
平成２４年度通常総会が、５月１９日、建設センターにお
いて開催されました。
はじめに、佐藤幸好会長から、会長就任時に掲げた３
つの課題「公益法人化」「社会貢献事業」「建築士会の活
性化」について、評価と今後への期待を込めた挨拶があ
りました。
続いて、本会活動に貢献のあった１１名の方々が会長表
彰を受け、議事に入りました。
議事では、平成２３年度事業報告、決算報告が満場一致
で承認され、引き続き、新役員の選任になりました。
各支部から推薦された理事が別室で役員の互選を行
い、新会長として佐藤幸好氏が再任となりました。
公益社団法人として初年度を迎える非常に大事な時期
に就任した佐藤幸好会長は、防災と住育を事業の二本柱
とし、建築士としての地域貢献への決意を力強く述べ、
満場の大きな拍手を受けました。
最後はお楽しみのラッキー抽選会があり、運命の女神
花住真恵さんと西尾みゆきさんが回す抽選器から次々と
当たり番号が飛び出し、会場のあちこちから歓声が巻き
起こりました。
特等のMacbookは、前年度本部青年部長の関口仁巳
氏の手に渡りました。徳島支部総会では青年部長の後藤
さんがゲットし、この度青年部長の特等当選で、会場か
らは疑惑の声もあがりましたが、きっと抽選の女神は「ご
苦労様」の意味を込めてこの番号を出してくれたのでは
ないでしょうか。

会長表彰被表彰者名簿
（順不同 敬称略）

徳島支部 濱 政則 氏
堀金 伸昭 氏

鳴門支部 竹内 郁夫 氏
小松島・勝浦支部 中尾 治由 氏
阿南・那賀支部 増田 静子 氏
海部支部 木内 繁一 氏
板野支部 嘉勢山一頼 氏
川島支部 松下 誠 氏
美馬支部 藤本 実 氏
三好支部 松江 純夫 氏
青年部会 河村 勝 氏
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平成２４年度通常総会開催

再任された会長の佐藤幸好氏

会長表彰を受けた方々
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今年度も我が阿南・那賀支部では地域貢献活動事業の
一環として、『親子木工教室』を開催しました。この『親
子木工教室』は阿南・那賀支部青年部の毎年恒例のイベ
ントになっていて今回で８回目、最初の開催の年から実
に８年目を数える事になりました。
私たちがこの木工教室をはじめるきっかけになったの
は「“ものづくり”の楽しさを知ってもらおう！」とい
うのが最初の趣旨でした。
近年の建設業界の不況や耐震偽装事件等に伴う世間の
不信感。私たち建築士をとりまく状況は年々悪くなって
きています。しかし、それよりもっと深刻なことは「建
築」という仕事自体に興味や魅力が薄れてきていること
ではないでしょうか？「建築」という仕事を知ってもら
うことこそ、私たち建築士の大切な仕事だと思います。
そこで私たちが活動の趣旨としたキーワードは“もの
づくり”です。それも将来のある子どもたちにこそ“も
のづくり”の大切さ、面白さを知ってもらいたい。そう
いう想いで、この『親子木工教室』はスタートしました。
それでは、子どもたちに“ものづくり”の楽しさを知っ
てもらうにはどうしたら良いかを考えてみました。
①まずは“ものづくり”に興味を持ってもらう。
②実際に“ものづくり”を体験してもらい、ものを作
るということを実感してもらう。
③自分の作った“もの”を通して、“ものづくり”と
いうものを考えてもらう。

