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公式訪問終了、ご協力感謝申し上げます
　ガバナーのクラブ公式訪問は11月25日に54番目の山形南クラブを最後にようやく終了しました。ご
協力下さった地区内の全てのクラブに感謝いたします。
　訪問して気になったことは、事務局に任せて理事による管理が不十分なクラブが見られたこと。2001
年、2004年の定款をそのまま使い、2007年に規定審議会で改訂された定款を採用していない計画書が
かなり見られたこと。出席率が低く欠席はメークで補填するという意識の少ないクラブが見られたこ
とでした。一層の努力を期待します。  ガバナー　武　田　和　夫　

　12月はロータリー
の家族月間である。
ところで家族月間と
は何だ、奥様や子供
達を大切にしなさい
というのか、ロータ
リーファミリーと言
うようにクラブ内で
家族のように親しく
なりなさいというこ
とか。

　家庭、家族というものを考えると、人間とい
う生物は季節の変化に耐える毛皮も持たず、犬
と散歩しても走り出した犬について行けないほ
ど脚も遅い、大きな爪や牙もなく、真に弱そう

な生物である。だが人類は全世界に広まって地
球は人間が支配していると思いあがっている。
理由は人類が群を作り、群の中のコミュニケー
ションを発達させたことであろう。
　コミュニケーションというとすぐ対話会話と
なりそうだが、口だけではない。母親の乳児へ
の頬擦りやナデナデも大切な愛情のコミュニ
ケーションである。猿の「蚤取り」といわれる
毛繕いも立派なコミュニケーションである。
　人の世界では言葉と文字が最も重要な意思伝
達の手段であるが、文化が同じだから話さなく
とも以心伝心で大丈夫だろうというのは誤りで
あろう。日本で生まれ育ったから同じ文化と思
わず、IT世代の若者と老人は違う文化の中で生
活していると思うべきかもしれない。それでな

第2800地区ガバナー

武田　和夫

　コミュニケーションは大切ガバナーメッセージ
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くとも子供には子供同士の文化があり、団塊世
代には団塊世代の世界がある。まして男親は子
供が今夢中になっているものが何かも知らぬ、
せめて１日１回くらいは会話をと思っても、朝
の出かける時間が違い、夜も家族そろって食事
を取れないとなれば、いつ言葉を交わしたら良
いのだろう。仕事の予定と同じに、いやそれ以
上の重要性で家族と一緒の食事時間を予定表に
入れるべきであろう。
　ロータリーも同じである、能率一点張りでと
にかく出席だけすればと、時間ぎりぎり入り食
事の食い逃げをして、皆と話す機会がないと
ロータリーに入っている意味がない。積極的に

コミュニケーションの場として話す時間を作ら
ねばならない、直接の対話が大切である、ｅク
ラブなどはとんでもない。
　ガバナーの公式訪問も一方的な卓話より直接
対話が大切なような気がする。会長幹事との時
間を短縮しても、委員会の報告ではなくクラブ
協議会の変形で、全委員長と直接の討論を希望
したのであるが、慣習で委員長が計画書を読み
時間切れとなるクラブもあった。新会員に対し
てもそのうち分かるではなく、母親が子供を世
話するように最初こそうるさいほどコミュニ
ケーションをとらねばならない。

 米寿ロータリアンの思い

　五木寛之の著「人生
の目的」（幻冬社刊）
を読んで、私と同じ感
想に出会った。それは

NHKラジオ深夜便で語った彼の少年の日の思
い出で、敗戦直後の“食べていくということす
ら困難であった時期だったにもかかわらず、な
にかその頃の日本という国には、目をあければ
青空のような、そういう明るさが広がっていた
ような感じがしてなりません”という感想であ
る。彼は敗戦後、旧朝鮮からの引き揚げ者で、
当時は旧制中学の生徒だったという。私が感じ
たその頃の生徒も全くそうで、教師だった私も、
新しい日本を我々の手でつくれるんだ、それこ
そ平和で民主主義の国をと素直にそう思った。
食べ物も着るものも極貧の中で、そう思えた当
時が懐かしい。
　今、日本の中には、青空どころか、暗雲ばか
りが立ちこめていはしないか。「偽り」だけがま

