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出席報告　出席委員会　　豊田哲司君　(出席規定の適用免除会員数 2 名）
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〇　地域社会奉仕部門国内社会奉仕委員会委員長　　
　　   吉成仁見様(大田原ロータリークラブ）

〇　NASPO 株式会社代表取締役　薄井泰則様
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地区補助金とグローバル補助金を、地域のため、あ
るいは海外で必要とされている方のために利用して頂
きたいと存じます。　
ロータリー財団への寄付金は全てロータリー財団活
動に利用されていますが、2013年に「未来の夢計画」が
全世界で開始されてからその運用方法が変わりました。
「未来の夢計画」はロータリー財団の第2世紀に備え
るために計画され、目標を６つの重点分野にしぼって
おります。

1．平和と紛争予防・紛争解決
2．疾病予防と治療　
3．水と衛生設備　

第 2 6 8 4 回　澤田年度　第 4 5 回　会報　2 0 1 5 - 6 - 1 0　司会 荒牧明二君

日会例 数員会 数席出 数席欠 率席出 UM 数　 率席出正修

日本 6月 01 日 )2(14 )0(03 人 )2(11 人 %1.37 *

回前 6月 3日 )2(14 )2(43 人 )0(7 人 %9.28 5人 %1.59

4．母子の健康　
5．基本的教育と識字率の向上　
6．経済と地域社会の発展

以上の6つです。又、財団補助金の集中化と簡素化
が図られて、補助金はグローバル補助金と地区補助金
に集約されました。補助金支出への地区裁量権を拡大
し、地区とクラブにおいて財団が自分たちのものであ
るという自覚が高められるようになりました。
地区補助金は、比較的規模の小さい短期的な活動を
支援するものです。地元や海外のプロジェクト支援、
ボランティア奉仕のための渡航費、災害救援、奨学金、
職業研修チームの派遣などに使えます。
2550地区では、今年度は630万円、次年度は750万
円の地区補助金が使用可能です。次年度の申請は4月
25日に終了してしまいましたので、次々年度の申請を
来年4月の期限までにお願い致します。
グローバル補助金は、海外クラブ・地区との協同が
必要で、ロータリアンも参加しなければいけません。
上記6種類の重点分野に関する長期的な持続性がある
プロジェクトに適用されて、より高額な補助金が授与
されます。又、上記6種類の重点分野に関する職業研
修チームの派遣や、上記6種類の重点分野を専攻する
奨学金としても使えます。グローバル補助金は他国の
地区・クラブとの協同作業になりますのでハードルが
高いと思います。しかし、より高額の補助金が得られ
ますので、積極的に活用して頂きたいと願っています。
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本日は地区の社会奉仕委員長の吉成様がお見えに
なっておりますので、後ほどお話をお伺いしたいと思
います。
先週の例会では次年度の会長、幹事、の今後1年間
の抱負をお聞きすることが出来ました。いよいよ次年
度の準備が整い、スタート間近と言うところですね。
今日は政治の話を少ししてみたいと思います。
過日ドイツで主要7カ国首脳会議「Gセブン」サミッ
トが行われました。主な話題は中国やロシアを念頭に
置いた話題で、集中したようです。力による領土の変
更、支配を批判したものの、各国の思惑が一致せず、イ
ンパクトの強い声明が出なかったのだろうと思います。
強国による一方的な領土の変更にもかかわらず、国名
を出さずに、遠まわしにけん制するあたりは、歯がゆ
いものがあるのではないでしょうか！
フィリピン漁船が、中国の艦船から警告発砲を受け
たなど、一触即発の緊張した南シナ海。この海域を航
行する船舶は大変だろうと思う次第です。
領有権を主張している中国、フィリピン、ブルネイ

（ボルネオ島の一部の国）、マレーシア、台湾、ベトナ
ムなどとの話し合いは中国は出来ないのでしょうか！
いずれにしても緊張の続く国際社会、それゆえ国内
では安全保障関連法案の見直しなど、議論が活発化し
ているところです。私は将来に向けて安全安心な方向
には向いていないような気がしてなりません。人口減
少で国防がおろそかになるなどの理由で、若者の徴兵
制など無いことを祈る限りです。皆様はどう思いで
しょうか！
将来に亘り子孫に安心な住みやすい国土を残したい
ものとおもいます。
又各地で起きている地震や火山の噴火、地球規模で
の異常気象など、早急に進めてほしい温暖化対策など、
取り組むべき優先順位が違うのではないでしょうか。
この地球どうなっていくんだろうと思います。

