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出席報告　出席委員会　　室井次男君　(出席規定の適用免除会員数 5 名）
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L　お客様 RI第 2550地区

　　第1グループガバナー補佐　蜂 貞美様

皆さんこんにちは、ガバナー補佐の蜂 でございます。
本日は7月22日のガバナー公式訪問の打合せとリハーサ
ルクラブ協議会ということでお伺いいたしました。
この例会のあとのクラブ協議会で各委員会の方針プ
ログラム等をお聞かせ頂きます。とにかく当日の公式
訪問がしっかりできガバナーに黒磯ロータリークラブ
のこれからの活動をご理解頂きガバナーの良きアドバ
イスを頂ければと思っています。今日はなるべく簡単
にして頂いていいと思います。今年度は中谷ガバナー
が地区の51のクラブを個々に訪問するということで例
年になく早い公式訪問開始で、会長さん幹事さんはじ
め各委員会の皆様にも、何かと忙しいお願いをしまし
てご迷惑をおかけいたしました。すでに大田原ロータ
リークラブは6日前の7月 2日に公式訪問が終わりま
した。
本日の公式訪問2週間前までに行う補佐のクラブ協
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議会の訪問も例年のとおりできなくてクラブによって
は1ケ月前だったり、また1週間前のクラブがあった
りでしたが、ぴったりやれるのは黒磯ロータリークラ
ブさんだけで、とてもいい状態で進んでおります。
ここで会員の皆様にお願いがございます。それは当
日必ずロータリーバッジをつけてきて下さい。大田原
の公式訪問でバッジをつけてこない会員にガバナーが
ポケットに用意してきたバッジをつけて歩いていまし
た。ロータリーアンは自信を持ってバッジをつけなさ
い。公式の際にはバッジは必須であるということだと
いいたいのだと思いました。ではこのあとのクラブ協
議会をよろしくお願いいたしましてご挨拶とさせて頂
きます。ありがとうございました。
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L　会長挨拶　和気勝利会長

梅雨のうっとうしい時期、会員の皆さまはいかがお
過ごしでしょうか。季節の変わり目に体調など崩され
ませんよう、お気を付けくださいませ。
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今日は第1グループガバナー補佐の蜂 様をお迎え
しております、2週間後にせまったRI第2550地区中谷
ガバナーをお迎えするに当たり、いろいろご指導いた
だきたいと思います。

蜂 ガバナー補佐様は、どうせ1年やるなら精一杯や
りましょうと大変前向きな方で、1年間が大変楽しみ
であり、お手柔らかにと願うばかりです。さて、7月1
日の今年度第1回の例会からあっという間に1週間が
過ぎてしまいました。こんなに次の例会が早く感じた
のは、入会して初めてです。この1週間の間にいろい
ろなことがありましたが、時間軸で話してみたいとお
もいます。
まず、先週の7月3日には、毎年恒例の織姫会総会
にご招待いただき、秋葉幹事とともに出席してまいり
ました。そしてご挨拶の折には、黒磯ロータリークラ
ブ創立55周年行事に対する織姫会のご協力をお願いし
てまいりました。私達の55周年と同じくして織姫会も
15周年ということで、今までの活動を多少見直して、
負担の少ないよりよい活動にしていこうという話も出
ておりました。黒磯ロータリークラブも出来る限りの
ご支援を約束してまいりました。55周年を迎える我々
もよりよい周年行事が出来ますようこれから準備して
まいりたいと思っております。その時は会員の皆さま
のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
次に今週は女子サッカーワールドカップでなでしこ
ジャパンが準優勝に輝きました。一昨日の試合で2連
覇とはいかなかったものの、堂々の準優勝で熱心にテ
レビを観られた方もいらっしゃるかと思います。大き
い外国人選手との試合でも、体力に劣るであろう小さ
めの日本女子選手のパスサッカーに魅了された方も多
かったのではないかと思います。
今日は、丁度4年前の今頃を思い出してみたいと思
います。思い起こせば、3.11後地震、津波、原発の被
害がほぼ確定して全容が明らかになり、日本全体が意
気消沈して悲しい気持ちになっていた頃です。当時の
なでしこジャパンが、予選、決勝トーナメントを勝ち
進み、とうとう決勝でPK戦の末アメリカを倒し優勝し
た時のことです。3.11で打ちひしがれた気持ちが、一
時でも希望に燃え明るい未来を予見させてくれたのは
私だけではないと思っております。テレビにくぎ付け
になり心の底から声援された方もたくさんいらしたか
と想像いたします。一昨日の決勝戦は残念な結果に終
わりましたが、4年たって、またあの感動を今一度思い
出させてくれた大会だと思っております。これからの
なでしこジャパンの益々の活躍をお祈りする次第です。
最後に、今朝のメールをチェックしていましたら、
うれしいメールが届いておりました。一昨年台湾から