かり通るこの社会、しかもその国のリーダーた
るべきロータリアンを巻きこんでの、このてい
たらくはどうした事だと、旧い私は切歯拓腕す
るばかりである。
　ポール・ハリスの時代と場所はもう100年以上
も以前のアメリカだが、彼がシカゴで、同志を
募って呼びかけたその同じ思いを、今我々は実
感としてこの身に感じなければならないのでは
ないか。この社会を正すのは自分たちロータリ
アンなのだと。

パストガバナー
米沢RC 九　里　茂　三
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GSEプログラムホストからのレポート

　平成20年９月29日。ココさんが我が家へホー
ムステイに来ました。前日、歓迎会で初めてお
会いした時に、明日が誕生日と知ったので、急
いでバースデーケーキと赤いバラの花束をホテ
ルに注文しました。そして迎えた当日、何と私
たち夫婦にとっては、２人目になる孫が誕生し
たのです。初めて我が家に台湾からステイに来
たお客様と、孫の誕生日が同じになるなんて、
本当にご縁があるんですねぇ。二重の喜びの誕
生祝となりました。ココさんも、とても喜んで
くれて、我が家にいる間も、そして、日本を離
れる前の送別会の時も「孫の顔を見て来ました
か？」と、気に掛けてくれました。
　ココさんは、あっさりした性格でしたが、ユー
モアもあって面白い方でした。和服が好きとい

うことで着物を着せてあげたら、とても大喜び
でしたが、長い髪が垂れてきて顔にかかったら、
「幽霊 ―」と言って、何度も真似をするので大
笑いをしました。
　英語が不得意な私にとり、漢字で会話が出来
るので気が軽くなりました。私が、「中国語」と
言うと、｢台湾語です。｣と訂正し、台湾に対す
る祖国愛が強いという印象を受けました。ココ
さんは、デザイナーですので、彼女の写した写
真はどれも構図が素敵でした。送別会で見せて
いただいた彼女のリポートの最後に写っていた、
酒田の「傘福」は、本当に見事な美しさでした。こ
れからの、ココさんの活躍を期待しております。

（記事／高橋一夫令夫人　高橋尚子）

初めてのホストファミリーを体験して

第５ブロック 山形RC 高　橋　一　夫
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GSEプログラムホストからのレポート

　今年度、わがクラブでは初めてのGSEチーム
来日研修プログラムスケジュールの第３ブロッ
クでの３泊４日のホームステイを、わがクラブ
の佐藤GSE委員長の綿密な計画書に則り引き受
けることができました。
　じつは2007～08の大友年度でYEOプログラ
ムに参加し、台湾の台北より１年間引き受けた
経緯があったので、同国の高雄でしたので何の
ためらいもなく、またクラブメンバーや三條ガ
バナー補佐と新庄クラブメンバーの協力を得て
取り組むことができました。
　余団長含め４名のチームの内「林世徳さん」
についてですが、林さんは台湾の一流国立大学
を卒業したのち、生命保険関連に入社され26歳
にして120名余りの社員の管理者というエリー
ト青年でした。台湾国内で開催される会議やイ
ベントでは、通訳者（英語）としても活躍され
ているとのことでした。
　尾花沢での芭蕉の発句「尾花沢にて清風と云
者を尋ぬ。かれは富めるものなれども志いやし
からず。都にも折々かよひて、さすが旅の情を
も知たれば、日比とどめて、長途のいたはり、
さまざまにもてなし侍る。涼しさを我宿にして
ねまる也」と詠んでいるけれど、はたして我が
家で快適に過ごしてもらえるのかと少々不安も
ありました。
　我が家へのホームステイ
の初夜、私の家族について
事前に知らせていたせいか
「お母さまはどちらにい
らっしゃいますか？」と尋
ねてきました。私の母はい
わゆる在宅「寝たきり・胃
瘻（＜いろう＞腹壁と胃を
密着させてその孔にチュー
ブをいれて栄養剤を直接入

