
： 例 会 日： 木曜日

： 午後 18:30開会

： 会.....場：　　富士見寿司

第２２９４回 第 三 十 五 回 例会 （2013年 3月28日）

★ 点鐘 ★ 幹事報告... ... ....境野登章幹事

★ ロータリーソング斉唱...奉奉仕の理想 ★ 本日の卓話　　行田市立図書館長　風間祥一様

★ 四つのテスト唱和 ★ 出席奨励・スマイル委員会

★ 来訪者紹介.....　 　古沢勇治会長 ★ 点鐘......　　 古沢勇治会長

★ 会長の時間.....　　古沢勇治会長 ★ ～～～懇親会～～～

★ 点 鐘 　　　　 　★ ロータリーソング斉唱 

★ 来 訪 者 紹 介
本日の来訪者は、行田市教育委員会生涯学習部長・

風間祥一様です。後程、卓話をして頂きます。

よろしくお願い致します。

★ 会 長 の 時 間　 古沢勇治会長

　皆様、今晩は！　本日は、第2294回夜間例会に、このように

沢山のご出席を頂き、心より感謝申し上げます。また前回は行

田市教育委員会元教育長 津田馨先生の卓話をお聞き頂きま

した。子どもたちへの教育で肝心なのは、認めて、褒めて、励

まして、信じて、待って、見届けること。そして、子どもによって

変えるリード、ガイド、ホロー。そして大切という意味で、医者の

メスと教師の言葉などなど、教育界を生き抜いた先生ならでは

の、あふれ出る数々の言葉には、正直感動致しました。皆様

は如何だったでしょうか。

　さて本日の「会長の時間」ですが、実は5日前の、先週の3月

23日土曜日に、会場は熊谷の「ホテルガーデンパレス」に於

いて、熊谷RC創立60周年記念式典ならびに祝賀会があり、

境野幹事と出席して参りました。熊谷RCさんらしい厳粛な中に

、和気あいあいとした雰囲気の素晴らしい60周年だったわけで

すが、私が今日、お話したいのは、式典の最後を飾る「記念講

演」の、そのお話の中身についてであります。講師は、竹田恒

泰先生と言って、作家で、慶応義塾大学講師、そして明治天

皇の玄孫（らしゃご）にあたる38歳の若い先生でした。全国各

地で真実の日本を教える「竹田研究会」という会員制の勉強会

を展開しているそうです。会員も全国で7,000人以上いるそうで

すが、若いので、声も大きく元気で、時たま今はやりのお笑い

芸人の、語り口調をほうふつとさせる聞かせ上手の先生でした

。その日も『日本はなぜ、世界で一番人気があるのか』のテー

マで話が始まりました。世界には192の国があるそうですが、世

界の人に、世界中で一番好きな国はと尋ねると、「日本」と答

える人はかなり多く、悪くても三番目には「日本」が出てくるそう

です。同じ質問を日本人にすると、それとは全く逆で、むしろ

好かれてはいないと答える人の方が多いそうです。日本人は

世界の人が思うほど、自分では素晴らしい民族だと考えており

ません。それはなぜか。彼は言います。『学校教育で建国の

歴史を教えない国は、世界中で、日本だけではないだろうか。

我が国は現存する世界最古の国家である。日本人なら素直

に喜び、誇りに思えるこの重大な事実を、なぜ日本人は知ら 



ないのか。

　日本が最古の国であることを知ったとき、私は心から感動し、

日本はすごい国なんだ、と思った。これほど日本人に誇りを持

たせる重要な歴史を教えないとは、不自然極まりない。日本国

民の意識から『建国』が完全に抜け落ちてしまった結果、現代

日本人は建国精神を忘れ、民族の誇りを忘れ、日本人の気質

を失ってしまったように思える。その結果、現在の日本は、建国

記念日の日に、建国を祝う国民がほとんどいないという、世界

的に見て極めて異常な状況にある。この事態を外国に置き換

