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　県環境技術センターは、7月11日㈭午後 3時より、第
12回定時理事会を開催した。
　大坂会長が挨拶したあと、議長となり、議事を進行
した。
　まず、議案 1の定款変更に伴う変更認定申請及び予
算書の修正についてを審議、原岡専務理事が定款変更
に伴い提出が必要となった変更認定申請書の内容及び
それに伴う予算書の一部修正内容につき説明、議長が
その賛否を理事会に諮った。結果、満場一致で承認可
決した。
　次に、議案 2の定款変更に伴う規則等の一部変更に
ついて、原岡理事が、「会員の入会･退会等に関する規
則」及び「退職金規程」の一部変更につき、資料に基
づき説明、議長がその賛否を理事会に諮った結果、
「会員の入会 ･退会等に関する規則」及び「退職金規
程」の変更は、原案どおり承認決定した。
　続いて、議案 3の採水員（特別認定管理士）制度の
導入について、川人常任理事が、提案理由及び内容に
ついて説明した。理事からは、検査の精度についての
問題点や事業所の指定基準等につき質問されたが、川
人理事から不正な採水検体については塩素イオン濃度
測定などのクロスチェック検査を導入、また、事業所
の指定や管理士の認定などの問題は、第三者委員会で
厳正に審査すると回答。
　他に意見がなかったため、議長は、この議案につき
賛否を理事会に諮った結果、異議なく承認され、新し
い検査方法の導入が決定した。なお、導入にあたって
は詳細を県 ･水環境課と協議の上、10月ごろから、試
験的に神山町 ･那賀町で実施する。

　また、議案 4の市町村型浄化槽の導入及びPFIにつ
いての説明会の開催については、原岡理事から、県と
共催で実施したいと説明、議長がその賛否を諮った結
果、開催が承認された。
　最後に、入会申込書が提出されている、「株式会社
日環商事」の入会につき、議長が理事会に諮った。結
果、理事会は満場一致で承認。㈱日環商事の入会が決
定した。
　そのあと、業務執行状況報告が行われ、 4時40分散
会した。

　県環境技術センターは、県水・環境課と共催で実施
している環境学習出前講座を、 7月17日㈬午前と午後
にわけ、阿南市の中野島小学校と新野小学校で行った。
　今年度からは、それぞれの市町村と共催で事業を実
施するようになり、阿南市下水道課も加わって、従前
より実施している内容で講座を開催した。
　中野島小学校31名、新野小学校12名、計43名が受講、
水の大切さ、水環境保全の重要性、使って汚れた水を
キレイにする浄化槽、下水道の役割等について学習し
た。
　センターが提供している講座「水の汚れ調べ」は、
いつものように模型のアメンボを使った実験講座。
　自分たちが作成した模型のアメンボが実際に水に浮
かぶのと、汚れが加えられると沈んでしまうという、工
作の楽しさプラス目視的な効果から好評を得ている。
　今回も、このアメンボを使った実験講座については、
生徒の皆さんが非常に興味深く取り組み、洗剤などが
自然に与える影響や実際に浄化槽にも使われている、
膜ろ過用の実験キットを用いて、汚れた水をキレイに
できることもこの実験により学んでもらった。
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　徳島県浄化槽推進協
議会の平成25年度の総
会が、 7月 1日㈪午後
2時より、ホテル千秋
閣で開催された。
　協議会会長の開会挨
拶のあと、来賓挨拶が行われた。まず、特別会員の県
水･環境課川端課長、続いて賛助会員の公益社団法人徳
島県環境技術センターの大坂会長が挨拶を述べた。
　来賓挨拶に続いて、議案が審議され、まず、第 1号
議案の平成24年度事業報告及び収支決算報告が満場一
致で承認された。
　次に、第 2号議案の平成25年度事業計画及び収支予
算案も満場一致で原案どおり承認された。
　最後に第 3号議案の任期満了に伴う、役員改選が行
われ、輪番制による新役員が決定した。
　総会で選任された新役員は次のとおり
　　会　長　　鳴門市（泉　　理彦　市長）
　　副会長　　勝浦町（中田丑五郎　町長）
　　理　事　　神山町（後藤　正和　町長）
　　監　事　　海陽町（五軒家憲次　町長）
　　監　事　　板野町（玉井　孝治　町長）