れる方法）」での生活であることを伝えました。
高齢化社会で在宅介護の現場を目の当たりにし、
台湾でも同じような社会になっていることが問
題であることを示唆したのです。そして、母の
部屋の階上を使う事をためらっておりました。
「大丈夫でしょうか？」と何度も尋ねてきました
が、「心配いりませんから安心して使って下さ
い。」と申し上げましたが、まだ26歳の若者なが
ら、我が家に来るや否や、その「気配りとやさ
しさ」にサプライズと感動をいただきました。
　また、ひとつ勘違いしていたのは「風呂」で
した。台湾では「シャワー」だけと聞いており
ましたが、大きな間違いでそれは「遠慮」でし
た。彼らは風呂を決して嫌いな訳でなく「一度
使ったらその都度、風呂の湯を流す習慣」だっ
たようです。台湾にもSPAはある訳ですから
ねー。我が国の習慣である同じ風呂に何人も入
ることに抵抗と遠慮があったのでしょう。
　朝食は「お粥」、夕食は「粗肴」でしたが、
「美味しい美味しい」と言っておかわりも。日本
特有のいろいろな食べ物にも挑戦し、残さずき
れいに食べてくれました。
　そしてわがクラブ斉藤会長の意気な計らいの
「銀山温泉の夜景と大きな風呂」「季節はずれの
甘く美味しいスイカ」は一生心に残ることで
しょう。

GSEチームを受け入れて

第３ブロック 尾花沢中央RC 髙　橋　　　孝
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GSEプログラムホストからのレポート

　今回、私宅でのホームステイは台湾人で、日
本語が大変上手な29歳のバリバリの女性会社員
でした。私はロータリー会員であった主人を病
気で亡くし、三人の娘は結婚して孫が近くに住
んでおりますが、一人暮らしをしております。
暫くぶりで彼女（萱さん）と４日間過して人生
の話をしたり、夜はワインを飲みながらこれか
らの彼女の夢を聞いたり、夜遅くまで語り合い
ました。山形での一ヶ月間の滞在期間中、最後
のホームステイ先なので日本人にも慣れている
し、特に彼女の日本語は台湾で４年間、日本に
留学して２年間と勉強しているので、話す・聞
く・読む・書くことはもちろん、理解力もあり
美人の女性でした。
　当、酒田湊ロータリークラブでは夜間例会を
日本料理店「北の富士」で、ちゃんこ鍋や地元

の日本酒を飲みながら交流を交わしました。言
葉が通じる事で会員とも楽しく盛り上がり、二
次会ではカラオケで大変上手に演歌を歌い、思
い出残る一夜を過しました。
　酒田湊ロータリークラブ企画の一日は、守屋
会長とメンバーの萱さん、事務局の美和さん、
そして私の４人で会員企業を訪問したり、観光
をしたりしました。途中会長宅では奥様の和服
姿でのお出迎えがあり、抹茶作法を聞きながら
和菓子を頂き、茶道のお手前を身近に見学出来、
とても喜んだようで印象にしっかり残ったと思
います。その後の松山町では、庄内平野を一望
出来る「眺海の森」で、彼女と私は夕日を眺め
ながら温泉に浸かり温まりました。彼女は誰と
でも真剣に接し、GSEのお手本になる大変素晴
らしい女性でした。

GSE訪問団と会話が通じる喜び

第１ブロック 酒田湊RC 南　間　春　子
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GSEプログラムホストからのレポート

　余（ユー）さんは、52歳のチームリーダー。
ロータリー歴は10年でチームリーダーとしては
若い方です。奥様は小学校の先生で二人の娘さ
んがいます。昨年家族で北海道旅行をされたそ
うで、親日家の印象を受けました。一番上の娘
さんはロータリーの交換留学生として現在タイ
で留学生活を送っています。
　職業は電子部品設計で、ロータリーネームは
「日立」さん。台湾のクラブ会員は「ロータリー
ネーム」を持っていて、大抵自分の職業に因ん
だ名前を付けています。第3510地区のガバナー
は「スーパー」さんと言う方ですが百貨店経営
者です。
　ホストファミリーでの様子を紹介すると、温
厚な人柄である余さんは日本語が話せるので、

ホストファミリーと楽しい時間を過ごせたよう
です。言葉が通じなくてもコミュニケーション
は取れますが、やはり言葉が通じると台湾の事、
日本の事、家庭や趣味などいろんなことが話題
に出来ます。趣味と言えば、よく山に登られる
そうで、台湾の３千メートル級の山は全て踏破、
日本の南アルプス、北アルプスの山々にも登っ
た経験があるそうです。
　あるご家庭でお風呂に入ってもらおうとお湯
の温度は40度で良いですかと尋ねたら、25度で
良いとの事。健康に気遣い、体を鍛錬している
ということでした。これからも益々活躍され、
日本と台湾との友好にご尽力いただければとい
う思いを強く致しました。