えてみると、日本の異常さがわかる。アメリカの教育を受けたに

もかかわらず、アメリカの独立戦争を知らず、初代大統領のジ

ョージ・ワシントンを知らないアメリカ人などいるだろうか。同じよ

うに、フランス革命について語ることができないフランス人や、

毛沢東を知らない中国人などがいたら「もぐり」であろう。日本

に次いで古い歴史を持つデンマークや英国でも、国民は建国

の歴史を雄弁に語ることができる。このように国民が国家・民族

の歴史を熟知しているのは、国が力を入れて教育しているから

にほかならない。日本の戦後教育の誤りは、国を滅亡させる力

をも発揮しうる。我が国は、先の大戦の終結以来、誇りを持つ

ことを禁止されてしまったように見える。民族に誇りを持てなくな

ったら、その民族は滅びるに違いない。』と申しております。

　そして、私が一番印象に残ったことは、彼の言う『誇りを持つ

ことを禁止されてしまった日本人が、この前の大震災で図らず

も、人としての絆を取り戻し、日本人が元々持っているDNAを

世界中に示したことで、日本に二度と素晴らしい国に戻ってほ

しくない、と考えたどこかの国が、一番がっかりしたであろう』と

いうくだりでした。・・・いずれにしても日本人は、もっと日本のこ

とを知ろう、というメッセージが伝わったことは確かで、ほとんど

寝ている人がいなかったことに加え、講演後の短い休憩時間

に行った書籍の販売に、あれだけの人が長蛇の列を作ったこ

とでも、如実に表れていると思います。私も図らずも三冊も買い

込んでしまいました。本嫌いの幹事も買っていたのでビックリし

た次第です。

　どうか皆様も、改めて日本のことを学び、というか、本当の日

本のことを知って、ぜひ良い気持ちになって頂きたいと思いま

す。時間が来ましたので、この辺で終わりにしますが、本を読

んでまた何かありましたらお話したいと思います。ありがとうござ

いました。※最後に、目録贈呈がありました。喜び、誇りに思え

るこの重大な事実を、なぜ日本人は知らないのか。

　日本が最古の国であることを知ったとき、私は心から感動し、

日本はすごい国なんだ、と思った。これほど日本人に誇りを持

たせる重要な歴史を教えないとは、不自然極まりない。日本国

民の意識から『建国』が完全に抜け落ちてしまった結果、現代

日本人は建国精神を忘れ、民族の誇りを忘れ、日本人の気質

を失ってしまったように思える。その結果、現在の日本は、建国

記念日の日に、建国を祝う国民がほとんどいないという、世界

的に見て極めて異常な状況にある。この事態を外国に置き換

えてみると、日本の異常さがわかる。アメリカの教育を受けたに

もかかわらず、アメリカの独立戦争を知らず、初代大統領の

ジョージ・ワシントンを知らないアメリカ人などいるだろうか。同

じように、フランス革命について語ることができないフランス人

や、毛沢東を知らない中国人などがいたら「もぐり」であろう。

日本に次いで古い歴史を持つデンマークや英国でも、国民は

建国の歴史を雄弁に語ることができる。このように国民が国家・

民族の歴史を熟知しているのは、国が力を入れて教育してい

るからにほかならない。日本の戦後教育の誤りは、国を滅亡さ

せる力をも発揮しうる。我が国は、先の大戦の終結以来、誇り

を持つことを禁止されてしまったように見える。民族に誇りを持

てなくなったら、その民族は滅びるに違いない。』と申しており

ます。

　そして、私が一番印象に残ったことは、彼の言う『誇りを持つ

ことを禁止されてしまった日本人が、この前の大震災で図らず

も、人としての絆を取り戻し、日本人が元々持っているDNAを