以上のことから木工教室のテーマを決めて、実施計画に
とりかかりました。

この木工教室も現在まで８年間つづいていますが、実
際に木工教室の開催にこぎつけるまでには多くの士会メ
ンバーの協力が必要でした。そして、その年それぞれの
アイデアや思い出、苦労話がありました。
作品のテーマ選びでは、子どもたちに興味を持っても
らうために、現在に至るまで
�野鳥が巣を作ってくれそうなオリジナル巣箱
�アザラシのナカちゃんをモチーフにナカちゃんチェア
�様々な形の流木を使った流木アート
�ゴム動力で動くスーパーカーやトトロの模型自動車
以上のような作品が生まれてきました。
今まで開催してきた木工教室では、毎年２０～３０組の親
子の皆さんが参加してくれて、すっかり毎年恒例の事業
として定着してきました。
これまでの成果として、実際に形ある“もの”として
の作品も残っていますが、何よりも実際に参加してくれ
た子どもたちの思い出の中に
�“ものづくり”に対する興味と楽しみ
�“ものづくり”の過程で生じるアイデアや苦労、経験
�完成した“もの”に対する喜びや想い
こういった形のない“もの”も残すことができたのでは
ないかと思います。
そして、この活動を通して「建築」という仕事にも興
味を持ってもらい、木工教室に参加してくれた子どもた
ちが将来、「未来への“ものづくり”」をしていってくれ
るようになれば、この活動の成果は最大限に達成できた
ものだと思っています。

●社会的活動支援事業報告●

親子で楽しむ“ものづくり”～親子木工教室の開催～
阿南・那賀支部 神原 陽介

『親子木工教室』開催に向けての打ち合せ風景 ゴム動力車【完成披露レース】スタート！
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生まれてこの方三十数年間、日本の首都である東京に
行ったことがありませんでした。
私の頭の中では“東京”に対するいろいろな想いがあっ
たものの機会に恵まれず、ゴールデンウィークについに
念願の東京へ行くことができました。
想いが強すぎたためか、到着するなり扁桃炎による高
熱を出してしまい、東京の地を踏みしめてまず最初に
行ったところは病院…。
そのままホテルで養生していたかったけど、予てより
楽しみにしていた“はとバスツアー”を予約していたの
で、そのまま参加し、皇居前、浅草寺、東京タワーを巡
りました。
浅草寺からは、スカイツリーを眺めることができまし
た。TVで連日スカイツリーの特集を目にするからか、
体調が悪いからかあまり感動はありませんでした。いつ
か展望台に上りに来たいと思いつつ、スカイツリー周辺
を後にしました。
憧れのデートスポットである“お台場”にも行くこと
ができました。フジテレビを見学した後、新スポットで
あるダイバーシティ内にあるガンダムフロント東京を満
喫し、屋外にある等身大ガンダムをいろんな方向から眺
めました。
レインボーブリッジなど TVでよく見る場所などを自
分の目で見ることができ良かったです。

３日間の東京滞在で感じたこと

・緑が多く、街がきれい
東京はアスファルト舗装とコンクリート建造物の街の
ようなイメージだったのですが、空き地などを適宜利用
して緑化がされており、思っていたイメージと大きく異
なっていた。
・男性が優しい
ある程度お年を召したご夫婦であっても、昔流行った
チャーミーグリーンの CM並みもしくはそれ以上に仲
良く手を握りあっている光景をよく見かけた。東京の方
曰く、それは普通のことだそうだが、徳島でやっていた
なら不倫カップルにしか見えないでしょう（笑）
・地下鉄などの駅と駅の距離が近い
TVや雑誌などで、健康・ダイエットのために２、３
駅電車を利用しないで歩くというのをよく見かけるが、
こんな距離だったら私でも全然歩けるなぁと思いまし
た。

