„QQ R––R–ÛsR ÜÜÜÜÙ$*+,-%&’().ÙÙ$*+,-%&’()Ù$*+,-%&’()Ù$*+,-%&’().Ù$*+,-%Ù$*+,-$*+,-%&’().*+,-%&*+,-%&’()$*+,-%&’(,Ù$*+,Ù$*+,-%&’().,-%&’Ù$*+,-%&’Ù$*+,-%&’()Ù$*+,-%&’().$*+,-%&’()Ù$*+,-%&’().Ù$*+,-%&’().Ù$*+,-%&’()Ù$$Ù$*+,-%&’(*Ù$*+,-Ù$*+,-%&’()+,-,,Ù$*+,-%&’($*+,-%&’()*+,-$*+,-%&’(,-%&’().$*+,-%&’().Ù$*+,-%&’()*+,-%&’().Ù$*+,-%&’().&Ù$*+,-%&’(’Ù$*+,-%&’().*+,-%&’()+,-%&’().)*+,-%&’().Ù$*+,-%&’().Ù$*+,-%Ù$*+,-%&’().**+,-%Ù$*+,-%&’()*++,-%&’().+,+,-%&’$*+,-%&’().*+,$*+,,-%&’(,---%&*+,-%%&’()-%&’().Ù$*+,-%&’Ù$*+,-%&’(&’-%&’(&’().*+,-%&’()),-%&’().Ù$*+,-%&’()Ù$*+,-%&’().$*+,-%&$*+,-%&’***+,-%&’(+,+,-*+,,-%&-%&*+,-%&’$*+,-%&’%&’()’().*+,-%&’().Ù$*+,-%&’Ù$*+,**++Ù$*+,-%&’()--Ù$*+,-%Ù$*+,-%&*+,-%&’’-%&’()-%&’’( .ÙÙ *+,- &’’().)))..ÙÙ$*+,-%&’()Ù ***+,-%&+,-%&’()+,-%&’+ -+,-%%+,-%&’())).-%&’().Ù$Ù *+,*+ % ()./0’1//0’1//0’1/’/0’1//0’1/000’1/0’’’0000’1//0’1/0’1//0’’’10’’’1/0’1/1/0/0’1//0000’1/0’100’1’’’’’’’1110’1/0’1/////0’/0’//0’1/0’0’’’’111/0’/0’1000’’’11//0’100’’110’100’1’111

               ""********"""****""***"""***"""                ++++++++++++++++++++*+^Ì*+^Ì*+^Ì**+*+*++^Ì+^Ì++^̂̂Ì*+^ÌÌÌ*+*+^***++^+^Ì+^Ì+^++^Ì+^Ì^̂ÌÌÌÌÌÌ**+^Ì*+^*+^Ì*++^Ì+++^Ì^ÌÌÌÌ*++^ÌÌ+^Ì******+++++^ÌÌÌ*****++++^Ì++^̂̂̂̂ÌÌÌÌ*+^Ì *+©ÁÂ†FFÀ]*+©ÁÂ†FFÀ]*+ F©D*+©ÁÂD*+©ÁÂ†FFÀ]D* Â FD*+©ÁÂ†FFÀ]D*+©ÁÂ†FFÀ]ÀFÀDD*+©ÁÂ†FFÀ]D***+©ÁÂ†FF*+©ÁÂ†FFÀ]*+++©ÁÂ†FFÀ+++©ÁÂ+©ÁÂ†FF+©ÁÂ†FF©Á©ÁÂ†F©Á*+©ÁÂ†FFÀ]ÁÂÂ†FFÀ]Â††FFÀFFFF*+©ÁÂ†FFFÀÀÀÀ]D*+©ÁÂ†FFÀ]DD***+©Á++©Á+©++©ÁÂ†FF©ÁÂ©©ÁÂ†FFÀÁÂ†FFÀ©ÁÂ†FFÀ+©ÁÂÂ†FÂ†F†††FFFFÁÂ†FFÀD*+©ÁÂ†FFÀÀÀÀD*+©ÁÂ†FF*+©ÁÂ**++©ÁÂ†FFÀ++©+©ÁÂÁ*+©ÁÂÂÂ FFFFÀÀ]]DD****+©ÁÂ†FFÀ]++++©©Á©ÁÁÂÂÁÂ† FFÀÀÀ***+++++©©ÁÁÁÁÂÂÂÂÂ F ÀÀÀ