世界中に示したことで、日本に二度と素晴らしい国に戻ってほ

しくない、と考えたどこかの国が、一番がっかりしたであろう』と

いうくだりでした。・・・いずれにしても日本人は、もっと日本のこ

とを知ろう、というメッセージが伝わったことは確かで、ほとんど

寝ている人がいなかったことに加え、講演後の短い休憩時間

に行った書籍の販売に、あれだけの人が長蛇の列を作ったこ

とでも、如実に表れていると思います。私も図らずも三冊も買い

込んでしまいました。本嫌いの幹事も買っていたのでビックリし

た次第です。

　どうか皆様も、改めて日本のことを学び、というか、本当の日

本のことを知って、ぜひ良い気持ちになって頂きたいと思いま

す。時間が来ましたので、この辺で終わりにしますが、本を読

んでまた何かありましたらお話したいと思います。ありがとうござ

いました。※最後に、目録贈呈がありました。

★ 幹 事 報 告　 境野登章幹事

　皆様こんばんは。本日は、行田市教育委員会生涯学習部

長の風間様による卓話例会です。風間様、この後の卓話を

どうぞ宜しくお願い致します。

　では幹事報告をさせて頂きます。3月23日（土曜日）、熊谷

のホテルガーデンパレスに於いて熊谷ロータリークラブの60周

年記念式典が行われました。古沢会長と私とで参加して参りま

した。式典の内容、記念講演、記念祝賀会共に素晴らしく、

特に明治天皇の玄孫（やしゃご）にあたる武田恒泰（つねや

す）先生による90分間の記念講演は、とても楽しく勉強になり

ました。



　次に、本日今この時間の事ですが、姉妹クラブ小池委員長

を筆頭に、小林副委員長・清水治雄委員・小椋委員、そして

大野会員の5人で桑名北ロータリークラブに訪問して頂き、小

林副委員長に卓話をお願いしてあります事、ご報告致します。

　来週4月4日の例会は、通常通りアイトピアに於いて12時30

分点鐘にて行われます。坂本会員による会員卓話例会です。

楽しく、良いお話が聞けると思いますので、是非出席して頂き

たいと思います。

　再来週、4月11日の例会は、健康管理委員会によるグランド

ゴルフ例会です。集合時間は11時30分。集合場所はグリーン

アリーナの駐車場となっておりますので、時間と場所、お間違

えのないよう宜しくお願い致します。本日は、以上で幹事報告

とさせて頂きます。ありがとうございました。

★ 本 日 の 卓 話

※ 行田市立図書館長　風間祥一様

《　ロータリー文庫について　　》

★ 謝 辞 　古沢勇治会長

★ 出 席 奨 励 ・ ス マ イ ル 委 員

野口一信委員長 黒田淳一委員

※ 出 席 状 況 報 告 ：野口一信委員長

T ・ 正 会 員 数 55名

A ・ 85年規定承認者 12名

A ・ 理事会欠席承認者 0名

P ・ 本 日 の 出 席 者 31名

B ・ 各承認者の例会出席者 4名

MU ・ 本日のメーキャップ者 7名

本 日 の 出 席 率 81.1％

※ニ コ ニ コ 報 告　： 黒田淳一委員

古沢会長
風間生涯学習部長様、卓話ありがとうございます。
お世話になります。

境野幹事 風間様、本日はありがとうございます。

黒渕会員
風間祥一生涯学習部長様、
本日は卓話ありがとうございます。

山本会員 風間様ありがとうございました。

湯本会員 本日は富士見寿司さん、お世話になります。

武井会員
地区ゴルフ大会１９０名の参加ごくろうさまでした。
大成功でした。

永島会員

お陰様でNHK21日「いっと６県」で行田市を紹介
され、すぐ東京上野から来訪された方が、行田市
の歴史のすばらしさと、お人柄の良さに感動され
たとお手紙をいただきました。

