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令和４年山武市教育委員会会議第11回定例会会議録 

 

１．日 時  令和４年11月18日（金）午後１時30分開催 

２．場 所  山武市役所 新館３階 第５会議室 

３．招集者  山武市教育委員会 教育長 内田淳一 

４．議 題 

 

議決事項 

 議案第１号 代理の承認を求めることについて（市議会定例会提出議案（令和４

年度山武市一般会計補正予算（第８号））に同意することについ

て） 

 議案第２号 令和４年度山武市教育委員会顕彰被表彰者の決定について 

 

報告事項 

 報告第１号 要保護及び準要保護児童生徒の認定について 

 報告第２号 令和５年山武市二十歳を祝う会出席者名簿について 

 報告第３号 行事の共催・後援について 

 報告第４号 12月の行事予定について 



－2－ 

出席委員  教育長        内田 淳一 

      教育長職務代理者   今関 百合 

      委員         北田 昭雄 

      委員         鈴木 智子 

      委員         相葉 英樹 

 

欠席委員             木島 弘喜 

 

出席した職員の職及び氏名 

教育総務課長 川島 美雄 

子ども教育課長 中村 之彦 

施設整備課長 嘉瀬 多市 

生涯学習課長 秋葉 正明 

スポーツ振興課副主幹 渡辺 幹夫 

公民館長 岡田 洋幸 

成東文化会館長 越川 信 

図書館長 大石 由香 

歴史民俗資料館長 稲見 英輔 

運動公園管理事務所長 小川 覚 

学校給食センター所長 並木 稔 

子育て支援課長 岩澤 恵子 

 

事務局 

教育総務課副主幹 鵜澤 秀己 

教育総務課総務企画係主事 豊田 真衣 
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◎開  会  午後１時30分 

教育長  委員の皆様、御苦労さまでございます。午前中のなるとうこど

も園の訪問はいかがでしたでしょうか。今後も教育委員会とこど

も園との連携を密にしまして、学校とも円滑な接続を図って、切

れ目ない教育を推進していきたいと思います。 

 それでは、ただいまから令和４年山武市教育委員会会議第11回

定例会を開会いたします。 

 本日、相葉委員が欠席ということで連絡を受けておりますので、

よろしくお願いします。 

                                      

◎日程第１ 会議録署名人の指名 

教育長  日程第１、会議録署名人の指名でございます。今回は北田委員

を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

 

北田委員  はい。 

                                      

◎日程第２ 会議録の承認 

教育長  次に日程第２、会議録の承認です。 

 第10回定例会の会議録を事前に配付させていただきましたが、

異議はございませんでしょうか。よろしいですか。 

 

 （「異議なし。」の声あり） 

教育長  それでは、異議がないようですので、承認といたします。 

                                      

◎日程第３ 教育長報告 

教育長  続いて、日程第３、教育長報告でございます。資料の１ページ

になります。 

 私が参加した会議のほか、委員が参加した会議、あるいは事務

局で対応したもの等々が記載してございます。主なもののみ説明

させていただきます。 

 それでは、10月21日、スリランカロータリークラブにおけるス

リランカ支援のプロジェクトを行っているところですけれども、

役員の方々と面談をさせていただきました。現在、市内の小中学

校でもスリランカからの転入児童生徒が非常に増加している状況

で、クラブにおける今後の取組みなどについてお話を伺いました。 

 10月25日、市の小学校球技大会が東金アリーナで開催されまし

た。ここ数年男女とも、ソフトバレーボールを実施しております。
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１つの会場でバレーボールを４面同時進行できる会場が市内には