の一年交換留学生のニコルからメールです。あまりに
も日本語が上手でしたので、原文をそのままご紹介し
ます。
「こんばんは、お久しぶりの連絡です、ニコルです。
ちょうど一年前のこの日に台湾に戻りました！一年
はこんな早く経つと思わなかったのです。帰って普通
の学生生活を送って、日本に交換留学した一年は本当
に夢みたいでした。いまでも不思議だと思っているの
は、私は日本の家族たちとこんな仲良くなれることで
す。まったく知らないところでまったく知らない人と
一緒に暮らしてて、気持ちも最初の不安から平穏に変
え、それはきっと、みんなの優しさは原因でしょ！！
みんなと一緒に過ごした楽しい日々と貴重な思い出
は、私を支えてくれた大切なものです。感謝の気持ち
は、心から溢れています。みんなのこと大好きです
私のこと忘れないでくださいね！また台湾においで
くださいね！」
今台湾は、7月8月が夏休みということで、今ニコル
はホテルでバイトをしてるようですので、たくさん働
いてお金を貯めて来年の夏にでもぜひまた遊びにくる
ようメールで返信いたしました。次の例会までの1週間
までまた何が起こりますやら、楽しみにしております。
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L　幹事報告　秋葉秀樹幹事

○  地区友代表委員、真尾和夫様より文書が届いてお
ります。　

○　米山世話クラブ補助費送金案内が届いております。
○　ロータリアンの社是・社訓・経営理念・座右の銘
の冊子が届いております。

○　第13回高校生RYRAセミナー報告書が届いており
ます。

○　ロータリー全国囲碁大会案内状が届いております。
○　月江会員より出席免除会員申請書が届いておりま
す。

○　「ロータリーの友」電子版資料が届いております。
　　会員皆さんへメールでお送りします。
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L　委員会報告　髙木茂副会長

　　　　　　　　　　　　ニコニコを除き報告無し
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N A
L　クラブ協議会　司会秋葉秀樹幹事

○　第 1 グループガバナー補佐蜂 貞美様

始める前に一言申し上げます。本日の協議会は公式
訪問がしっかりできるようにするためのリハーサルで
あります。会長さんの挨拶や委員長さん方の発表を本
番で抜けのないようにするためのものです。
私、補佐は前回お伺いいたしたときお話したとおり
地区やガバナーと各クラブとのメッセンジャーであり
ますので指導するという立場はほんの少々で、分区代
理といわれていた頃とはちがうようであります。です
からこれからのコメント、アドバイスというのは、ワ
ンポイントで軽くさわり程度にさせて頂くことですま
せますのでよろしくお願いいたします。ガバナーに事
前にお話したいことがありましたら、あと2週間あり
ますから、私あてに申し出頂きたいと思います。では
始めて頂きます。

〇　津久井誠二親睦委員長

和気年度、親睦委員長を務めます
津久井誠二です。まず、メンバー
をご紹介いたします。副委員長に
豊田哲司さん、委員は荒牧明二
さん、安藤譲治さん、礒勝彦さん、
相馬征志さんの総数６名です。
親睦委員会は奉仕の理念の実
践を志す会員同士の心の繋がり、
親交や親睦を一層深めるため、会員
の皆様に喜んでいただける行事の企画、
運営をしてまいります。事業内容は親睦イベント、記
念品贈呈、持ち回りの例会スピーチ、この３本柱で構
成しました。
１．親睦行事
（1）観月会9月30日（水）担当：礒
（2）クリスマス家族会12月 16日（水）担当：豊田
（3）新年会1月6日（水）担当：荒牧
2.記念品の贈呈：会員の記念日等に御家族にも喜ばれ