GSEチームのホームステイを終えて

第２ブロック 鶴岡RC 嶺　岸　禮　三
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 南 陽 東 RC20　 周 年 記 念

　南陽東ロータリークラブは、本年20周年を迎
え、今までの活動の反省と今後の発展のために、
20周年をけじめとして何が必要なのか考えてみ
ました。その結果20周年記念のメイン事業とし
て、多くの市民の皆様に感動的なお話を聞いて
いただこうという事で、島田洋七講演会を企画
し、当初の目標を大きく上回る1,400名の参加を
頂いて開催する事が出来ました。この講演会の
開催経緯の中で、私達の20年間の歩みも紹介し
ながら、ロータリー活動を理解していただくと
共に、今後の社会奉仕活動の上で本当に必要と
されている団体等に幅広く、援助できるようPR
をさせていただきました。

　記念式典におきましては、海外クラブとの交
流とマッチンググランド等による支援活動が積
極的に進められるようインドネシアバリ島のウ
ブドロータリークラブとの姉妹クラブの締結を
する事が出来ました。これを契機に今まで以上
に海外の恵まれない地域の人々に援助してまい
りたいと思います。
　祝賀会では、本当に喜んで頂けるよう盛り上
がりのある企画をいたしまして、満足していた
だける祝賀会だったと思っています。
　20周年記念の成功を土台として、会員一同な
お一層精進を重ね南陽東ロータリークラブを発
展させてまいりたいと思います。

南陽東RC20周年を迎えて

南陽東RC 和　田　　　廣

バリ　ウブドRCとの姉妹クラブ調印式 20周年記念講演　島田洋七氏講演会

南陽東RC会長挨拶
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酒田中央ロータリークラブ
８／29 （金）　池田健一会長、中山一幹事
於／ホテルリッチ＆ガーデン
　本日は、公式訪問の後に希望ホールで松平定
知氏の講演会、その後同ホテルでIM、大懇親会、
長いロータリーデーになりそうです。ガバナー
の体調は大丈夫でしょうか。
　10時45分より会長幹事会が始まり、次年度会
長・幹事も同席して頂く。定款第５条には、きっ
ちり四大奉仕が明記されていました。JCやソロ
プチなどだぶってロータリーに入っても良いと
のこと、CLPにこだわる必要はなく、いいとこ
取りでいいといったアドバイスがありました。
会員のID番号を知らせ名簿に載せるといった
指摘もありました。12時15分より例会が始まり、
昼食後すぐガバナーの卓話があり、次の例会プ
ログラムがあることに気を遣われ、卓話が短く
なってしまったのは少し残念でした。
　ガバナー公式訪問とIMが同じ日になってし
まったことについては、大変申し訳なく思って
おります。何とか無事ロータリーのお祭りが終
わりました。懇親会までガバナーには御参加頂
きましたが、今日も大久保幹事の車で山形に戻
られました。タフですね。

（第１ブロックガバナー補佐　熊谷芳則）

鶴岡・鶴岡東・鶴岡南ロータリークラブ
９／２ （火）　樋渡美智子会長、越智茂昭幹事
於／東京第一ホテル鶴岡（鶴岡）
９／３ （水）　五十嵐勇会長、斎藤茂太幹事
於／グランドエルサン（鶴岡東）
９／４ （木）　恩田次郎会長、榎本久靜子幹事
於／東京第一ホテル鶴岡（鶴岡南）
　第２ブロック公式訪問の第２弾が、９月２日
の鶴岡RCをスタートに９月３日の鶴岡東RCと、
９月４日の鶴岡南RCまで３日間連続で行われ
ました。武田ガバナーと大久保地区幹事には、
３日間連日山越えでお越し頂きました。ご苦労