なくて、東金アリーナを使っているんですけれども、スムーズな

運営ができたと伺っています。 

 10月27日、臨時議会が開催され、主に社会福祉に関する緊急支

援給付金を給付するための補正予算案等について審議されました。 

 10月29日、郡市の小学校体操競技大会が日向小で開催されまし

た。 

 10月30日、スポレク山武2022ということで、横芝光町体育館で

開催されました。 

 10月31日、公の施設指定管理の選定委員会が開催されました。 

 11月１日、委員の皆様にもご出席をいただきまして、地区教育

委員会連絡協議会の表彰式と研修会が行われました。山武市から

は13名の学校・園の教職員と、嘉瀬前教育長、清水前委員、渡邊

前委員が表彰されました。 

 11月11日、市内小中学校の校長会議が行われました。 

 その他、表に記載のとおりでございます。 

 続いて、本日の議題について申し上げます。本日は議決事項と

して議案第１号及び第２号の２件、報告事項として報告第１号か

ら第４号の４件となります。 

 そのうち議案第１号は、市長または議会に対する意見の申出、

その他関係機関との協議を必要とする事項であることから、また、

議案第２号は、人名、賞罰等、職員の身分の取扱い、その他の人

事に関する事項であることから、さらに報告第１号は個人に関す

る情報を含み、会議を公開することにより、個人の権利、利益を

害するおそれのある事項であることから、教育委員会会議規則第

12条の規定により秘密会としたいのですが、いかがでしょうか。 

 賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

 （賛成者挙手） 

教育長  ありがとうございます。挙手全員です。よって、議案第１号、

議案第２号及び報告第１号は秘密会といたします。 

                                      

◎日程第４ 議決事項 

○議案第１号 

（議案第１号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  それでは、日程第４、議決事項に入ります。議案第１号、代理

の承認を求めることについてでございます。 
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 ここから秘密会といたします。 

 それでは、事務局から議案の説明をお願いいたします。教育総

務課長お願いします。 

 

※教育総務課長から、提案理由を説明。資料に基づき各課等の長から内容を説明 

※審議結果 原案のとおり承認 

                                      

○議案第２号 

（議案第２号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  続きまして、議案第２号、令和４年度山武市教育委員会顕彰被

表彰者の決定について、提案理由の説明を事務局からお願いいた

します。 

 教育総務課長お願いします。 

 

※教育総務課長から、提案理由を説明。資料に基づき各課等の長から内容を説明 

※審議結果 原案のとおり決定 

                                      

◎日程第５ 報告事項 

○報告第１号 

（報告第１号は、秘密会につき概要のみ記載） 

教育長  続きまして、日程第５、報告事項です。報告第１号、要保護及

び準要保護児童生徒の認定について、事務局から報告をお願いい

たします。今、資料をお配りいたします。 

 子ども教育課長お願いします。 

 

※子ども教育課長から、資料に基づき内容を説明 

 

教育長  それでは、ここで秘密会を解きます。 

                                      

○報告第２号 

教育長  報告第２号、令和５年山武市二十歳を祝う会出席者名簿につい

て、事務局から報告をお願いいたします。 

 生涯学習課長お願いします。 

 

生涯学習課長  報告第２号、令和５年山武市二十歳を祝う会出席者名簿につい

て、御報告をさせていただきます。ページ数では７ページ及び８

ページになります。 
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 今まで成人式という名称で昨年度まで実施しておりましたが、

令和４年４月から成人年齢が引き下げられたことによりまして、

山武市では二十歳において成人式を実施することを決定しており

ました。成人の年齢が下がったことによりまして、成人式という

名称をそのまま使ってしまいますと間違える可能性もございます

ので、アンケート等を取りまして、二十歳を祝う会という名称に

変更して、本年度も挙行していくことになっております。開催日

ですけれども、令和５年１月８日の日曜日となります。 

 今回、こちらの名簿なんですけれども、各教育委員さんの住ま

いの中学校の二十歳を祝う会に出席していただきたいと思いまし

て、名簿を作成させていただいております。 

 なお、当日の服装につきましては礼服での出席をお願いしたい

と思います。 

 今回、緑色の封筒で皆様方には出席の通知をさせていただきま

すので、中を御確認いただきたいと思います。 

 私からは以上となります。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございました。 

 委員の皆様、何かございますか。 

 北田委員、お願いします。 

 