RO
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

【第16 回理事・役員会　H27.6.3】

1.　7月のプログラムの件　　　　　　　　　　承認
2.　第38回少年の主張発表那須地区大会後援の件　

10,000円支援　　承認
3.　会長・幹事会会費の件　　

 4名×8,000円＝32,000円支出　　承認
4.　マイロータリークラブ勉強会会費の件　

 3,000円支出　　承認
5.　福島泰雄会員へのお見舞いの件　　

10,000円支出　　承認

【幹事報告】

1.　福島泰雄会員は順調に回復に向かっております。
2.　次週、6月17日の例会に次年度第一グループガバ
ナー補佐・蜂須貞美様（大田原RC）が来訪予定です。

3.　大田原RCより会報受理（第2700～ 2703回）
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　　無し
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○　鈴木隆子委員長

皆さん今日は。澤田年度のSAAを担当させていただ
いています鈴木です。今年度の例会も残すところあと
2回になりましたが、この一年間、高根沢さん、荒牧さ
ん、上野さん、安藤さんと5人で万全な体制のもと、会
長幹事からの御指示を頂きながら、至らないところも
多々ございましたが、何とか無事にSAAとしての役割
を務めさせて頂いて参りました。
また、会員の皆様のご協力によりましてお食事の無
駄もかなり少なく押さえることが出来ました。有り難
うございます。
それから今まで例会の録音に使っていたカセット
デッキがついに故障いたしまして、部品供給不能との
ことで修理が出来ませず、録音機がICレコーダーにな
りまして、デジタル化を致しました。
それでは、SAAとしましてのご報告はこの辺に致し
まして、卓話に移らせていただきます。本日は上野さ
んのご紹介で那須ブラーゼンの代表でいらっしゃいま
す薄井泰則様にお出でいただきました。上野さんから
薄井様のご紹介をしていただいて、卓話をお願いした
いと思います。それでは、上野さんよろしくお願い致
します。

〇　上野和昭君

本日卓話をいただくNASPO株式会社代表取締役薄井
泰則様をご紹介いたします。
NASPO株式会社は、自転車のプロチーム那須ブラーゼ
ンの運営会社であり、2012年10月に設立されました。
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NASPO様は観光地域密着型プロロードレースチーム那
須ブラーゼンを日本の誇るチームに育成するとともに、
関係機関と連携し日本ロードレースのメジャースポー
ツ化に取り組んでいるほか、国内ロードレースの活性
化、魅力あるレース造り、ロードレースファンの獲得、
地域活性化、地域貢献活動、行政との協働など自転車
文化の創造を目的に運営しております。
また、那須ブラーゼンは、県北地区の唯一のプロス
ポーツチームとして那須塩原市、那須町、大田原市を
ホームタウンとして活動しております。
那須ブラーゼンは、県北地区のプロスポーツチ－ム
として、今月県北地区において全日本自転車ロード
レースが関東で初めて開催されるという大きなイベン
トを控えております。本日は、那須ブラーゼンという
名前は聞いたことがあるかもしれませんが、どう言う
活動を行っているかよくわからないところが多いと思
います。
本日はその辺について薄井社長様より色々と話を聞
かせていただければと思います。では、薄井社長様宜
しくお願いします。

○　薄井泰則様　

みなさん、初めまして。只今ご紹介に預かりました
自転車のプロサイクルロードレースチーム「那須ブ
ラーゼン」の運営会社NASPO株式会社の薄井と申しま
す。本日は、当会の会員であられる栃木銀行黒磯支店
長上野様から話をいただき、この様な機会をいただけ
たことを感謝申し上げます。
みなさまも「那須ブラーゼン」という名前は聞いた
ことがあるけれども、どういうものなのかご存知ない
方も多いことと思いますが、「那須ブラーゼン」は2012
年 10 月に発足した地域密着型のプロサイクルロード
レースチームです。
「ブラーゼン」とはドイツ語で「強い風」という意味
で、那須おろしにあやかり、那須から自転車の風を吹
かせるという思いから命名されました。ロゴには那須
温泉ゆかりの九尾のキツネをあしらったデザインを取
り入れております。現在8名のプロ選手が所属し、レー