            ("#$("#$("#$"####$$$((("#$("#$##$$$(((""#####$$$$(((""#####$$"#(((("#$###$$$(("###$$$^_^______2_^̂̂_^̂_^_^____^̂_^̂̂̂____^_^̂__^̂̂____^̂̂_____2^̂̂___                    $+"$$$$$$$$$$+"$$++ $$++"$$$$$$$$$$$++++""$$$$$$$$+"$+++""$$$+"$$$$++""$$$$$$$$++++"$$$$***+^Ì**++^Ì*+^+*++*+^Ì+^ÌÌÌÌÌ**+^**++^Ì*+^++^Ì+^Ì+^Ì^Ì+^Ì^ÌÌÌ*+^ÌÌ*+^Ì*+^Ì**++++++^̂Ì^+^ÌÌÌ***+^+^Ì^̂Ì+^Ì+^Ì***++^̂̂ÌÌÌÌÌ*+^Ì****+^*+++^Ì+^ÌÌÌ***+^+^Ì+^̂ÌÌÌ               )"#$)"#$))) #$#$$)"#$) #)"#$) ##$$#$$$)"#$))"#$)"#""####$$$))))"#####$$$))))""####$$)))""###$$$$$$Ý\ibcÝ\Ý\ibcÝÝ\i\i\i\ib\iibÝ\ibcccccbc2Ý\ibÝ\ibcÝ\ibcÝÝ\iÝ\\Ý\ibc\i\iiÝ\iibb\ibbibcbc2c\ibccÝÝ\iÝ\ibÝ\ibc2\\ibcibiibibb\ibcbcccc2ÝÝ\ib\ib\\iÝ\ibbcccÝ\ibc2ÝÝÝÝÝ\\\\iiiibbbcbÝ\ibcccccÝ\Ý\iibbccÝÝÝ\\\ibbccc                !"$$!!!!"$!"$$$$$$!"$$$!! $$!!"$$$$$$$$$$!!!""$$"$$!"$$$$$$!"$$$$!"$$$$$!!!""$$$$$$$$$!!"$!!"$$$$$$ ‘baaa‘baa‘bca‘‘bc2‘‘a‘bc‘bcbca‘bca‘bca‘bca‘bcaa‘bca‘‘‘bc‘a‘‘‘ba‘bc2ba‘ba‘bbbc2ccbcbbaaa‘a‘‘b‘bc‘‘‘bca‘bbbbbccbcaaaa‘‘‘‘‘‘bbbccbcaa‘‘‘‘bbbbccca‘baaaa‘‘‘baaa‘‘‘‘bcbbc

††††ŸFFFŽDŸFFFŽDáâFFF†ŸFFFŽFFFFŽDáâ]FF†FFFŽDáâ]FFFŽDFŽDáâ]2ŸFFFŽDáâ]2FŽFFŽDáFFŽŽŽŽDáâ]DáâŸFFFŽDáŽDáŽDááFFŽDááâ]âââ]]††FFFFFFFFFFFFŽDáâFFFŽDáâFŽŽŽFŽDáâŽDDáááâáâââFFFŽDáâ]]]Dáâ]2†FF†FFFŽDáFFFFFFFFŽDáâFŽFFŽŽŽDŽDáááâFŽDáâââ]]]††ŸFFFFFŽDáFFFFFŽŽŽDDáááââââ]]†††ŸFFFŽŸFFFFFFFŽŽŽŽDááááâââ