様でした。有難うございます。
　初日、９月２日訪問の鶴岡ロータリークラブ
は、第2800地区でも老舗の来年創立50周年を迎
えるクラブです。次の日、９月３日訪問の鶴岡
東ロータリークラブは、会員数が50名と第２ブ
ロックで一番多いクラブです。３日目、９月４
日訪問の鶴岡南ロータリークラブは、今年15周
年を迎える第２ブロックで一番若いクラブです。
　武田ガバナーには、第２ブロックで歴史が一
番長いクラブから中に中堅処のクラブを挟んで
一番短いクラブへと連続に訪問して頂きました。
午前中に行われた会長・幹事会と引き続きの委
員長を交えての懇談会では、其々のクラブの現
状・問題点やRI・地区の事項等について、活発
な話合いが行われました。公式例会訪問では午
前中の懇談会を踏まえて、ロータリーの原点に
ついて解りやすいスピーチが有りました。
　９月３日は鶴岡東RCの例会終了後に、武田ガ
バナーに鶴岡市内４ロータリークラブの会長・
幹事、地区幹事とガバナー補佐が同行して、鶴
岡市長へ表敬訪問を行いました。

（第２ブロックガバナー補佐　後藤　正）

東根中央ロータリークラブ
９／８ （月）　黒沼建一会長、三宅一人幹事
於／花の湯ホテル
　９月８日東根中央ロータリークラブへ、武田
ガバナーの公式訪問がありました。会長幹事会
では、昨年度５名の新入会員があったので、新
入会員のサポートの仕方や育て方について、他
のクラブの例等をまじえて特に詳細に御指導下
さいました。例会の卓話では、ロータリーの本
質とRIの現状について、わかりやすくお話をし

 武田ガバナー公式訪問　記

鶴岡東葛

滑鶴岡

滑鶴岡南
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て下さいました。例会終了後、全員で記念写真
を撮り、武田ガバナーのご健康とご活躍を祈念
してお送りしました。暑い中ご苦労様でした。

（第３ブロックガバナー補佐　佐伯信一）

酒田スワンロータリークラブ
９／９ （火）　菊地安範会長、小川和夫幹事
於／ホテルサンルート酒田
　少し期間が開き、９月に入ってからの公式訪問。
　11時より会長幹事会がスタート。会員増強に
対する菊地会長の熱い想いが感じられる。ガバ
ナーからは、“士”のついている職業の人を勧誘
した方がいいというアドバイスがありました。
　年次計画書について、会長メッセージが少し
足りない、地区目標が入っていない点、委員会
の組織図を見やすくするといった指摘がありま
した。12時半より例会が始まり、昼食後卓話の
中では、１地区標準会員数は3,000人といった
話や、定款・細則の重要性、第１ブロックでは
唯一のローターアクトクラブを運営して会員を
増やしているといった内容でした。会員の顔が
良く見えるクラブなんだと感じました。
　夕方より治郎兵衛さんでガバナーの慰労会を
盛大に執り行い、二次会までお付き合い頂きま
した。初めて酒田に宿泊。

（第１ブロックガバナー補佐　熊谷芳則）

酒田湊ロータリークラブ
９／10 （水）　守屋紀男会長、庄司豊幹事
於／ホテルサンルート酒田
　いよいよ第１ブロック最後の公式訪問。
　11時より会長幹事会ですが、ほぼ全員のメン
バーが出席し、気合いが入っている感じです。

　ガバナーからは、理事と役員は別であり決定
権があるかどうかの違い、役員は実施するメン
バーであり実際に仕事をする役割があるといっ
た指導がありました。12時半より例会がスター
ト。昼食は昨日と同じ場所ということもあり、
残念ながら同じメニューでした。
　卓話は、ロータリーの歴史から会員増強に至
るまで多岐にわたり、守屋会長からは、今まで
のガバナー訪問でこんなに詳しく指導して頂い
たことはなかったと感謝をもらいました。
　私も７クラブの公式訪問で同行させて頂き、
微に入り細にわたってわかり易くロータリーを
語られるガバナーは、ミスターロータリーと呼
んでも過言ではなく、知識と行動が一致してい
るすばらしいガバナーであると感じました。

（第１ブロックガバナー補佐　熊谷芳則）

村山ロータリークラブ
９／16 （火）　瀧田稔会長、仙野宗助幹事
於／みちのく村山農業協同組合楯岡支店２階
　村山市楯岡の村山農協楯岡支部において第３
ブロック北部７クラブ初のガバナー公式訪問が
行われました。武田ガバナーとして38番目の公
式訪問です。仕事の都合で午前中の会長・幹事・
委員長会議には出席がかないませんでしたが、
例会には出席させていただきました。創立50周
年を間近に控える老舗クラブであり、かつ、
チャーターメンバーの方が矍鑠としていらっ
しゃる大変すばらしいクラブでした。例会では
例年のクラブ協議会の形式をとらず、忌憚のな
い意見がたくさん出され、ガバナーの卓話の後
も多くの質問が寄せられておりました。