北田委員  この二十歳を祝う会ですけれども、令和３年度の件で、私はこ

こ２回ほど主催者の一人として出席させてもらっているのですが、

会の様子を見ると非常に整然と行われているように感じます。五、

六年前になりますけれども、私が来賓として出席した頃に比べる

と整然と行われているなという感想を持ったのですが、今年度は

何かトラブルというか、そういうのがあったとちょっと耳にした

のですが、それについてはどんな様子だったのでしょうか。 

 

生涯学習課長  北田委員からお話があった件ですけれども、コロナによって前

の年の成人式が行われなかったので、延期という形で昨年度にそ

の分と令和４年に成人式を２回ほど実施させていただきました。

式典自体の中では成人者は大人しくお話を聞いていたりだとか、

混乱はなかったんですけれども、会場外での道路で暴走行為等が

ありまして、逮捕されたという記事が報道されております。 

 今年度につきましても、先日、山武警察署に伺いまして、昨年

度同様、見回り等をお願いしますということで、依頼をさせてい
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ただいているところになります。 

 以上になります。 

 

教育長  よろしいでしょうか。 

 

北田委員  よろしくお願いします。 

 

教育長  そのほか、いかがでしょうか。 

 生涯学習課長、今後、例えば一八歳でやるとか、今のところ特

にそういう話はないんですか。お願いします。 

 

生涯学習課長   今のところ、二十歳でやるか一八歳のときにやるかについても、

高校生等にアンケートを取らせていただきまして、二十歳という

形で決まっております。県内を見ても、ほぼ二十歳で行うという

市町村が多いので、またこれから国がいろいろと変わってくるこ

とになれば検討していかなければならないのかと思いますが、現

状では二十歳で行っていきたいと考えております。 

 

教育長  分かりました。 

 皆さんでお祝いをする会ですので、今までどおりやっていきた

いと思います。 

 そのほか、何かございますか。よろしいですか。 

 

相葉委員  いいですか。 

 

教育長  どうぞ、相葉委員。 

 

相葉委員  今年の10月の、報道にあった摘発された者の中には、その年に

成人式を迎えたお子さんはいらっしゃらなかったんですか。 

 

生涯学習課長  新聞で報道されている以外の情報はありません。 

 

相葉委員  そのことについて、前回暴走行為があって、山武市以外の子も

結構いらっしゃったということですが、今回も同じことがあった

ら、また報道されてしまう。そのようなことを周知することによ

って、暴走行為も未然に防げるのかなと思います。ただし、どこ

に対してそれを周知していくのか分かりませんが、なるべくそう
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いうことを未然に防ぐという対処方法も、そのときに警備で行く

というのはまた逮捕者が出てしまったりというのもあるかもしれ

ません。どうにか未然に防ぐ方法もご検討いただければいいかと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

生涯学習課長  二十歳を祝う会に関しましては、毎年その当時の対象となる実

行委員の方々に集まっていただいて、ある程度こういった形でや

っていこうという話合いの場を毎月設けております。今年、この

ような事件がございましたので、担当からも、事件があったので

皆さんも気をつけてください、また、友達にもそういったことを

言ってくださいねという対応は現在しているところになります。 

 また、今後、ほかの防犯上とか、未然に防げることがあれば検

討していきたいと考えております。 

 以上になります。 

 

教育長  よろしくお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

 

 （「はい。」の声あり） 

教育長  それでは次に参ります。 

                                      

○報告第３号 

教育長  報告第３号、行事の共催・後援について、事務局から報告をお

願いします。 

 教育総務課長お願いします。 

 

教育総務課長  資料は９ページとなります。10月中に許可をした行事の共催は

１件、後援は７件となります。 

 申請に係る資料は10ページから30ページとなります。 

 報告は以上です。 

 