àfiåã .́äàäàfiåãäàfiåäàfiåã .́çäàfiäàfiåã .́çààäàfiåã´fiåfifiåã´åäàfiååã .åã .́fiåã .́çã .́çã´ãàfiåã .́çäàfiåã .́ç..ççàfiåã .́çççäàfiäàäàäààààààfififiåfiåååãããããã´́́.äàfiåã .́ã .́çàfiåã .́çç.ççääàäàfiåã .́çààààfifiåã .́çfifiåååååããããã´́́́....ççççääääààfifififiååããåã´́.́...çççäääàààààfiååã´́..ç

élêëé¥èélêëé¥èàÒééélêëé ¥èàÒ̋élêêëêëéëé¥èàÒ̋ëéé¥èéé¥èélêëé¥èàÒ̋¥èàÒêëé¥¥èêëé¥èàèèàÒ̋è¥èàêëé¥èàëé¥èàÒ̋àÒÒëé¥èàÒÒÒèàÒ̋̋̋éééélêëé ¥èàlêêëé¥èàÒêëé¥èàÒêëêëëëëélêëéé¥è¥¥¥¥¥èàÒèèàÒèàèèàààÒÒélêëé¥éélêëé ¥èàÒélêëé¥èàêëé¥èàÒëééé¥¥¥èèèààààÒàÒÒÒ̋éééllêêêêëéé¥¥¥¥èèèàÒèàÒààêëé¥èàÒÒ̋̋élêéélêê é¥¥¥¥èèèààÒÒ̋à

íHçîïìñóG|}‚Òôö†íHçîïìñóG|}‚ííHçîïìñóG|}‚ÒôöííHçîïìñóGíHHHHHçîïìñçîïìñóGîïìîîíHçîîïìïìñóG|ïìñóG|}‚ÒïïîïïìïìñóG|}‚ìñóGìññóññóG|}‚Òôö†ìñóG|}‚Òôö††| ÒïìñóG|}íHçîïìñóG|}‚Òôö††G|}‚Òôö†||}‚ÒóG|}|}‚Ò}‚Ò öôôö††ööíííHçîïíHçîïìñóG|ííHHçîïìñóG|}HçîïìñóG|}HHççççHçHçîïìñóG|çîîïìñóG|}‚îíHçîïìñóG|}îïïïìñóGïïìñóG|}‚Òôö††ïïìHçîïìñóG|}‚ÒôöHçîïìñóG|}íHçîïìñóG|}‚ììñóG|}‚íHçîïìñóG|}‚HçîïìññóG|}‚îïìñHçîïìñóçîïìñóGHçîïìñóG|}‚ÒôóGG|}G|}‚ÒôöG|çîïìñóG|çîïìñóG|}‚Òôö††|}‚Òô|}}‚‚‚ïìñóG|}‚‚ÒìñóG|}‚ÒôîïìñóG|}‚ÒîïìñóG|}‚ÒìñóG|}‚ÒÒôôôôôööôööö†îïìñóG|}‚Òôö††G|}‚Òôö††ííííHíHçîïìñóHçîïìñóG|HçîçîïìñóG|}‚ÒîïìñîïíHçîïìñóG|íHçîïìHçîïìññóG|}‚ÒôöóGG|}‚ÒôöG||}}‚ÒôöíHçîïìñóG|}‚ÒG|}‚Òôö}‚‚‚ìñóG|}‚G|}‚Òôö‚ÒôÒÒôöîïìñóG|}‚ÒôôìñóG|}‚Òôö|}‚Òôö†óG|}‚Òôö††ôö††íííHHççççççîîîîïïïììññîïìññîïìñóïìñóGGG|}‚Òô}}}‚‚Òôö‚ÒÒôôôö†|}‚Òôö††íííHH îïìñóG|}‚îïçîïïìñóïïììñóG|}‚ÒìñóG| ‚‚ÒÒôôôöööö†††íííHçîïìñóG|HçHHççççîîïïïï ñ ||}‚|}‚ ôôööö††íHçîïíHH îïì ||} |||}xò|}x|||}}xòõš}xòõš}xò}xxx|}xxxòõš/.ò|}xòõš/.|}xòõš/òõšòõxòõš .õõ}xòõš|}xòõšššš|}xòõš/.òõš/òõš/.xòõš/..|}xòõ||||}}}}}xòõš}x}xxòòòòòõõõõšššš/šš .õš/.|}xòõš/.|||}x|}x}xòõš/.xxòõš/òòòõ}xòõõõšš}xòõššš/}xòõš/.///.|}xòõš/...||}xò|||}}x|}xòõš/.xxòõõõššš .|||||}}xxòõõšš|}xòõš .}