ス活動を中心に、自転車の普及活動、観光事業、地域
貢献活動を主に活動しております。
それでは、「那須ブラーゼン」について、詳しくご説
明させていただきます。
はじめに、なぜ那須に、そしてなぜ自転車のプロ
チームなのかです。
それは、2011年3月に発生した東日本大震災がきっ
かけなんです。東日本大震災が無かったら、そして、震
災後の夏に開催したサイクルイベント「那須高原ロン
グライド」がなかったら「那須ブラーゼン」は誕生し
ていなかったでしょう。
あの東日本大震災で福島第１原発事故が発生し、運
悪く風に乗ってきた放射線が那須町、那須塩原市に舞
い降り放射線量が若干高くなり、地震による被災だけ
でなく「放射能汚染」という二重の被災をしました。
この放射能汚染、実際には那須温泉や那須高原はそ
れほど高い線量ではなかったのですが、「那須は放射能
が高い」との世論から、いわゆる風評被害という第三
の被災もあり、震災後の観光客は激減してしまったの
です。
このままでは那須は観光客が減少する一方だと危機
感を持った私の友人であるホテル旅館のオーナーやレ
ジャー施設関係者が、「那須に何とかお客を呼び戻した
い！」、「那須は元気だと発信したい！」と、当時すで
に発足していた宇都宮市を拠点に活動しているプロサ
イクルロードレースチーム「宇都宮ブリッツェン」の
方たちと親交があったこともあり、元気の出るスポー
ツイベントを開催したらどうか、環境にやさしく健康
にもとても良い自転車のイベントがいいのではと宇都
宮ブリッツェンの協力をもらい開催したのが「那須高
原ロングライド」です。
「那須高原ロングライド」は、第1回目の2011年は
約800名、2012年には1,400名そして2013年には2，
500名もの参加者を集める那須高原の一大イベントに
成長しました。
当時は、那須は山岳地帯で自転車には不向きな地形
で、それまでロードバイクで走っているライダーなど
ほとんど見たことが無かった。はっきり言って那須に
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は自転車という文化は育たない。と思っていた私に
とって、これほどの自転車愛好者がいることは正直驚
きでした。
しかし、那須高原ロングライドをきっかけに、だま
されたと思って乗ってみたら？という誘いにロードバ
イクを始めてみたら、なんとなんと、それまで悩まさ
れていた腰痛と坐骨神経痛による足のしびれが軽減し、
さらには70キロ以上あった体重が62㎏まで減少。
何よりも自分のエンジンで走る楽しさ、風を切る爽
快さに私自身もその魅力にとり憑かれ「はまってし
まった」のです。
そして、那須高原ロングライド2回目の2012年の夏
に「宇都宮ブリッツェン」の方から、那須にもプロス
ポーツがあってもいいのでは？との話をいただき、「観
光にも貢献できるよね！」「社会貢献もできるよね！」
「地域の活性化にも寄与できるよね！」という現在の当
社の役員の方々がその実現に向けて奔走し、那須町様
のご支援いただき、たった3ケ月程度の準備期間でそ
の年の10 月に設立してしまったというのが「那須ブ
ラーゼン」なんです。
次に、「那須ブラーゼン」の活動についてですが、

「レース活動」「観光活性化事業」「地域貢献活動」、「メ
ディア活動」の四つの柱を掲げています。
まず、「レース活動」ですが、Ｊプロツアーというツ
アーを主戦場としています。
私自身も4年前までは、日本にプロのレースがある
こと自体知らなかったというのが本当のところで皆さ
んも知っておられる方はほとんどおられないのではな
いかと思いますが、ブリヂストン、シマノ、日本鋪道
などの他のスポーツでいえば実業団チームと言われる
チームや宇都宮ブリッツェン、那須ブラーゼンのよう
な地域密着型のチームなど22のプロチームが参戦し全
国各地で年間20数戦のレースがあり、こちらを主戦場
としております。
戦績は、初参戦の2013シーズンが総合１１位でした
が、2014シーズンは総合5位に躍進、特に、昨年６月
に岩手県八幡平で開催された、日本で一番強い選手を
決める全日本自転車競技ロードレース大会において、
わが「那須ブラーゼン」の佐野淳哉選手が悲願の初優
勝を飾るなど、飛躍の年になりました。
2015シーズンも3月に開幕し前半戦を戦っておりま
すが、現時点で総合4位と健闘しております。
「那須ブラーゼン」は、若い選手が多いのが特徴で、
若手選手の育成に重きを置き、彼らが成長し「那須ブ
ラーゼン」から世界に羽ばたく選手を育てることを大
きな目標にしています。「那須ブラーゼン」からツール
ド・フランスに出場する選手が生まれた。これが実現