る記念品を贈呈したいと思います。
3.例会時のスピーチ
会員に３分間程度のスピーチをしていただきます。
テーマは「私の関心事」です。

〇　礒勝彦会報委員長

12年にわたり、クラブ会報のデ
ジタル化、デジタル配信に努めて
きました。このデジタル化に
よって、経費が節減され配信も
スピーディーになりましたし、
会報の質も上がったと思います。
しかしその陰には委員会の委員の
大きな労力が隠されているのも事実
です。長年使ってきたソフトもサポート
を打ち切られているという問題も生じています。（ＯＳ
がＸＰまでのＰＣでしか使えない）ここ数年の委員会
での話題はソフトの変更です。ＷＡＲＤなどの一般使
用されているソフトでの会報作成を目標にしています。
これにより、より多くの会員による会報作成が可能に
なれば、委員の労力が軽減されると思います。今年度
は従来のソフトを使いつつ、新たなソフトの使用を目
指していきます。次の例会までにその週の会報を配信
出きる様、委員会全員で作業しています。

〇　髙木慶一会員増強委員長

委員長に高木慶一　副委員長に深
町彰　委員に黒澤洋一3人で構成
しています。和気勝利会長の目
標であります、純増1名を目標に
頑張っていきます。会員はクラ
ブにとって源泉であります。職
業分類未充填を中心に充足でき
るよう会員からの情報を集めて増
強に努めます。8月19日の会員増強
月間例会を利用して会員の皆様のご協力を
いただき情報を集めたいと考えています。

〇　平山博職業奉仕委員長

副委員長に荒井昌一会員、委員に吉
光寺政雄会員です。本年度事業計画
は、職業奉仕とは何かと言う根本
理念について、職場訪問や、外来
卓話を通じ職業奉仕について、
理解を深めたいと思う。
また、職業の道徳水準を高め、
会員相互の職業、職務を理解し、
それに伴う名誉を認め敬意を表す。
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１）新人会員に「四つのテスト」を配布すると共に、
ロータリー会員には四つのテストの再認識を行う。

１）会員手帳の作成、配布をする。職業奉仕月間に、優
良事業所訪問、見学をする。

１）職業奉仕担当の卓話は県北産業技術専門校、校長
にお願い致します。

〇　植竹一裕社会奉仕委員長

社会奉仕の理念に基づき、地域社
会の奉仕・環境保全をテーマに活
動・支援してまいります。
(1)参加事業として:
・　ふれあい広場への出店（本
年度は開催が8月から9月に
変更となります。）

・　那須野巻狩りまつりへの人的
サポート

・　那珂川水質調査の実施
・　青少年奉仕委員会との合同で足尾植樹への参加
(2)　支援活動として：
・　那須山岳救助隊・保護司会・あったかハート号
・　ボーイスカウト・ガールスカウトへ継続支援
・　その他、必要性を理解できる団体への支援

〇　鈴木久雄国際奉仕委員長

1.　本年度の活動計画の中で、特に
フィリピン、ネパール等地区
からの国際支援緊急要請に
は、的確に対応したいと思い
ます。
4月19日地区研修・協議会
にてフィリピンの台風被害
の報告があり新たな2550 地
区国際奉仕の国際支援としての
取組み、地区の皆様のご協力を得、
実現にむけての説明がありました。支援内容は、セ
ブの小さな島、バンタヤン島へ「学校・水飲み場
建設」に日本円で約２百万円です。

2.　2016年5月に開催される韓国(ソウル)国際大会参
加への呼びかけ。2016年5月27日～6月1日韓国
ソウルにて開催される国際大会に地区として力を
入れているとのことですので、一人でも多くの参
加を募りたいと思います。

3.　地区で行われる委員長会議には、積極的に参加し
て情報の収集に努めます。

○　秋間忍ロータリー財団委員長

和気年度のロータリー財団委員長を務めさせていた

だくことになりました秋間　忍で
す。副委員長に稲垣政一さん、委
員に鈴木隆子さんの計3 人のメ
ンバーで構成されています。さ
て、今年度の事業計画ですが、会
員一人当たり150 ドルの財団寄
付をいただけるよう、またベネ
ファクターを一名以上増員できる
よう努力します。また、クラブが行
う奉仕活動にロータリー財団の補助事業を通して支援
します。さらに、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、青
少年委員会と連携して昨年度に申請された新地区補助
金事業を実施し、次年度のために新たな新築補助金事
業を企画します。以上、皆様のご支援、ご協力をお願
い申し上げます。