;<6=>ÑÓúÔ¦‚ËUd;<6=>ÑÓúÔ¦‚ËU=>; =>; >Ñ;<6=>ÑÓúÔ¦‚ËUd;<6=>ÑÓúÔ¦‚ËUdefû= ËUUdefûû;<6=>ÑÓú;<6=>ÑÓúÔ¦‚;<6=>ÑÓ;<6=>ÑÓ;;<<<6=>ÑÓ<<666=>>ÑÓúÔ¦>>ÑÑÑÑÓúÔ¦‚Ë defÓÓÓúúÔ¦‚Ë defúÔÔ¦‚Ë dÔ¦‚ÑÓúÔ¦‚ËUdef¦‚Ë de¦¦‚Ë‚‚ËËËUdef;<6=>ÑÓúÔ¦‚Ë ddddeeeeeffÔ¦‚ËUdefûûfûûûûdefû;;;<6=>ÑÓú;<6=>ÑÓúÔ;<6=>ÑÓ;<6=>ÑÓúÔ¦‚<6=>ÑÓúÔ¦‚ËUdefû<<6=>ÑÓúÔ¦‚<6=><6<6=>ÑÓúÔ¦66=>ÑÓúÔ¦‚=>ÑÓúÔ¦‚=>ÑÓúÔ¦‚ËU<6=>ÑÓúÔ¦‚ËUdefû;<6=>ÑÓúÔ=>6=>ÑÓú6=>ÑÓúÔ¦‚ËUdeÑÓúÔ¦‚ËUdefÑÓúÔ6=>ÑÓúÔ¦;<6=>ÑÓúÔ¦‚ËÑÓÓúÔ¦‚ÓúÔ¦‚Ë de;<6=>ÑÓúÔ¦‚ËUdefÓúÔ6=>ÑÓúÔ¦‚ËUdefûúúúÔ¦‚Ë dÔ;<6=>ÑÓúÔ¦‚ËUdefûÔÔ¦‚ËUde¦‚ËUdefû6=>ÑÓúÔ¦‚ËUdefûÑÓúÔ¦‚ËUdef¦¦‚<6=>ÑÓúÔ¦‚Ë=>ÑÓúÔ¦‚ËUdefÔ¦‚Ë def>ÑÓúÔ¦‚ËÑÓúÔ¦‚ËÑÓúÔ¦‚ËUdefËUdeúÔ¦‚Ë d;<6=>ÑÓúÔ¦‚ËUd<6=>ÑÓúÔ¦‚ËUdefde=>ÑÓúÔ¦‚ËUdeÑÓúÔ¦‚ËUdeef‚ËUdeff=>ÑÓúÔ¦‚ËUdefffû<6=>ÑÓúÔ¦‚ËUdefû<6=>ÑÓúÔ¦‚ËUdefûûûû;<6=>ÑÓúÔ¦;;;<<6;<6=>ÑÓúÔ¦‚Ë6===>>ÑÑÓúÔ¦‚ËUd<6=>ÑÑÓ<6=>ÑÓÓúÔ¦‚ËUdefûÔ¦¦‚ËUdefû‚ËË