また、東京に行けるよう頑張ってお仕事をしたいなぁ
と思います。

●支部だより●

はじめての東京
小松島・勝浦支部 花住 真恵

浅草寺にて

レインボーブリッジの夜景を見ながら。
世界一の朝食が食べられる bills にて夕食

ダイバーシティにて 等身大ガンダムの後ろ側
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私が建築士の資格をとった日は昭和５８年１１月１１日２３歳
の頃。合格発表後、まもなく先輩の方から声がかかり士
会へと入会しました。
横内青年部長→宮本青年部長→尾方青年部長→櫻井青
年部長→そして私もその役目を果たす時が来ました。今
思えば懐かしく思います。個性の強い先輩ばかりでし
た。特に宮本さんは、リーダーシップが素晴らしく、人
を惹きつける事のできる方でした。また、歴代の建築主
事さんにも色々とご指導いただき、感謝しています。今
は主事さんらと交流することもできず、何か面白くない
というか、人との触れあいが少なく水くさい間柄とな
り、士会の魅力も欠けてきた様に思います。良いものは
残し悪いものは捨てた方が良いかと思いますが、今はそ
の逆のようなこともたくさんあります。
人生は色々な事があるものです。今の世の中に必要な
人間が色んな事により居なくなり、少々寂しい気持ちに
なる時もありますが、その分自分が頑張らないといけな
いという気持ちになるように心掛けています。

青年部時代には、旅行やソフトボールによって親睦を
深め楽しく過ごさせてもらい、感謝しています。たまた
ま、美馬支部で青年部時代に商工会でも青年部長をして
いましたので非常に忙しかったことを思い出します。今
後も建築士会が素晴らしい会のままに成長していく事を
望みます。士会に入会させてもらって一番良かった事、
それはたくさんの人に出会えた事です。今もその延長線
上にいます。
下の写真は今までの活動の様子です。
写真①②の写真は、建築士会青年部時代、平行して行っ
ていた商工会青年部活動での思い出深い宮殿作りです。
みなさん、是非一度まわってみてください。申し込みは
美馬市商工会穴吹支部へ。
写真③④は、今から１７年前の平成７年１月１７日に起き
た阪神淡路大震災へのボランティア活動の様子です。緑
化と地盤の安定のために、建築士会美馬支部において、
どんぐりの実を植えて、ポットを作り神戸へ送りまし
た。