判別する。その結果、審査対象となった採水員全員が
「優良」であると承認し再指定した。
　最後に、今後の同委員会の在り方について、公正な
チェック方法についての検討の他、今後、同制度を他
の地域で拡大した場合の方法や問題点について議論を
行って散会した。

　県環境技術センターは、6月27日㈭午後 2時より 4階
会議室において指
定採水員制度審査
委員会を開催した。
　この委員会は、
三好市井川町で実
施している指定採
水員制度において、採水員による検査が公正かつ適正
に実施されているかを厳正に審査し、採水員の業務内
容を評価するために毎年開催している。委員会には検
査機関及び県担当者合計11名が出席し、竹内検査部長
を議長として議事を進行した。
　まず、制度運営担当者より昨年度の採水員による検
査結果と採水員の登録状況、および採水員登録更新講
習会の開催について報告した。
　次に、昨年度の採水員が実施した検査業務の内容に
ついて、審査が行われた。
　審査の方法は、採水員とセンターの検査員が同施設
を検査、その結果をクロスチェックする。また、採水
員が持ち込んだ検体は塩素イオン濃度を測定、異常を

指定採水員制度審査委員会を開催

　県環境技術センターは、 8月 3日㈯に夏休み子供科
学実験講座を開催した。
　この子供科学実験講座は、環境技術センターが、子
供たちへの環境保全の啓発を目的として、公益活動の
一環で実施したもので、昨年度に続き、今回で 2回目
の開催になる。
　当日は、親子 7組、20名の参加者があり、講座の講
師は、環境教育インストラクターの山口検査員が務め
た。
　講座としては、「身近なもののpHを調べよう」のテー
マで、身近にある様々な液体のpHを、野菜の色水を
使って調べる内容で実施した。
　実験は、まず紫キャベツから色水を作成し、その色
水に、pHを調べる液体を加えて、色水の色調の変化を
観察する手法で行った。
　またそれと並行して、木綿布を紫キャベツの色水で
染色し、乾燥させたものに、pHを調べる液体で、いろ
いろな文字やイラストを書いてもらい、色の変化を観
察してもらった。
　酸性の薬品が含まれている洗剤などでは、紫キャベ
ツの紫色が真っ赤に変色し、漂白剤などのアルカリ性
の液体では、青色から緑色に変色するのを観察するこ
とで、自然の色素が、日頃自分たちが使っている種々
の液体で影響を受けるのを実感して、使いすぎると環
境への悪影響があることを十分に学習してもらうこと
が出来た。
　参加者の多くは、夏休みの宿題の自由研究の課題と
して取り組んでいたため、センターが用意した学習
ノートに実験結果を取りまとめて持ち帰った。
　今回のような、身近な生活に直結した実験は、水環
境保全の啓発効果も高いと考えられるため、今後もこ
のような機会を作り、啓発活動を展開していきたいと
考えている。