教育長  行事の共催・後援について、委員の皆様から何かございますで

しょうか。よろしいですか。 

 

 （「はい。」の声あり） 

教育長  それでは次に参ります。 
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○報告第４号 

教育長  報告第４号、12月の行事予定についてです。 

 こちらは事前に配付させていただいた資料のとおりでございま

すので、説明は割愛させていただきます。 

 質問等がございましたらお受けいたします。よろしいでしょう

か。 

 

 （「はい。」の声あり） 

                                      

○その他 

教育長  その他、報告すべき事項等、事務局からございますか。 

 子ども教育課長。 

 

子ども教育課長  それでは、お手元にお配りしてある教育委員会ダイアリーにつ

いて御説明をします。 

 まず初めに小学校の就学旅行についてです。10月から11月にか

けて８校の小学６年生が修学旅行に行ってまいりました。昨日か

ら今日にかけて行っている学校等もあります。一般の方はもう行

動制限もなくなっていますので、以前のようにかなりにぎわいが

戻ってきているという報告が上がってきておりました。 

 ２番目は中学校秋季大会の結果になります。地区の大会を勝ち

上がり県大会に出場した学校、種目になります。 

 裏面に行きまして、働き方改革というのはずっと教育委員会の

ほうでも学校にお願いしていることですので、事例を紹介してい

ます。 

 ４番目が市内の学校情報ということで、交通事故等ありました

が、大きな事故ではなくて、小さな事故で済んでおりますので、

良かったかなと思います。 

 指導室関係の行事について、そのようなことが行われています

ということです。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございました。 

 ダイアリーの記事について何かありまでしょうか。 

 北田委員お願いします。 

 

北田委員  中学校の秋季大会の結果に関連してですけれども、この中にも
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サッカーは３校合同チームで県大会に出場した報告がありました。

今、特に新人戦は新チームになると３年生が抜けてしまうので、

生徒数が少なくなるかと思います。こういった合同チームでの参

加は増えてきているのでしょうか。把握している範囲で教えてく

ださい。 

 

子ども教育課長  合同チームの参加は増えてきています。山武市内は、特に人数

が多いサッカーであるとか野球であるとか、そういうところはか

なり合同チームになってきておりまして、他地区の学校と一緒に

合同チームになったりする場合もございます。 

 以上です。 

 

北田委員  ありがとうございました。それと、これは今後、国レベルの検

討でもありますけれども、中学校の土日の部活動の外部委託等は、

国の動向も見ながらになるかと思いますが、その辺はどうですか。

今の段階で把握しているところでお願いします。 

 

子ども教育課長  土日の中学校の地域部活への移行ですけれども、県から出され

たスケジュールがありまして、山武市の場合はそれにほぼほぼ従

って今動いています。10月の終わりに山武市の地域部活検討会と

いうのが立ち上がりまして、そこで地域にアンケート等を実施し

まして、地域のスポーツ指導者、それから、中学校の生徒、保護

者、教員にアンケートをして、11月末に回収で、その方向性です

とか、協力者を募っていく状況まで来ております。 

 

北田委員  少し大きな業務になると思いますけれども、よろしくお願いし

たいと思います。 

 以上です。 

 

教育長  また何か動きがあれば、委員にどこかのタイミングで報告して

いただけるとありがたいです。 

 

子ども教育課長  12月の定例会で、もしかしたらアンケート結果などをご報告で

きるかもしれません。 

 

教育長  よろしくお願いいたします。 

 では、よろしいでしょうか。 



－11－ 

 

 （「はい。」の声あり） 

教育長  それでは、以上をもちまして、教育委員会会議第11回定例会を

終了といたします。 

 お疲れさまでございました。 

                                      

◎閉  会  午後２時10分 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /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 /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /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 /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /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 (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /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 <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /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 [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