持田会員
今年で最後の地区チャリティゴルフ大会、
ご苦労様でした。

小菅会員 風間様、本日は卓話ありがとうございます。

斉藤会員
本日は、富士見をご利用いただき
ありがとうございます。

大久保会
員

富士見寿司さん、今日はお世話になります。

鈴木貴大
会員

先日、石巻でカキを食べ過ぎて胃をこわし、３日
間食事がとれませんでした。体重２kg減りました。

同文

小沢会員、石渡会員、内山会員、島崎会員

鈴木克枝会員、鴨田会員、阿部会員

碓井会員、中島会員、岡田会員、坂田会員

柿沼会員、渡辺会員、倉持会員、野口会員

井上会員、黒田会員

※本日のニコニコは、41,000円でした。

.....ありがとうございました。

★ 点 鐘 　 古 沢 勇 治 会 長



～～～懇親会～～～

★ 乾杯　音楽・読書委員会　坂田幸彦委員長 ★ 閉め　阿部克也ＳＡＡ　



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects true
  /AllowTransparency false
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /ColorImageResolution 150
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages true
  /CropGrayImages true
  /CropMonoImages true
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /CHS <FEFF4F7F75288FD94E9B8BBE7F6E751F6210002000410064006F0062006500200050004400460020658768635E7653EF572851764E2D530562EC5D4C51655F0F75355F71300156FE5C42548C4EA44E9251437D20FF0C4F8B59828D8594FE63A5300188685355548C7FFB8F6C30028FD94E9B002000410064006F0062006500200050004400460020658768637B2654080020004100630072006F0062006100740020548C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020621666F49AD87248672C768489816C423002>
    /CHT <FEFF4F7F752890194E9B8A2D5B9A7522751F5305542B51675D4C5F717247300157165C644EE553CA4E9252D551437D200020002859828D8590237D503001886855AE548C6ED19F20630754116548679C7B49002900207684002000410064006F006200650020005000440046002065874EF6300290194E9B002000410064006F006200650020005000440046002065874EF682070020004100630072006F0062006100740020548C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020621666F49AD87248672C76F85BB93002>
    /DAN (Brug disse indstillinger til at generere Adobe PDF-dokumenter, som indeholder integrerede film, lag og interaktive elementer som f.eks. hyperlinks, formularer og Overgange. Disse Adobe PDF-dokumenter er kompatible med Acrobat og Adobe Reader 6.0 eller nyere.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E002C00200075006D002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020007A0075002000650072007300740065006C006C0065006E002C0020006400690065002000650069006E006700650062006500740074006500740065002000460069006C006D0065002C0020004500620065006E0065006E00200075006E006400200069006E0074006500720061006B007400690076006500200045006C0065006D0065006E007400650020007700690065002000480079007000650072006C0069006E006B0073002C00200046006F0072006D0075006C00610072006500200075006E006400200052006F006C006C006F007600650072007300200065006E007400680061006C00740065006E002E002000440069006500730065002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
    /ENU (Use these settings to generate Adobe PDF documents that can include embedded movies, layers, and interactive elements such as hyperlinks, forms, and rollovers. These Adobe PDF documents are compliant to Acrobat and Adobe Reader 6.0 or later.)
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100200063006F006E0066006900670075007200610063006900F3006E00200070006100720061002000670065006E006500720061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F0073002000410064006F0062006500200050004400460020007100750065002000700075006500640061006E00200069006E0063006C007500690072002000700065006C00ED00630075006C00610073002C0020006300610070006100730020007900200065006C0065006D0065006E0074006F007300200069006E00740065007200610063007400690076006F007300200069006E0063007200750073007400610064006F0073002C002000740061006C0065007300200063006F006D006F002000680069007000650072007600ED006E00630075006C006F0073002C00200066006F0072006D0075006C006100720069006F00730020007900200072006F006C006C006F0076006500720073002E0020004500730074006F007300200064006F00630075006D0065006E0074006F0073002000410064006F00620065002000500044004600200073006F006E00200063006F006D00700061007400690062006C0065007300200063006F006E0020004100630072006F00620061007400200079002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020006F00200070006F00730074006500720069006F0072002E>
    /FRA <FEFF00430065007300200070006100720061006D00E800740072006500730020007000650072006D0065007400740065006E00740020006400650020006700E9006E00E9007200650072002000640065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000410064006F00620065002000500044004600200070006F007500760061006E007400200063006F006E00740065006E006900720020006400650073002000760069006400E9006F00730020006F0075002000640065007300200063006F00750063006800650073002C002000610069006E0073006900200071007500650020006400650073002000E9006C00E9006D0065006E0074007300200069006E007400650072006100630074006900660073002C00200070006100720020006500780065006D0070006C00650020006400650073002000680079007000650072006C00690065006E0073002C002000640065007300200066006F0072006D0075006C006100690072006500730020006F0075002000640065007300200061006E0069006D006100740069006F006E0073002E002000430065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000500044004600200073006F006E007400200063006F006D00700061007400690062006C00650073002000610076006500630020004100630072006F006200610074002000650074002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000650074002000730075007000E900720069006500750072002E>
    /ITA (utilizzare queste impostazioni per generare documenti Adobe PDF che includano filmati, livelli ed elementi interattivi incorporati, ad esempio, link ipertestuali, moduli e rollover. Tali documenti Adobe PDF saranno compatibili con Acrobat e Adobe Reader 6.0 o versioni successive.)
    /JPN <FEFF3053308C3089306E8A2D5B9A306F300130E030FC30D330FC300130EC30A430E430FC304A3088307330CF30A430D130FC30EA30F330AF300130D530A930FC30E0300130ED30FC30EB30AA30FC30D030FC306A3069306E30A430F330BF30E930AF30C630A330D6306A89817D203092542B308000200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B4F7F75283057307E305930024F5C62103055308C305F00200050004400460020658766F8306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E30593002>