紫キャベツで染めた

布に重曹などで絵を

描いている様子

県浄化槽推進協議会会会会会
25年度総会開催

夏休み子供科学講座を開催
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　県環境技術センターは、平成25年 7 月26日㈮徳島県
立図書館において、県水・環境課、県建設技術セン
ターと共催で、環境学習講座を実施した。　
　当日は、親子40組（親子合わせて約100名）の参加者
があり、県立図書館 3階の集会室で行われた。
　内容としては、まず県水・環境課から「汚水のはな
し」の座学講座が行われ、続いて建設技術センターか
ら、「下水道のお話」、環境技術センターからは、「水の
汚れしらべ（実験講座：従前より実施の、模型のアメ
ンボを作成しての水の汚れしらべ）」を実施した。
　また、講座と並行して、アサリの浄化実験も行った
が、今回の出前講座ではこの実験が特に好評で、夏休
みの自由研究として自宅でも行いたいので詳しく教え
て欲しいとの問い合わせもあった。
※アサリを使った汚れた水の浄化実験
　一般に食用として販売されている活アサリを購入
してきて、それを海水（海から採水）を入れたガラス
水槽に移す。
　観賞魚用のエアポンプでエアレーションを行いこ
の中に米のとぎ汁を添加する。
　米のとぎ汁の汚れを、アサリが体内に取り込み汚れ
成分を凝固させて排出する。
　これにより、真っ白に濁っていた水が、約 1時間～
2時間程度で透きとおったキレイな水に浄化される。
　なお、自然界では、アサリからの排出物を、砂浜の
中に生息するバクテリアが分解処理して、さらに浄化
が進む。
　目視的に真っ白に濁った水が、透きとおった水に浄
化されるので、子供たちに、自然界での自浄作用を学
習してもらうのに効果が大きい講座となっている。

　今回の学習会では、地球上の水の大切さや、使った
水が下水道や浄化槽によって浄化され、ふたたびキレ
イな水になって地球上を循環していることを、座学と
実験の講座で学んでもらうことが出来、非常に有意義
なものであった。

スタート時 ２時間経過

　 8月 1日㈭、あすたむらんど
徳島で、「竹の水鉄砲で花に水
を～あすたむの水の大切さを
学ぼう」のテーマで啓発イベン
トが開催された。
　このイベントは毎年実施しており、今年で 3回目の

開催になる。
　今年は幼稚園児から小学生
の子供たちが約90人集まり、大
盛況であった。
　センターで、作成した、手作

りの竹の水鉄砲と、ペットボトルを再利用したジョウ
ロを使って、池の水を花や樹木に散水した。
　ジョウロは動物・キャラクター・乗り物といった様々
な種類があり、趣向を凝らしたものが多く、どれを選
ぼうかと悩む子供たちも多かった。
　また、竹の水鉄砲は初めて使う子供が多く、使い方
が分からない様子であったが、コツをマスターすると
元気よく草花に散水していた。
　今回のイベントを通じて、水は限りある資源で大切
にしなければならないことや、水で遊ぶことをきっか
けに再利用できる方法がたくさんあることを、学んで
もらえたのではないだろうか・・・

　一般社団法人全国浄化槽団体連合会は、 6月19日に
開催された、定時社員総会で、浄化槽機能保証制度の
関係規約を改正した。
　これにより、10月 1 日以降に保証登録した浄化槽は
次のとおり改正される。
<主な改正点は次のとおり>
1 ．保証期間を現行の使用開始後 5年間から10年間に
延長

  　メーカーの保証期間は最長でも 5年間であり、保
証期間を10年に延長することは、設置者 ･工事業者　
の有益性は高い。
2 ． 1 基当たりの保証額の限度額を設定
　　 1基当たりの保証額は、「環境省循環型社会形成　
推進交付金の基準額」と同額を限度とした。
参考：浄化槽 1基あたりの基準額

 5 人槽　　　　　837千円（1,020千円）
 6 ～ 7 人槽　　1,043千円（1,134千円）
 8 ～ 10人槽　　1,375千円（1,380千円）

　※（　）内は高度処理型　　 
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全浄連が機能保証制度を改正
保証期間を
全浄連が機能保証制度を改正

年間に延長10保証期間を 年間に延長
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　現在、浄化槽の技術は飛躍的に進歩しており、各
メーカーから新たな機種が続々と投入されています。
  そのような状況の中、当法人も、メーカーの協力を
得て、なるべく多くの講習会を開催し、製品ごとの特
徴や管理方法などをお伝えしておりますが、設置場所
や使用実態等によって、状況が大きく異なるため、会
員の皆様から『現地（設置場所）において、個別に管
理・調整方法等を説明してほしい』との声が挙がって
おりました。
  そこで、今般　会員の技術力向上を目的として、現
地での実務研修会を開催をすることと致しましたので、
是非ご活用くださるようお知らせ致します。

