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出席報告　出席委員会　　小野安正君　(出席規定の適用免除会員数 1 名）
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L　お客様

○那須塩原市市長  阿久津憲二様

RO
T A R Y

IN

T
E R N A TI O

N A
L　卓話　阿久津憲二様

【はじめに】

多くの市民の方々のご支持をいただき、那須塩原市
長の重責を担うこととなり、市長就任後3年目を迎え
ることとなります。
就任して以来これまで、喫緊の課題であります放射
能対策事業を最優先に取り組むとともに、前例に捉わ
れることなく、山積された行政課題の解決に向け、
様々な事業を実施してまいりました。今、我が国の人
口は、今後、急速に減少することが予測されていると
ころであり、本市においても少子高齢化の進展、若者
の減少、地域の賑わいの喪失など、まさに先を見通し
た対応が必要不可欠であると考えております。そのた
めにも全身全霊を傾け、定住促進に向けた取り組みを
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日会例 数員会 数席出 数席欠 率席出 UM 数　 率席出正修

日本 01 月 22 日 )2(04 )2(43 人 )0(6 人 %0.58 *

回前 01 月 51 日 )2(04 )2(53 人 )0(5 人 %5.78 4人 %0.59

回々前 01 月 8日 )2(04 )2(43 人 )0(6 人 %0.58 4人 %0.59

推進し、本市が目指す持続可能な社会の構築や、個性
を活かしたまちづくりの取り組みの実現に向け、邁進
してまいりたいと思っております。
また、来年1月には那須塩原市が誕生して、10周年
を迎えることとなりますので、市誕生10周年記念事業
推進協議会での意見を賜りながら、市民が心をひとつ
にできる記念事業の開催に向け取り組んでまいりたい
と考えております。今後に置きましても、引き続き、市
民の皆さまから「この町に生まれてよかった、住んで
よかった」と実感していただき「人々から選ばれるま
ちづくり」「人口の減らないまちづくり」に全力で取り
組んでまいります。

【主な取り組み内容】

◎子供と妊婦を守る。◎子供と妊婦を守る。◎子供と妊婦を守る。◎子供と妊婦を守る。◎子供と妊婦を守る。放射能対策による不安払拭放射能対策による不安払拭放射能対策による不安払拭放射能対策による不安払拭放射能対策による不安払拭
東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出さ
れた放射性物質の影響を低減させるとともに、市民の
安全・安心に繋がる対策事業を実施しております。

（１）公園などの放射能測定、除染の強化

〇那須塩原市除染実施計画の策定
〇除染センターの設置（平成24年10月1日～）⇒
平成25年度：放射能対策課の新設
〇空間放射線・放射線積算線量測定の実施
〇都市公園等における除染対策事業の実施
〇住宅除染事業の実施
〇小中学校校庭表土除去事業の実施
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（２）健康調査体制の充実

〇ガラスバッジによる就学前児童の放射線量測定
の実施（平成24年度実施）
〇ホールボディカウンター検査助成事業の実施
（平成24年 10月 1日～）
〇母乳・尿の放射性物質の検査の実施

（３）食品安全検査の徹底促進

〇放射性物質簡易検査事業の実施
　※食品放射能測定システムを導入し、食品等に
ついての無料による簡易検査
〇学校給食の放射性物質の検査
〇保育施設等における給食食材の放射能測定の実
施

◎原発風評被害からの産業再生産業振興◎原発風評被害からの産業再生産業振興◎原発風評被害からの産業再生産業振興◎原発風評被害からの産業再生産業振興◎原発風評被害からの産業再生産業振興
風評被害を初め、多大な被害を受けている農業、畜
産、観光関係をはじめとした産業再生に取り組んでお
ります。

（１）風評被害にあう中小・零細企業支援

〇中小企業の経営安定を図るため、制度融資の充
実

（２）原発賠償の請求支援

〇放射能対策アドバイザー（4人）の設置
※健康対策・物理学の面・農学の面・損害賠償
対策の面から計4人選任し、損害賠償対策のアド
バイザーとして佐藤康之弁護士を選任しました。