できればすごいことだなと思いませんか？
次に、「観光活性化事業」、「地域貢献活動」ですが、

「那須ブラーゼン」は観光地那須を拠点とし那須地域を
ホームタウンとする地域密着型のチームです。そして、
その活動は地域の皆様のご支援で成り立っています。
私たちは、「地域に根付き、地域に愛されるチーム」
を目指しています。
そのため、少しでも地域の方々のお役に立てるよう
なプロチーム運営会社ならではの「観光活性化事業」
として、
・広く参加者を募集して、プロレーサーがガイドとし
て一緒に走り、自転車で走る楽しさを味わっていた
だくとともに交通ルールやマナーを習得していただ
く「那須チャリ」の開催。

・観光客や地元の皆さんに気軽に那須高原のサイクリ
ングを楽しんでいただく「レンタサイクル事業」
等を行っております。また、「地域貢献活動」として、

・幼児から高齢者まで幅広い年齢層に自転車を安全に
楽しく乗っていただくため、自転車の乗り方や交通
ルールやマナーのについてわかりやすく解説する
「自転車安全教室」
・行政や各種団体が開催するさまざまなイベントに出
演し、那須地域のＰＲをさせていただく活動。

・各地で行われるサイクルイベントにゲスト出演し、
参加者の方々と一緒に走りイベントを盛り上げると
ともに地域におけるスポーツサイクル普及のお手伝
いをさせていただく活動。等を行っております。
次に、「メディア活動」ですが、積極的にテレビ、ラ
ジオなど様々なメディアに出演することで、「レース活
動」、「観光活性化事業」。「地域貢献活動」をより多く
の皆さんに知っていただくための活動をしています。
特に、昨年NHKのBSプレミアムで放映された「ライ
ド　ライド　ライド」というドラマは、「那須ブラーゼ
ン」をモデルとしたドラマ、で設立２年目のチームが
ドラマ化されるしかもNHKでというのが、全国放送さ
れたことで、あのドラマ見ました。と言って那須を訪
れるサイクリストが増加しているなど効果も表れてい
ます、以上、大まかに「那須ブラーゼン」の活動をお
話しさせていただきましたが、地域おこしの一つの
ツールとして精一杯活動してまいりたいと考えており
ますので、みなさまのご理解とご支援をよろしくお願
い申し上げます。
最後になりますが、先に触れました全日本自転車競
技選手権大会が来る6月21日に大田原市ふれあいの丘
を会場にタイムトライアルレースが、27～28日にかけ
て、那須町スポーツセンターを会場にロードレースが
行われます。
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この大会は、プロアマを問わず真の日本一を決める
大会で日本最高峰の大会であり、関東地方では初めて
の開催となります。
現在、実施に向けて実行委員会で準備をしていると
ころですが、２～３万人の観客がいらっしゃると予想
されており、この機会に「おもてなし」と「那須地域
のPR」をしていこうと那須町・大田原市・那須塩原市
のオール那須体制で取り組んでいただいております。
みなさまにもぜひ自転車競技というものをご覧いた
だきたく、また、社員、社員のご家族の方々にも会場
に足を運んでいただくよう周知下さるようお願い申し
上げまして、終わらせていただきます。

ご清聴いただき誠にありがとうございました

☺  ニコニコボックス津久井誠二君

吉成　仁見様　お世話になります。
澤田　吉夫君　いよいよ残すところあと2回です。
福島　泰雄君　高所恐怖症の私が脚立から落ち笑い話

です。1ヶ月近い入院生活で年度末に
皆様にご迷惑をおかけして申し訳あり
ません。

檜山　達郎君　澤田会長、瀬尾幹事長くて短い1年間、
本当にご苦労さまでした。最終2回の
無事を祈っています。

福田　逸男君　澤田年度、楽しいロータリーライフ有
難う。

時庭　　稔君　結婚祝い有り難うございました。
礒　　勝彦君　吉成先生ようこそいらっしゃいました。
豊田　哲司君　澤田年度残り2回、100％出席が見えて

きました。
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私は話が長くなるので佐藤博さんから短くと言われ
ています。仕事の歯科や、家庭のことよりも他のこと
を話したいと思います。現在の在籍会員の年齢を見て
も私はブービーですので少し昔の話をしたいと思いま

す。最近友人の通夜に行く際、大田原の市街地に行く
機会がありまして、久々に行ったのですがだいぶ変
わっていてびっくりしました。黒磯から国道を通り西
那須野を抜けると隆子さんの同業のケーズデンキがあ
り、以前と比べると住宅や店舗が飛躍的に増えている
のが分かります。大田原の前市長の千保さんが積み上
げたものが今花開いているのかと思います。
最近ある国会議員と話をする機会がありまして、街
を変えるにはインフラを整備しないといけない、その
為には音頭をとる首長を変えないと駄目と仰っていま
した。那須も良くなっています。那須塩原は西那須の
お陰で人口は増えていると言いますが、私のところに
来る大田原の患者さんからも「黒磯は変わらないね」
と言われています。我々が次の世代に誇れる街を残さ
ないといけないと思います。そのためには道路を作り、
店舗を作り、街を発展させないといけないと思います。
話は変わりますが、先週の例会で何気なく座ったら、