d>ÑÓúÔ¦‚ËUdefÑÓúÔ¦‚ËUdefûddeËUdef¦‚ËUdefûûÔ¦‚ËUdefû;;<6=>ÑÓúÔ6===>=>>ÑÓÓÓúúúÔÔÔ¦‚ËUdúÔ¦‚ËËUÓúÔ¦‚ËUdddddeefdefûû;;;;<<<<66==>>>ÑÑÑÓÓúÔ¦¦¦¦‚‚ËËËËUdUdefûddeeefffûû;<6;<<6<<6<66=>66==>>ÑÓúÔ¦‚Ë>ÑÓúÔ¦‚ËÑÑÑÓÓúÔ¦‚ËUdeÓúÔ¦úúúÔ¦‚úÔÔÔ¦¦¦ ËË ddddeeeff ü‚XYZù|,ýxÑÓü‚XYZù|,ýxÑÓXYZY‚X Ó,üü‚X Zù|,ýxÑÓü‚XYZù|,ýxÑÓü‚Xü‚X Zùü‚ü‚X Zù|ü‚XYZù|,ýxÑ‚‚XYZù|,ýxÑX‚XYZù|,ýYZù|,ýxXYZù|,ýxÑÓZùù|,ýxÑÓù|,ù|,ýxÑ|,ýx||,,XYZù|,ýxÑÓýýýxxZù|,ýxÑÑÑÓÓÓÓü‚XYZù|,ýxÑÓü‚XYZù|üüüü‚XYZù|,ýü‚XYZù|,ýxÑÓü‚ü‚XYZù‚XYZù|,‚XYZù‚XYZù|,ýxÑ‚XX‚XXXYZùü‚XYZù|,XYYYZù|,ýxÑÓ‚XYZù|,ýxü‚XYZ‚XYZZü‚XYZZùü‚XYZù|,ýxÑù|,ü‚XYZù|,ýxÑÓü‚XYZù|,ýxÑÓù|,ýxÑÓù|ü‚XYZù|,ýxÑ|,ýxÑÓ,ýxÑ,ý,ýxÑ,ýü‚XYZù|,ýýýxÑÓYZù|,ýü‚XYZù|,ýxýxÑÓxxxÑÓ|,ýxÑÑÑÓÓù|,ýxÑÓü‚XYZù|,üü‚XYZù|,ýüüü‚XYZù|,ýxÑü‚‚‚‚XXXX ZZZü‚XYZù|,ý‚XYZù|||,,,,ýýYZù|,ýxxxxÑYZù|,ýxÑÓÓü‚XYZù|,ýxüü‚XYZù|,ýx‚XXXYZù|,ýxÑÓYYYZ‚XYZùZ ||,,ýýýýxxÑÑÑÑÓÓ‚XYZù|,ýxÑÓüüü‚XYZù|‚XXYZù|,ýxÑYYZZ ||,ýxÑÓ|,ý,ýýxÑÓü‚XYZù|,ýxÑü‚X‚ ùùù|,ý||,,ýxÑýxxÑÑÓÑÓÓÓ