（３）農業者が背負う過剰債務の解決に向けた支援

（４）観光回復に向けた呼び水支援

〇那須塩原ブランドの付加価値の向上
〇観光客及び宿泊者の増加を図る取り組みの実施
〇市街地活性化の促進
〇上海事務所を拠点としたインバウンド戦略の更
なる推進（平成25年 9月設置）

◎地産地消型エネルギー供給モデル確立、◎地産地消型エネルギー供給モデル確立、◎地産地消型エネルギー供給モデル確立、◎地産地消型エネルギー供給モデル確立、◎地産地消型エネルギー供給モデル確立、自然エ自然エ自然エ自然エ自然エ
ネルギー立市ネルギー立市ネルギー立市ネルギー立市ネルギー立市
本市が日本有数の「自然エネルギーの宝庫」である
強みを生かし、地産地消型エネルギー供給モデルの確
立を図るため、再生可能エネルギーの利活用を検討し、
導入を推進していきます。
（１）小水力発電の普及促進
（２）木質バイオマス発電、エタノール生産支援
（３）太陽光発電の推進

〇太陽光発電システム設置費補助
（４）バイオマス発電の調査・研究（１）から（４）を
総括し、本市の多様な再生可能エネルギーを利用し
たスマートシティ構想の構築に向けた検討を行って
います。

〇スマートシティ構想策定に向けた懇談会の設置
（H25.12～）

◎行政改革◎行政改革◎行政改革◎行政改革◎行政改革
市が行う事業や事務、保有する施設について、受益
と負担、必要性や効率性の観点から見直しを行い、選
択と集中による事業の重点化を進めていきます。

（１）市長の給与カット

〇市長給与の30%削減　▲削減額　月額288千円
〇市長退職金を20円に削減　▲削減額19,354千円
〇副市長給与の15%削減　▲削減額　月額113千円
〇教育長給与の10%削減　
▲削減額　月額69千円

（２）幹部職員公募制度導入

〇産業観光部内における専門的知識経験等を有す
る人材の公募を実施し、観光施策等の充実及び
強化を図り、市役所のパフォーマンスの向上、
組織の活性化を図っております。【産業観光部：
政策審議監】

（３）ムダの削減徹底

〇行財政改革推進計画の推進
〇事務の効率化を図るため、業務量調査の実施
〇市有財産の有効活用の検討
〇負担金の見直し（52件）H24年度

▲経費削減見込額　318千円
〇黒磯学校給食共同調理場の調理配送業務の委託
（H25.4～）▲経費削減見込額　20,617千円
〇ホールボディカウンター導入から検査助成事業
への転換
※ホールボディカウンター導入予算額　
47,250千円
検査助成事業予算額　6,020千円　▲経費削
減  見込額　41,230千円

〇那須塩原クリーンセンターの管理運営包括的業
務の実施（H25.から5年間）
※予定価格4,473,150千円：入札2,990,000
千円　▲削減額　1,483,150千円

◎暮らしの安心、◎暮らしの安心、◎暮らしの安心、◎暮らしの安心、◎暮らしの安心、安全、安全、安全、安全、安全、安定安定安定安定安定
市民のいのちと財産を守ることを最優先とし、市民
一人ひとりが健康で、安全に、安心して暮らすことの
できるまちづくりを進めます。
（１）安心・安全の防災点検

〇那須塩原市地域防災計画の改訂
※東日本大震災における課題等の解決に向け
た計画の改訂

〇避難所運営マニュアルの策定
※市地域防災計画の改訂に合わせ、避難所の
開設・運営を行うためのマニュアル作成
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〇防災士養成事業の実施