（第３ブロックガバナー補佐　三條典男）
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小国ロータリークラブ
９／17 （水）　安部昌晴会長、今良明幹事
於／レストハウスサンライズ
　９月17日第６ブロックＢ地区の小国クラブの
公式訪問が行われました。ガバナー事務所から
は県内で一番遠いクラブです。
　10時30分より会長幹事、次期会長幹事会を行
いました。武田ガバナーより適切なご指導をい
ただきました。その後11時30分から各委員長さ
ん出席の懇談会が行われ活発な意見交換が行わ
れました。会員数15名と少ないですが少数精鋭
で活動を行っているクラブです。
　12時30分から例会が行われ武田ガバナーより
ロータリーについての卓話がありました。

（第６ブロックガバナー補佐　遠藤正美）

尾花沢ロータリークラブ
９／18 （木）　土田隆会長、尾内藏之助幹事
於／アメリティーホール　フリーダム
　尾花沢市徳良湖畔にあるステーキハウスにお
いて第３ブロック北部２番目の公式訪問が本年
度39番目として行われました。湖の補修のため
水を抜いていると言うことで湖水の眺めは今ひ
とつでしたが、趣のある木造の建物で活発な論
議が行われました。年次計画書がぎりぎりに
なってしまったり、そのせいか多少の誤植が指
摘されるなどのハプニングも有りましたが、
ロータリー財団について、ポールハリスフェ
ローについて等、詳細にわたってガバナーから
ご指導があり、今まで気づかなかった事につい
てずいぶん勉強されたようでした。

（第３ブロックガバナー補佐　三條典男）

天童西ロータリークラブ
９／22 （月）　佐々木孝一会長、中島正晴幹事
於／ホテル王将
　９月22日天童西ロータリークラブへ武田ガバ
ナーが公式訪問致しました。10時30分からの会
長幹事との懇談会では、時間が過ぎるのを忘れ
るほど熱心に、意見交換が行われました。その
後12時30分からの例会では、佐藤豊彦ガバナー
エレクトの挨拶があり、その後武田ガバナーの
スピーチは、ロータリーとは何か、ロータリア
ンの心得を易しく話して下さいました。会員増
強５名を目標とする佐々木会長、中島幹事のご
活躍をお祈り致します。地区大会を間近にして
同行の大久保幹事共々ご苦労様でした。

（第３ブロックガバナー補佐　佐伯信一）

最上ロータリークラブ
９／30 （火）　井上和雄会長、佐藤満寿美幹事
於／荘内銀行向町支店２階　会議室
　活発な討議が行われ、特に財団関連の質問が
多く寄せられました。これは、第３ブロックに
おいてもっとも混乱している問題と思われまし
た。また、若い会員から積極的にガバナーに質
問が出され、人数が少ないクラブではあります
が、今後に期待が持たれると思われました。

（第３ブロックガバナー補佐　三條典男）
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 わ が ク ラ ブ 紹 介

皿酒田ロータリークラブ皿
　　いよいよ平成21年９月に、我が酒田ロー
タリークラブは輝かしい創立50周年という大
きな節目を迎えます。それから二年前（2006～
2007年度）には、第１ブロックで三人目とな
る関原ガバナーを輩出し、我がクラブの歴史
に記録しました。また、今年度からホームペー
ジ内に「ブログ」欄を新設し、毎回の例会風
景やクラブ内・外活動プログラムをタイム
リーに紹介しておりますので、ご覧頂きまし
て叱咤激励のコメントをお願い致します。
●ブログ・アドレス：http://pub.ne.jp/sakata/

皿酒田東ロータリークラブ皿
　今年度は第１ブロックが一丸となって元
NHKアナウンサーの松平定知氏をお招きし、
市民会館にて講演会を開催いたしました。新
たな試みとして、地域に開かれたロータリー
を目指し、約千名の皆様にロータリー活動を
PRすることができました。酒田東ロータリー
クラブは41年の歴史とともに会員相互の信頼
関係を築いてまいりました。そのフェロー
シップを土台とし、常に新しいことに楽しん
でチャレンジしていくクラブとして活動して
いきます。