íHç%íHç%&’()ÿ%.“!ž!˝$íHç%&’()ÿ%.“!žíHç%&’()ÿ%.“!ž!˝íH & ÿíHç%&’HçHç%&’()ÿ%HHHç%&’()ÿ%íHç%&’()ÿ%.“!žíHç%&’()ÿ%.“!ž!˝$%&’()ÿ%.“%&&&’()ÿíHç%&’()íHç%&’()ÿç%&’()ÿ%)ÿ%.)ÿ%.“ÿç%&’()ÿ&’()ÿ%ç%&’()ÿ%)ÿ%()ÿ%.“!&’()ÿ%.)ÿ%.“!ž!˝$.“%.“!!%.“!žž!“!ž!˝$žžíHç%&’()ÿ%.“!ž%.“!ž!˝$!˝)ÿ%.“!ž!˝$!!˝̋íHç%&’()ÿ%.“!ž!˝ç%&’()ÿ%.“!ž!˝Hç%&’()ÿ%.“!ž!˝()ÿ%.“!ž!˝̋$$íHç%&’()ÿ%.“!ž!˝$$$íHç%&’()ÿ%.“íHç%&’íHç%&’()ÿ%.“!žíHç%&’()ÿíHç%íHHç%&’()ÿ%.íHç%&’()ÿ%.“!ž!˝$Hç%&’()ÿ%.“ççíHç%&’()ÿ%.ççç%&’(%&’()ÿ%ç%%íHç%&’()&&’’’’()ÿ%ç%&’())()ÿ%.“!ž!˝$)ÿ%.“ÿ%.“%&’()ÿÿÿ%.“!ž!˝$’()ÿ%.“&’()ÿ%.“!ž!˝$ÿ%.““!ž!˝$“!ž!˝$)ÿ%.“!íHç%&’()ÿ%.“!žžž!ž!ž!!˝̋)ÿ%.“!ž!˝$ÿ%.“!ž!˝$˝$ÿ%.“!ž!˝$$()ÿ%.“!ž!˝$ííHíHHç%&’()ÿ%.“!ž!˝Hç%&’()ÿHççç%&%&’()ÿ%.“!ž%&’&’()ÿ%.’’()ÿ%’()ÿ%.“()ÿ()ÿ%))ÿ%.“!ž!˝$)()ÿ%.“!ž!˝$ÿ%%%’()ÿ%..“““!ž!˝$““!ž!˝$žžÿ%.“!ž!˝$žž!ž!ž!˝$!˝ž!˝()ÿ%.“!ž!˝̋$íHç%&’(Hç%çç%%&’()ÿ%.“!ž%&%&’()ÿ%.)ÿíHç%&’()ÿÿ%%..““!ž!˝$íHç%&’()ÿ%.“!žž!!˝!˝$ííHçç%&’()ÿ%ç%%%%&&&&’()ÿ%.“!ž!˝’’((()ÿ%.))ÿÿÿ ““! !!!!!˝$$ííHHHçç%ç%&’()’’( ÿ%% ““““!žžž!ž!˝$!!!˝$˝̋̋$í ! Û.¢t$‚$&´⁽8Û.¢t$‚$&´Û.¢t$‚$&´⁽Û.¢t$‚$&´⁽89§̋Û.¢t$‚$Û.¢t$‚$&´⁽89.¢t$Û.¢t$‚$&´⁽89§̋¢¢t$‚$&´⁽89.¢t$‚$Û.¢t$‚$&´⁽89t$‚$&´⁽89§̋tt$ $&´⁽$$‚$&´⁽89Û.¢t$‚$&´⁽‚$&´$.¢t$‚$&´⁽89§̋$&´⁽8Û.¢t$‚$&´⁽89§¢t$‚$t$‚$&´⁽89§$&&&&´⁽89§¢t$‚$&&´́⁽89§̋t$‚$&´⁽89§$&´⁽89§̋Û.¢t$‚$&´⁽89§̋⁽⁽¢t$‚$&´⁽89899§.¢t$‚$&´⁽89999§§&´⁽89§Û.¢t$‚$&´⁽89§̋Û.¢t$‚$&´Û.¢t$‚$&´Û.¢t$‚$&´⁽89§ÛÛÛÛ.¢t$‚$&´⁽8Û.¢t$‚$&´⁽89Û.¢t$.¢t.¢t$‚$&´⁽89.¢t$¢¢t$‚tt$‚$&´⁽89§Û.¢t$‚$&Û.¢t$$‚$&´⁽89§¢t$‚‚$‚$&´⁽89§Û.¢t$‚$Û.¢t$‚$&´⁽89Û.¢t$‚$&&´⁽&´.¢t$‚$&´⁽8´⁽$&´⁽8‚$&´⁽8&´⁽889Û.¢t$‚$&´⁽89$&´⁽899§§¢t$‚$&´⁽89§.¢t$‚$&´⁽89§Û.¢t$Û.¢t$‚$&´⁽8Û.¢t$‚$&Û.¢t$‚$&´⁽89ÛÛ.¢t$‚$&´⁽8...¢¢t$‚.¢ttt$‚$Û.¢t$‚$&´⁽89§‚$&´⁽89‚$&´⁽89§´́⁽⁽⁽89§̋9§§.¢t$‚$&´⁽89§§̋Û.¢t$‚Û.¢¢t ‚ &´⁽⁽⁽8999$&´⁽89§Û..¢t.¢t$‚$&´⁽8‚$$&´⁽89&´⁽8´ 9§§§Û..¢t¢¢ $$‚$$$&&&´́́́⁽⁽⁽⁽899§§§§̋9§̋