●あなたが出番●

士会に入会してから今までの思い出
美馬支部 楮本 勝美

写真①

写真③

写真②

写真④
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こんにちは、この度女性部部長となりました杉本で

す。今期の女性部のモットーは楽しく女子力・建築技術

力をつけよう！です。また目標に掲げているように、子

育て世代、子育てが終わった世代、そして独身世代色々

な世代の建築業界の女性建築士の応援をしたいと思って

います。魅力ある勉強会も多く企画しています。若いメ

ンバーとともに楽しい女性部を目指したいと思っていま

す。ぜひ男女問わず、女性部企画行事に参加してくださ

い。

■平成２４年度 徳島県建築士会女性部会役員

部 長 杉本真理子

副 部 長 藤高 亜紀

副 部 長 林 裕子

書 記 濱田 知佐

監 査 役 田中 康恵

幹 事 武田 初子

細束真由美

湯村 美保

蓑田 仁美

橘本 美保

岡部江利子

中山 尚子

速水 智子

赤尾 苑香

松尾 晶子

広報・メール 蓑田 仁美

ま ち か ど 中山 尚子

■平成２４年度 徳島県建築士会女性部会目標

１．女性建築士としての職能を活かし、地域貢献をおこ

なう。

２．女性建築士としての技術向上をおこなう。

３．女性建築士のより良い職場環境や、子育て世代の充

実した復職への環境を考える。

■平成２４年度 徳島県建築士会女性部会事業計画

■行事内容・担当者

●女性部通信●

楽しく�学んで�力をつける�
―女性部会がおもしろい―

女性部長 杉本 真理子

年 月 日 曜日 事 業 名 場 所

２４ ４ ２１ 土 役員会 建築士会会議室

４ ２１ 土 女性部総会 建築士会会議室

５ １５ 火 役員会 中山源太郎商店

５ １９ 土 本部通常総会 建設センター

６ ９・１０ 土・日 中四国ブロック大会山口大会

６ ２３ 土 定例会・勉強会� 建築士会会議室

７ ２８ 土 定例会・勉強会� 予定 森の元気

９ ２９ 土 定例会・勉強会� 予定 森の元気

１０ １９ 金 第５５回建築士会 全国大会

１０ ２７ 土 定例会 建築士会会議室

１１ １０ 土 定例会・勉強会� 福祉機器展・ふ
れあい健康館

１１ １７ 土 建物見学会・定例会 未定

１２ １５ 土 定例会・部会誌編集 建築士会会議室

２５
１ ２３ 水

２級建築士・木造建築士免許
交付式

徳島県庁

２ ２３ 土 定例会・勉強会� 建築士会会議室

３ ２３ 土 役員会・定例会 建築士会会議室

勉強会�

女性のためのやさしい
職場環境づくり�

２０１２年６月２３日 士会会議室
１４時～

中山・杉本

勉強会�
素敵な建築家の話を聞こう�
２０１２年７月２８日
講師 内野輝明氏

藤高・杉本

勉強会�
素敵な建築家の話を聞こう�
２０１２年９月２９日
講師 中野次郎氏

藤高・杉本

勉強会�
カラーユニバーサル

デザインを学ぼう
２０１２年１１月１０日 福祉機器展にて

細束・中山

勉強会� 女性のためのやさしい
職場環境づくり�

２０１２年１１月１７日

中山・杉本

見学会 赤尾・住友

女性のためのやさしい
職場環境づくり

中山・杉本

部会誌 速水・林

まちかど担当 中山

広報担当 蓑田・坂野
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●士会だより－本部●

妙典寺本堂建築現場見学会・講演会
徳島市寺町にある法華宗の寺院で、戦後応急的に建てられた本堂

の建替工事です。総円柱、軒支輪付出組、本繁垂木割二軒仕上、本
瓦葺、流れ向拝入母屋造り、中世の和様を基調とした、完全な木造
伝統工法による計画となりました。工事は平成２２年１２月に着手し、
平成２５年１１月の完成予定で進めています。 （西澤 政男）
【日 時】平成２４年７月８日� １３：００～
【場 所】第１部 妙典寺 徳島市寺町１５（駐車場はありません。）

第２部 あわぎんホール 徳島県郷土文化会館５階 小ホール
【内 容】第１部 妙典寺本堂建築現場見学会 １３：００～１４：００

第２部 講演会 １４：３０～１６：００
第３部 懇親会 １８：００～

【参加費】徳島県建築士会および JSCA会員：無料
会員外：５００円（ただし懇親会は参加費別となります。）

【お問い合わせ・お申し込み】
社団法人 徳島県建築士会 事務局
TEL０８８‐６５３‐７５７０ FAX０８８‐６２４‐１７１０
eメール tamura@toku-sikai.sakura.ne.jp

●士会だより－本部●

CPD専攻建築士審査部会よりのお知らせ
専攻建築士の申請及び更新について

■平成２４年度、専攻建築士の申請及び更新の受付を下記の期間で
行っています。

・期間 平成２４年５月１４日�～６月２９日�
・場所 建築士会事務局（郵送可）
尚、平成２４年度の申請及び更新書式については、士会事務局にて

配布、又は、士会 HPよりダウンロード出来ます。（申請案内書は
２０１１年度版を御利用下さい。）
■平成２４年度より徳島県発注の建築工事について CPD制度の活用
が広がりました。

・工事金額 ３，０００万円～７，０００万円
・対象となる配置予定技術者の「施工能力審査型」CPDのユニッ
ト（過去５年間）
３０ユニット ５．０点
１５ユニット ３．０点
詳しくは、徳島県電子入札ホームページ各種ダウンロード内の「お

知らせ」をごらん下さい。

●行政だより－徳島市●

中間検査の拡大について
徳島市ではこれまで、建築基準法で定められた建築物のほかに一

定の規模以上の木造建築物を対象に実施していましたが、平成２４年
７月１日以降に建築確認申請書の受理したもので、一定規模以上の
特殊建築物（一部の用途を除く）についても、中間検査を拡大します。
■拡大する対象建築物
構造：鉄骨造、鉄筋（鉄骨鉄筋）コンクリート造
用途：不特定多数の人が利用する建築物