1 ．研修内容は
1 ）座学講習
　①設置者への説明時に必要な法律の基礎知識につ
いて（浄化槽法、水濁法等、徳島県の条例、要
項、要領等）

　②保守点検の技術上の基準と水質測定の基礎知識
について

　③メーカーごとの機能・構造の特徴等について
　　開催地はセンター事務所または、会員事業所を
予定しています。

2）現地研修
　①流入条件に応じた機種ごとの調整作業と設定方
法等について

　②水質悪化の原因と改善方法等について
　③機能障害の発生のメカニズムと対策について
　④保守点検作業の実務と設置者への報告及び説明
について

　開催地は、保守点検契約をしている施設等

2 ．研修費用は
1 ）会員料金
　　基本料金　半日5,000円、 1日10,000円
　　追加料金　 1名につき半日2,000円、1日4,000円
2 ）一般料金
　　基本料金　半日10,000円、 1日20,000円
　　追加料金　 1名につき半日4,000円、1日8,000円

　なお、上記の内容は一例であり、研修内容や開催場
所、講師、研修日程等については依頼者の方と打ち合
わせの上、柔軟に対応しますのでお気軽にお問合せ下
さい。
　詳しくはHP又は088－636－1234　杢保・西岡迄

～温暖化で北上？～
　９月になっても、まだまだ真夏です！

　年々夏到来も早くなり、残暑がいつまでも続く気が

します。(@_@;)

　地球温暖化の影響で、徳島も亜熱帯化しているとい

う話をよく耳にするようになりました。

　海の中でも、その影響を受けているのでしょうか、

今まで見られなかった生き物が発見されたと報告さ

れています。

　例えば、近年関東地方でも「ヒョウモンダコ」が捕

獲されているそうです。

　これは、主に熱帯・亜熱帯のサンゴ礁などに生息し

ていて、体長は 10㎝程度。普段は褐色ですが、興奮す
ると鮮やかな青色の斑点が全身に浮き上がるそうで

す。

　写真をみると本当に鮮やかな模様があり、とても珍

しい模様をしています。

　しかし実は、このタコ、唾液に「テトロドトキシン」

という物質を含んでおり、かまれると吐き気や、呼吸

困難に陥ったり、最悪死亡することもある厄介な生き

物なのです。

　テトロドトキシンはフグに含まれる毒として有名

ですね。

　本来は九州以南の暖かい海に生息しているはずで

すが、関東沿岸も水温の上昇で、生息できる環境が広

がり、北限ラインが上がる可能性があるとの指摘もさ

れているようです。

　地球温暖化を実感するような話ですね。

　海に出かけた際には、小さなタコを見つけてもむや

みに触らないようにしましょう。

　こちらから触らなければ、攻撃をしてくることはな

いそうです (^_^;)。 by koizumi

水　質　計　量　便　り

事務局だより
 法定検査のお知らせ 

　次の日程で法定検査を実施します。

○11条検査

日程：平成25年 9 月 9 日～ 9月30日
地区：三好市・東みよし町・鳴門市・松茂町・板野町

○７条検査

日程：平成25年 9 月 9 日～ 9月30日
地区：徳島市・吉野川市・阿波市・美馬市・
　　　つるぎ町・三好市・東みよし町

○那賀町検査（らくらくあんしん協議会・那賀町全域）

日程：平成25年 9 月 9 日～ 9月20日
地区：那賀町全域

○神山町きれいな水づくり協議会検査

日程：平成25年 9 月 9 日～ 9月13日
地区：神山町全域

管理士実務研修
開催のお知らせ
管理士実務研修 個別

セミナー

⑷ 平成 25年 9月 15 日 み ど り 第 401 号



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.42286
  /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 true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /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 true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF53705237752800500044004630c730fc30bf306e4f5c6210>
  >>
  /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 /MediumResolution
      >>
      /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 [2540 2540]
  /PageSize [1842.520 1559.055]
>> setpagedevice