6@ABCDEBD6@ABCDEB6@ABCD@AB@A CDE6@ABCDEBDABCDEAABCABCDABCDEBDABCDEBABCCDEBDABCD@ABCDEBDEBD6@66@ABCD@ABC@ABCDEBD@@ABCDEBAABCDECCCCDDEDEBDDDEABCDEBD@ABCDEB@ABCDEBD6@A6@@6@AABA6@ABBCDEBCDEBBCDD6@ABCDEDEBCDECDEBDEBCDEBBDDDDD6@AABCDBCDDEBDDDDD@@AAAAA CCCDDDEEE DDDDA CDE DD

#@##@,F##@@,FG@@@#@,FG,,,,,FF,FF#@,FGFG@,FG@,FG,FGF#@,F#@,F#@@#@,,FG,F,F,FGFFFFGGGFG#@,FG#@@@#@,,, G#@,FG# ,,,FFGGG#@@,FG,,,,,FFGG,,, G

###############################################################################################HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH#!####!#!#!#####!#!!#!!#!#!#!#!#!#!#!!!!#!!!##!#!#!#!#!##!#!#!###!#!!!#!!!#!#!#!#!#!#!#!###!###!!!!#!#!#!#!#!#!!######!!!!!##!!!!!#!#!##!######!!#####!#!#!!!###!!#!!!#!#!!!#!#!!!#!###!!!!##!##!!!!!"""""""""

’’’’’’’

IJ

#######################################################################################################################HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH#&##&#&#&##&###&#&#&#&#&&##&#&#&#&#&###&#&&&#&#&#&##&#&##&#&#&#&#&&&&#&#&#&##&&&&&&#&#&#&#&#&#&#&#&#&&#&&##&&#&###&&#&#&####&####&&#&&#&####&#&####&&&##&####&##&&#&######&&&###&&##&&#####&&&&&&####&#&&##&&&##&&&

▶場所：公会堂▶費用：25 日の
み 1000 円（前売り・当日とも）、
ほか無料▶そのほか：詳細は映画
祭公式HP https://www.kichifes.
jp/animation/▶問：観光機構
☎ 23-5900

日時 内容

2月 25日（金）
午後 7時

「音楽」スペシャル上
映会&トークショー
／ゲスト：岩井澤健治
（監督）、司会：竹熊健
太郎、津堅信之

26日（土）
午後 1時

「PUIPUI モルカ―」ほ
か上映&アニメ作り
ワークショップなど

27日（日）
午後 3時

吉祥寺アニメーション
映画祭ノミネート作品
上映・表彰式

文化財保護委員特別講義の
受講者募集
殿ヶ谷庭園など多摩地域の別荘庭
園の魅力について話します。
▶日時：3 月 23 日（水）午後２時
▶場所：オンライン（Zoom）▶
講師：村井壽夫（市文化財保護委
員）▶費用：無料▶申込・問：3
月 17 日までに二次
元バーコードからふ
るさと歴史館☎ 53-
1811へ。

動画公開
精神保健福祉講演会
講演会「生きづらさを抱えた方の
家族としてできること」の動画を
公開中。
▶日程：３月 31 日（木）まで▶
講師：長谷川俊雄（白梅学園大
学教授）▶主催：武蔵野市▶申
込：不要▶問：ワー
クショップMEW☎
36-2089