〇　檜山達郎ロータリー米山記念奨学会委員長

今年度はこのまま行きますと 7 名
の米山功労者がみこめますが、そ
れ以上の功労者の増員を図りたい
と思っています。米山記念奨学会
は委員会として寄付を募る事が
最大の目標ですので、目標以上
の寄付金達成に努めてまいりま
す。

○　蜂 ガバナー補佐

各委員長さんありがとうございました。22日の公式
訪問はこのままでしっかりできると思います。ガバ
ナーは全会員さんと話合いたいと希望しています。気
さくな方ですからどんなことでも聞いたり聞いても
らったりして下さい。ロータリーは1年毎にいろいろ
な役がまわってきます。その年の役をやりこなすこと
によってとても勉強になります。1年間だから力を出
してやれるし、初めてだから勉強しなしとできない、
これがロータリーのすばらしいシステムだと思います。
私もそう思いながら補佐の役に取り組んでいます。
黒磯クラブさんは55 年の歴史があり、リーダーの
方々が大勢おられてしっかりしたすばらしいクラブで
す。次の補佐もお願いしていますがガバナーも出して
頂きたいと思っています。公式訪問がみのりあるもの
になるよう皆様と一緒に頑張りたいと思いますのでよ
ろしくお願いいたしまして、私の挨拶とさせて頂きま
す。ありがとうございました。
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近隣クラブ例会日
◎火曜日　西那須野／いとう家　　　　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／勝田屋記念会館　　0287-23-4165

会報委員会：礒勝彦・齋藤武久・植竹一裕・髙木慶一・鳥居輝一

◎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

☺  ニコニコボックス　　相馬征志君

ガバナー補佐蜂 貞美様　本日はガバナー公式訪問前
の打ち合わせに参じました。よろしく
お願いします。

村山　　茂君　蜂 ガバナー補佐、ようこそ黒磯クラ
ブへ。

小野　安正君　ただ今帰りました。

R O
T A R Y

I N
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ER N A T I O

N A
L　三分間スピーチ　　津久井誠二君

　　　　　・・私の関心事・・

私は2012年4月に、ロータリーに入会させていただ
きましたので、キャリア３年を経過したところですが、
改めて思うことは、当地を代表する方々に頻繁にお会
いでき、直接お話を聞ける機会があることに大変感謝
しております。特に、会員の皆さんの3分間スピーチ
は、題目に捉われない多種多様な切り口と絶妙な語り
口が相まって、大変興味深<拝聴しておりました。
そこで、和気年度の3分間スピーチは私の勝手な好
奇心から、｢私の関心事｣とさせていただきました。どん
なスピーチ内容にも合致してくるテーマと思いますの
で、存分に熱弁をふるってくださいますようお願い申
し上げます。
なお、スピーチ順は、会長に締めて頂けるよう、原
則として氏名順(五十音)と致します。私の関心事の大
部分は、仕事と家族です。

1．仕事のこと：
勿論オーナーではありませんが、現場の長として結
果を残すことへの拘りと、地域に根差し役立つ信用金
庫にする気概を持って仕事をしています。取引先の
パートナーとして正に必要な資金を供給すること。ま
た、コンサルタント的役割を担えるような取組みをし
ていくことを心がけています。
2．家族のこと：
ありきたりですが、私の元気の源は家族です。その
家族が健康に心配なく過ごせていることに感謝すると
ともに、願わくは、3人の子供たちが夢に向かって進ん
でいけるよう、親の務めをしっかり果たしたいと思い
ます。
3．自身のこと：
私の人生訓は仏教詩人｢坂村真民｣の｢念ずれば花ひら
く｣です。いつまでもチャレンジ精神を持ち続けたいと
思います。

念ずれば
花ひらく
苦しいとき

母がいつも口にしていた
このことばを

わたしもいつのころからか
となえるようになった
そうしてそのたび
わたしの花がふしぎと
ひとつひとつ
ひらいていった　

以上でございます。

次回例会　　　平成 27 年 7 月 15 日　　　担当 SAA・クラブ奉仕委員会

●　7月8日欠席(敬称略)
荒牧明二・大島三千三・吉光寺政雄・福島泰雄
深町彰・安藤譲治・石山桂子

○　前回7月1日分メークアップ(敬称略)
小野安正・吉光寺政雄・深町彰・遠藤清和
福島泰雄・戸野俊介



<<
  /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