（２）医療の充実、体制強化

〇生活習慣病予防事業、がん検診事業

（３）子育て支援

〇こども医療費助成制度の見直し
※現行の小学校6年生までから、18歳までに
対象者の年齢拡大

〇水痘・おたふくかぜ・B型肝炎予防接種（法定外
予防接種）事業の実施
〇不妊症治療費助成事業の助成額の拡充

※助成額を上限20万円から上限30万円に引
き上げ

〇不活化ポリオワクチン接種・4種混合ワクチン接
種（予防接種法に基づく定期接種）事業の実施
〇親子つどいの広場の新規開設

※各地域で親子がいつでも気軽に集い、交流
を図る場の創設

〇子どもの権利に関する条例の制定

（４）子供たちを育てる教育重視

〇小中一貫教育校研究推進事業の実施

（５）高齢者福祉への地域ぐるみの取り組み

〇地域見守り支え合い事業の検討

（６）介護予防と介護サービスの基盤整備

〇地域密着型サービス事業所整備等事業の実施

（７）障害者の支援

〇障害者福祉サービス事業の実施

（８）児童虐待・犯罪被害者への支援

〇配偶者からの暴力防止基本計画に基づく施策の
推進
〇児童虐待の未然防止・早期発見のための関係機
関との連携強化

（９）産業廃棄物の処理施設立地搬入等の規制強化

〇地下水水質検査の実施

（10）「キャンプ那須」の整備を国へ要望

〇「首都機能バックアップ・キャンプ那須構想」の
中間報告の策定
    国等に本市のPR活動を実施するとともに、庁
内にプロジェクトチームを設置し中間報告書と
してまとめる。平成24年 10月に栃木県に報告
書を提出しました。
※今後も継続してPR活動を実施していくとと
もに、中間報告書については「スマートシ
ティ構想」を盛り込んだ内容でまとめていき
ます。

◎改革に向けた取り組み◎改革に向けた取り組み◎改革に向けた取り組み◎改革に向けた取り組み◎改革に向けた取り組み
〇諸証明書コンビニエンスストア交付事業（平成

25年 7月～）
〇市税等徴収指導員の設置

◎定住促進施策の強化◎定住促進施策の強化◎定住促進施策の強化◎定住促進施策の強化◎定住促進施策の強化
〇定住促進計画の策定（平成26.3）
〇企画情報課内にシティプロモーション室の設置
（平成26.4）定住促進計画の推進を図るととも
に、新規事業について検討を進めてまいります。
※【平成26年度新規事業】新幹線定期券購入
補助金の交付
三世代同居等世帯定住支援補助金交付

〇塩原小中学校の施設一体型の小中一貫教育の開
始（平成26年度～）
〇英語指導助手（ALT）の全小中学校への配置（平
成26年度～）
〇ICTを活用した新たな学びの推進事業（平成26
年度～）
※タブレット端末を利用した「反転授業」の
実施（モデル校：豊浦小学校）

〇青少年の健全育成、ホースセラピーの体験など
ブランドイメージを高める馬場整備
〇オーストリア、リンツ市との姉妹都市締結（平
成27年度予定）
〇定住自立圏構想の推進
那須地域定住自立圏構想における中心市とし
ての役割を担う。また、八溝山周辺地域定住自
立圏構想の構成市として参画しています。
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T A R Y

IN

T
E R N A T I O

N A
L　会長挨拶　澤田吉夫会長

本日は那須塩原市の阿久津市長
さんの卓話はいかがだったでしょ
うか！那須塩原市の今と将来な
どの、おおよその内容がわかっ
たのではないでしょうか！われ
われロータリーメンバーは市の
将来をいち早くキャッチして、将
来のあるべき姿になるように協力で
きるのではないでしょうか！世間では
先取り特権と言う言葉がありますが、まさにその通り
ではないでしょうか。
これを一つの参考にして頂き、皆様のより良い企業
経営の一助になればと思います。
昨日大田原市市制施行60周年記念講演会が大田原市
那須与一伝承館で行われたので、参加してまいりまし
た。三部制で地元連携と景観と云うお題で、東京農業