春休み幼児・ジュニアスポーツ
教室
▶申込・問：2 月 28 日（必着）
までに総合体育館HP・ハガキ・
ファクス（要受信確認）（申込要
領参照し、性別、年齢、生年月
日、在園・在学者は園名・学校
名も明記）または所定の申込用
紙（同館で配布）で総合体育館☎
56-2200、FAX51-5493へ。当
落一緒を希望する方はきょうだい
のみ可。詳細は同館HP https://
www.musashino.or.jp/ 参照。
●逆上がりチャレンジ①②
逆上がりが苦手な子に 2日間で
できるコツを教えます。
▶日時：3月 28日（月）～29日
（火）①午前 9時 15 分～ 10 時
15分、② 10時 45分～ 11時 45
分▶場所：同館メインアリーナ▶
対象：小学生、①②各 30名（超
えた場合抽選）▶費用：1400 円
▶そのほか：①②の重複申込不可。
●幼児水泳①②
水遊びを通して水慣れをします。
▶日時：3 月 22 日（火）～ 25
日（金）①午前 9 時 30 分～ 10
時 20 分 ② 10 時 40 分 ～ 11 時
30分▶場所：温水プール▶対象：
年少～年長児、①②各 6 名（超
えた場合抽選）▶費用：3200 円
▶そのほか：①②および幼児鉄棒・
跳び箱チャレンジとの重複申込不
可。
●幼児鉄棒・跳び箱チャレンジ①
②
▶日時：3月22日（火）～25日（金）
①午前9時 45分～ 10時 30分②
11時～ 11時 45分▶場所：同館
サブアリーナ▶対象：①年少児②
年中児・年長児、①②各30名（超
えた場合抽選）▶費用：2000 円
▶そのほか：①②および幼児水泳
との重複申込不可。

市民体育祭
バスケットボール
①一般男子・女子②シニア男子・
ママ女子。
▶日時：① 3月 19 日（土）・21
日（月・祝）・27 日（日）② 3
月 20 日（日）・26 日（土）午前

9時▶場所：総合体育館メインア
リーナほか▶対象：市内在住・在
勤・在学の①高校生以上、25 チ
ーム② 男子 40歳以上・女子（既
婚）、20 チーム（監督 1 名、コ
ーチ 2 名、選手 16 名以内）▶
費用：1 チーム 1600 円▶そのほ
か：ユニフォームは濃淡 2 色用
意、レフェリー 1 名帯同。詳細
は https://musashino-taikyo.jp/
参照▶申込：2 月 20 日～ 26 日
に直接体育協会☎ 55-4119へ▶
問：バスケットボール連盟・鶴田
☎ 090-1651-4632

市民体育大会
軟式野球
一般の部単独のトーナメントまた
はリーグ戦（２チーム以下の場合
連盟内で実施）。
▶日時：3 月 13 日から毎週日曜・
祝日（雨天順延）午前 9 時▶場
所：軟式野球場ほか▶対象：市内
在住・在勤・在学の高校生以上の
編成チーム（監督含めて9名以上）
▶費用：1 チーム 1000 円▶持ち
物：選手は統一のユニフォーム・
帽子を着用▶そのほか：公開抽選
…2月 21日（月）午後 0時 20分、
体育協会。主将会議…3 月 4 日
（金）午後 7時、総合体育館大会
議室。詳細はhttps://musashino-
taikyo.jp/ 参照▶申込：2 月 19
日（消印有効）までに往復ハガキ
（申込要領参照し、チーム名、代
表者名、住所、携帯番号も明記）
で体育協会へ▶問：軟式野球連盟・
中村☎ 090-4662-3368

一時保育（3月分）

体育施設利用者、スポーツ教室参
加者のお子さんを一時保育します。
▶日時：月曜（21 日・28 日を
除く）、火曜（15 日・29 日を除
く）、水曜（23日・30日を除く）、
木曜（31 日を除く）、金曜（11
日・25 日を除く）午前 9時～午
後 1 時▶対象：１歳以上の未就
学児、5名（申込順）▶費用：1
時間 660 円、以降 30 分単位で
330 円加算▶申込・問：希望日
の 2週間～ 2 日前午後 4時に直
接総合体育館☎ 56-2200（休館
日は☎ 56-1612）へ。

武蔵野桜まつりはウェブ開催となります。さまざまな企画をお楽し
みください。
▶日程：予告ページ…2月 15日（火）から、公式サイト…3月 15
日（火）から▶そのほか：会場周辺の桜紹介動画や市内物産紹介、
イラストコンテスト・なんでも発表ショーなどの参加
型コンテンツ（川柳コンテスト、SNS写真キャンペー
ンは、予告ページにて募集）、友好都市・協力団体の紹介、
桜まつりアーカイブなど▶問：産業振興課☎ 60-1832

武蔵野桜まつりを開催しますすす武武武武