・劇場、映画館、観覧場、集会場 等
・百貨店、マーケット、展示場、遊技場 等

災害時に特別な配慮が必要な建築物
・病院、ホテル、共同住宅 等
・学校、体育館 等

階数及び規模：３階建以上又は５００㎡以上
指定する特定工程
【鉄骨造】最下階の直上階の床（平屋の場合にあっては屋根）を

支持する柱及びはりの建て方工事
【鉄筋（鉄骨鉄筋）コンクリート造】

最下階の直上階の床（平屋の場合にあっては屋根）を
支持する柱及びはりの配筋工事

お問合せ：市建築指導課（TEL０８８‐６２１‐５２７２）

●行政だより－徳島県●

建築行政関係職員名簿（主任以上）
都市計画課

課長 仁木 弘
課長補佐（都市計画・開発審査担当） 河井 信巳

住宅課建築指導室
室長 松田 稔
室長補佐（指導・宅建担当） 安川 亘
主任 福田 正志

南部総合県民局
課長（建築審査指導担当） 井内 薫
主任 松崎 功

西部総合県民局
（美馬庁舎）課長補佐 富永 聡
（三好庁舎）課長補佐 原村 充
東部県土整備局
次長 植村 信幸
（徳島庁舎）係長 美野 英司
（鳴門庁舎）主任 板東 知子
（吉野川庁舎）主任 新井 基博
（ 同 ）主任 大塚 貴久

●行政だより－徳島市●

人事異動のお知らせ
４月１日の人事異動により、下記の者が着任しました。

建築指導課長 仲野 義則
建築指導課長補佐 小笠秀二郎
建築指導課長補佐 石本 孝明
開発担当 有本 正博
指導担当 岩本 雅三
審査担当 高田 義大
都市政策課 松永 龍治

編編集集後後記記 ……………………………………………
・久しぶりのまちかどです。みんな、がんばれ！ （今吉です）
・言われんでもがんばっとる！ （源太郎です）
・遅れましてごめんです。 （ひとはたうさぎです）
・どちらいか。 （ぺぺいです）
・総会が終わり、まちかど編集に専念できます。 （とくアマ）

建築士会本部行事案内 平成２４年

６月 ７月
１日 合同役員会 （建設センター）

安心リフォーム相談 （士会会議室）
６日 二級製図講習会打合せ （ 〃 ）
８日 連合会総会

安心リフォーム相談 （ 〃 ）
１０日 中四 B青年部女性部理事会
１３日 建築相談 （ 〃 ）
１４・１５日 中四 B会長会議
１５日 安心リフォーム相談 （ 〃 ）
２０日 定期講習 （建設センター）

建築相談 （士会会議室）
２２日 安心リフォーム相談 （ 〃 ）
２９日 安心リフォーム相談 （ 〃 ）

１日 二級建築士学科試験 （徳島大学工学部）
２日 １日会 （士会会議室）
６日 安心リフォーム相談 （ 〃 ）
１１日 建築相談 （ 〃 ）
１３日 安心リフォーム相談 （ 〃 ）
１８日 建築相談 （ 〃 ）
２０日 安心リフォーム相談 （ 〃 ）
２１日 二級建築士製図講習会 （ 〃 ）
２２日 一級・木造建築士学科試験 （徳島大学工学部）
２５日 連合会理事会
２７日 安心リフォーム相談 （士会会議室）
２８日 二級建築士製図講習会 （ 〃 ）

6



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 1200
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a56fe5f6251855bb94ea46362800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0058002d00310061002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020898f7bc430025f8c8005662f70ba57165f6251675bb94ea463db800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f0058002d003100610020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e00670020006100660020006700720061006600690073006b00200069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d003100610020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020adf8b798d53d0020cee8d150d2b8b97c0020ad50d658d558b2940020bc29bc95c5d00020b300d55c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f0058002d003100610020d638d65800200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-1a:2001, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-1a. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f007200200075007400760065006b0073006c0069006e00670020006100760020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c0064002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f002000700061007200610020006f00200069006e007400650072006300e2006d00620069006f00200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031003a007400e400200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690061002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e00200073006900690072007400e4006d00690073007400e4002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d00310061002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /JPN <FEFF30b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d0031006100206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