しんじ いそや

大学元学長の進士五十八のお話は面白く、大変地方再
生の参考になるお話でした。共生と多様性に尽きると
いわれておりました。自然の多様性生物等、社会生活
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次回例会　　　平成 2 6 年 1 0 月 2 9 日　　　担当米山記念奨学会委員会

●　10月 22日欠席(敬称略)
大森貞男・深町彰・遠藤清和・黒澤洋一・月江寛智
　吉光寺政雄
●　10月 15日欠席(敬称略）
植竹一裕・遠藤清和・小野安正・大森貞男・髙木慶一

○　前回10月 15日分メークアップ(敬称略)
植竹一裕・遠藤清和・小野安正・大森貞男
高木慶一
○　前々回10月 8日分メークアップ(敬称略)
時庭稔・鈴木隆子・大森貞男・吉光寺政雄

の多様性、文化環境の多様性、景観多様性など多方面
に亘り、柔軟な発想をもってやることが大事といわれ
ておりました。まさにその通りでは無いかと思います。
これからは地方の時代、皆さんと一緒にがんばって地
方を守り立てられればと思います。本日は以上です。
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T A R Y

I N

T
E R N A TI O

N A
L　幹事報告　瀬尾紀夫幹事

1.　『地区会員増強セミナー』開催の案内受理。
2.　宇都宮さつきロータリークラブ国際ロータリー加
盟認証状伝達式記念式典に10月 13日、村山副会
長と瀬尾が出席しました。。

3.　大田原ロータリークラブ会報第2666回～2668回
受理。

4.　那須塩原ハーフマラソン大会で澤田会長が顧問と
しての委嘱状受理、

5.　まんが『初期ロータリーを顧みて』購入申込書　
受理。

RO
T A R Y

I N

T
E R N A TI O

N A
L　委員会報告　村山茂副会長

○ゴルフ愛好会 秋間忍会長

ゴルフ愛好会からのお知らせです。
澤田年度ゴルフ愛好会の第１回ゴルフ大会を来る10
月26日（日）に予定しておりましたが、巻狩祭りと重
なることもありまして参加者が少ないため、この日程
での開催は中止ということになりました。
後日、改めて開催日程をお知らせいたします。

☺  ニコニコボックス　津久井誠二君

植竹　一裕君　やっと峠を越えました。
小野　安正君　松島、三陸、八戸、下北半島、津軽半

島をツーリングしてきました。
澤田　吉夫君　阿久津市長をお迎えして。
村山　　茂君　阿久津市長様、ようこそ黒磯クラブへ。

RO
T A R Y

I N

T
E R N A T I O

N A
L 3分間スピーチ

・・未来のために今できる事・・・

髙木茂君

私は現在那須地区学校体育振興会の
副会長を務めております。体育振興
会とは、那須地区学校体育連盟と
いう那須地区の小中学校の体育
関係の先生方で組織する会を資
金面で応援する会であります。
那須地区の小学校には児童活動
後援会、中学校には生徒活動後
援会があり、子供たちの部活動を
応援するための資金集めをしておりま
す。
今日、私達はかって経験したことのない激しく変化
する社会に適切に対応し、21世紀の社会の担い手とな
る心身共に健康で豊な情操と想像力を身に付け、社会
の変化に対応できる子供たちの育成は緊急かつ重大な
問題であり、そのため小中学生のスポーツ教育活動の
健全育成が教育に占める重要性は大変なものと認識し
ております。そのため体育関係の先生方の指導に傾け
る情熱に応えるべく、行政からの補助金だけでは賄え
ない不足する資金を支えているのが那須地区学校体育
振興会であります。
毎年、各企業やPTAで理解のある御父兄の方々に振
興会活動に協力して頂いておりますが、昨今の不景気
は資金集めを直撃して、前年の実績を毎年下回ってお
り子供たちや先生方に、思うような援助が出来ないの
が現状です。黒磯ロータリークラブでも社会奉仕の一
環として、体育振興会に少しでも協力お願いできれば
と思います。よろしくお願いいたします。未来の日本
を支えていく子供たちに、今私が出来るのはこのぐら
いであります。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