「そこは半田PGの席だよ」と言われました。本日は私
の気持ちとして半田PGの席に花を供えました。
3月までNHK の朝の連続テレビ小説番組で「マッサ
ン」と題して放映されました。この小説の内容は竹鶴
政孝のヒストリーで、彼の波乱万丈の生涯を描いた番
組で政孝の妻はスコットランド生まれの方。それがた
めに戦前戦中には大変な苦労の連続を体験した人物で、
日本のウィスキーの父とも評されるニッカウィスキー
の創業者で、国産初の本格ウィスキーを作り上げた二
人の物語であります。
先日、さくら市制10周年記念事業で、マッサンとリ
タの物語と題して旧氏家町の栃木県指定文化財になっ
ています瀧澤家住宅内鉄竹堂で開催されていました。
1940 年（昭和15年）ニッカウィスキー第一号ニッカ
ウィスキーのボトルを見る事が出来、家内共々感激し
て帰宅しました。
いよいよ、本論に入る事にいたします。今日はブラ
ンデーにちなんだ話です。ここに持ってきましたVSOP
のコニャックは45年前に福島正先生にいただいたもの
です。この略語はvery superior old paleの頭文字
ですが、私は読み替えてvariety speciality origi-
nality personalityとし、この4文字のような人に成
れたらと思っています。
最初の（V)Variety（変化、多様性）（S）Speciality

（特色、専門）（O）Originality（独創力）（P）Personarity
（個人、人格）
そして、更には「時間には正確」、「交わした約束事
は必ず守る」、「言葉使いはていねいで、出来れば正し
い日本語ではなす」、「背筋をピンと伸ばし、いくら酒
を飲んでも決して乱れることはない」現代は自己責任



近隣クラブ例会日
◎火曜日　西那須野／割烹いとう　　　0287-36-0028
◎水曜日　塩原／塩原カントリークラブ0287-35-2211
◎木曜日　大田原中央／(有)勝田屋記念館　0287-23-4165

会報委員会：髙木慶一・吉光寺政雄・齋藤武久・田中徹・植竹一裕

◎木曜日　大田原／ホテル龍城苑 　0287-24-2525
◎木曜日　那須／ホテルエピナール那須 0287-78-6000
◎金曜日　黒羽／ホテル花月 　0287-54-1105

6

次回例会　　　平成 2 7 年 6 月 1 7 日　　　担当会長・幹事

●　6月10日欠席(敬称略)
遠藤清和・小野安正・髙木茂・福島泰雄・深町彰
村山茂・髙木慶一・戸野俊介・安藤譲治・室井次男
月江寛智

○　前回6月3日分メークアップ(敬称略)
時庭稔・小野安正・石山桂子・安藤譲治・福島泰雄

の時代、他人のためにも、また、自分自身のためにも、
この「VSOP」をしっかりと自覚しての生活が大事な事
であろうと考えるのであります。
「VSOP」を兼ね備えた人は、友人として親しく話して
みると、その人柄の魅力の虜になってしまう。私たち
は、そのような人物になる事に努めるのが大切だと思
うのです。

2017-2018年度ガバナーノミニーが決定した旨連絡がありました

2015年 6月 15日

国際ロータリー第 2550 地区
ロータリークラブ会長　各位

国際ロータリー第 2550 地区　　　
ガバナー　長嶋　一郎

2015-2016 年度ガバナー指名委員会
委員長　比企達男

ガバナーノミニー確定宣言

2017-2018年度ガバナーノミニー候補者の推薦期間
を、2014-2015 年度がバナー月信で公示しましたが、
2014年12月末日の締切までに候補者の推薦はありませ
んでした。2015年6月11日、地区ガバナー指名委員会
はRI細則13条20節に基づき、宇都宮東ロータリーク
ラブ会員　大城敏之君を2017-2018年度のガバナーノ
ミニーに指名いたしました。

おおしろとしゆき

よって、大城敏之君を「2017-2018年度　国際ロータ
リー第2550地区ガバナーノミニー」として正式に確定
いたしました事を茲許宣言いたします。



<<
  /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