    /KOR <FEFFC0BDC785B41C0020B3D9C601C0C1C774B0980020B808C774C5B4002C0020B610B2940020D558C774D37CB9C1D06C002C0020C591C2DD002C0020B864C624BC840020AC19C7400020B300D654D6150020C694C18CB97C0020D3ECD568D5600020C2180020C788B294002000410064006F0062006500200050004400460020BB38C11CB97C0020B9CCB4E4B824BA740020C7740020C124C815C7440020C0ACC6A9D558C2EDC2DCC624002E0020C774B7ECD55C00200050004400460020BB38C11CB2940020004100630072006F0062006100740020BC0F002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020C774C0C1C5D0C11C0020D638D658B429B2C8B2E4002E>
    /NLD (Gebruik deze instellingen voor het genereren van Adobe PDF-documenten die zijn geoptimaliseerd voor weergave op mobiele apparaten. Gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006B00200064006900730073006500200069006E006E007300740069006C006C0069006E00670065006E006500200066006F0072002000E5002000670065006E00650072006500720065002000410064006F006200650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E00740065007200200073006F006D0020006B0061006E00200069006E006E00650068006F006C0064006500200069006E006E006500620079006700640065002000660069006C006D00650072002C0020006C006100670020006F006700200069006E0074006500720061006B007400690076006500200065006C0065006D0065006E00740065007200200073006F006D00200066006F007200200065006B00730065006D00700065006C002000680079007000650072006B006F0062006C0069006E006700650072002C00200073006B006A0065006D0061006500720020006F00670020006F00760065007200720075006C006C0069006E006700650072002E002000440069007300730065002000410064006F006200650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E00740065006E00650020006500720020006B006F006D00700061007400690062006C00650020006D006500640020004100630072006F0062006100740020006F0067002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200065006C006C00650072002000730065006E006500720065002E>
    /PTB <FEFF00550073006500200065007300740061007300200063006F006E00660069006700750072006100E700F5006500730020007000610072006100200067006500720061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F0073002000410064006F006200650020005000440046002000710075006500200070006F007300730061006D00200069006E0063006C007500690072002000660069006C006D00650073002C002000630061006D00610064006100730020006500200065006C0065006D0065006E0074006F007300200069006E0074006500720061007400690076006F007300200069006E0063006F00720070006F007200610064006F0073002C00200063006F006D006F002000680069007000650072006C0069006E006B0073002C00200066006F0072006D0075006C00E100720069006F00730020006500200073006F0062007200650070006F0073006900E700F500650073002E00200045007300730065007300200064006F00630075006D0065006E0074006F0073002000410064006F0062006500200050004400460020007300E3006F00200063006F006D00700061007400ED007600650069007300200063006F006D0020006F0020004100630072006F006200610074002000650020006F002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020006F007500200070006F00730074006500720069006F0072002E>
    /SUO <FEFF004E00E4006900640065006E002000610073006500740075007300740065006E0020006100760075006C006C006100200076006F006900740020006C0075006F00640061002000410064006F0062006500200050004400460020002D0064006F006B0075006D0065006E007400740065006A0061002C0020006A006F0074006B0061002000730069007300E4006C007400E4007600E40074002000730069007300E4006C006C007900740065007400740079006A00E400200065006C006F006B0075007600690061002C0020007400610073006F006A00610020006A006100200069006E0074006500720061006B0074006900690076006900730069006100200065006C0065006D0065006E007400740065006A00E4002C0020006B007500740065006E002000680079007000650072006C0069006E006B006B0065006A00E4002C0020006B006100610076006F006A00610020006A00610020007000E400E4006C006C0065006F0073006F006900740075006B007300690061002E0020004E00E4006D00E4002000410064006F0062006500200050004400460020002D0064006F006B0075006D0065006E0074006900740020006F007600610074002000790068007400650065006E0073006F007000690076006900610020004100630072006F0062006100740020006A0061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030003A006E002000740061006900200075007500640065006D006D0061006E002000760065007200730069006F006E0020006B0061006E007300730061002E>
    /SVE <FEFF0041006E007600E4006E00640020006400650020006800E4007200200069006E0073007400E4006C006C006E0069006E006700610072006E00610020006600F600720020006100740074002000670065006E00650072006500720061002000410064006F006200650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E007400200073006F006D0020006B0061006E00200069006E006E0065006800E5006C006C006100200069006E006200E400640064006100640065002000660069006C006D00650072002C0020006C00610067006500720020006F0063006800200069006E0074006500720061006B007400690076006100200065006C0065006D0065006E007400200073006F006D002000680079007000650072006C00E4006E006B00610072002C00200066006F0072006D0075006C00E400720020006F0063006800200068006F007600720069006E00670073007400650078007400650072002E0020004400650020006800E40072002000410064006F006200650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E00740065006E002000E400720020006B006F006D00700061007400690062006C00610020006D006500640020004100630072006F0062006100740020006F00630068002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200065006C006C00650072002000730065006E006100720065002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.10000
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions false
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /GrayImageResolution 150
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 150
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /MonoImageResolution 300
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks false
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect true
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles true
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers true
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /EmbedAll
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
>> setpagedevice