皿鶴岡西ロータリークラブ皿
　昨年度より当クラブでは地域に根ざした新
たな奉仕事業を立ち上げました。会員の専門
知識を活かして様々な相談に応じる「生活な
んでも相談会」。また、出羽庄内国際村の協力
を得て、外国から当地へ来た方々にも「無料
相談会」を実施し、一定の評価を得ました。
健常者と障がいを持つ人とが卓球を通じて交
流を図った「ノーマライゼーション親善交流
卓球大会」は新聞にも大きく掲載されました。
これら事業は今年度も引続き実施されます。

皿鶴岡ロータリークラブ皿
　　当クラブでは社会奉仕活動の一環として、
鶴岡ローターアクトクラブとの合同開催で、
鶴岡市由良の香頭ヶ浜の清掃活動を1997年よ
り実施している。今年も去る10月19日、秋晴
れのもと両クラブの会員24人をはじめ、交流
のある「児童家庭支援センター七窪思恩園」
の児童など、合わせて約40人の参加でおよそ
２時間かけ
て 清 掃 を
行った。
　清掃の後
き れ い に
なった海岸
で、参加者
全員で芋煮
と焼き芋を
楽しみ、思
恩園の子供
たちとの交
流も深めた。

ノーマライゼーション親善交流卓球大会　2008.１.19
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皿鶴岡東ロータリークラブ皿
トンネル工事現場へ移動例会

　日本海沿岸東北自動車道“日沿道”計画の
2496ｍのトンネル工事現場。現在秋田県能代
から大館までと、秋田県の仁賀保から新潟県
の中条までがつながっていないのです。（この
高速道路はほとんど無料区間です）
　我がクラブの近くの工事現場を見学してき
ました。初めてのトンネル工事の現場見学。
なんと作業員が30人、日夜交代だそうです。
すべて機械化で30人すべてオペレーターで、
事故が一番気を付けているそうです。現場長
さんが昼食を共にしながら優しく説明してく
れました。この高速道路が出来たら、鶴岡か
ら東京ま
でグンと
近くなり
ます。道
路特定財
源も少し
は理解で
きました。

皿遊佐ロータリークラブ皿
　奉仕プロジェクト委員会の活動として10月
７日会員の参加により、秀峰鳥海山の４合目
に位置し眼下に日本海と庄内平野が一望でき、
登山の利用拠点となる国民宿舎大平山荘の駐
車場のごみ拾いを昨年に引き続き実施した。
周囲は紅葉が初まっておりそんななか作業を
し、心地よい汗を流し１時間程で終了した。

物 故 会 員
謹んでご冥福をお祈り申し上げます

 新 入 会 員 紹 介

坪野　良美 君
所属クラブ：天童RC
入会日：2008. ８. １
職業分類：電子機器製造業

三浦　義信 君
所属クラブ：酒田RC
入会日：2008. ９. 24
職業分類：宿泊施設

梅津　敏光 君
所属クラブ：酒田RC
入会日：2008. 10. ８
職業分類：生命保険

新関　　学 君
所属クラブ：天童RC
入会日：2008. 10. 10
職業分類：印刷業

遠藤　啓子 君
所属クラブ：米沢中央RC
入会日：2008. 10. 22
職業分類：住器販売

佐藤ツヤ子 君
米沢おしょうしなRC
2008年11月４日　ご逝去
享年61歳

月信11月号  ４ページ  右側６行目
高橋文夫 パストガバナーが
高橋文男 パストガバナーと
なってしまいました。
ここに訂正とお詫び申し上げます。

お詫び
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 10　 月　 会 員 数 ・ 出席率

10月
出席率

当　月増減数内
女性会員

内女性
会　員

2008.10.31
会員数

内女性
会　員

2008.7.1
会員数クラブ名ブロック

減増
80.36％11436436酒 田1

第
１
ブ
ロ

ク

71.33％336336酒 田 東2
97.44％1312遊 佐3
95.00％44八 幡4
74.05％3838酒 田 中 央5
91.67％412412酒 田 ス ワ ン6
96.25％1316215酒 田 湊7
65.70％546544鶴 岡8

第
２
ブ
ロ

ク

81.09％342342鶴 岡 西9
81.94％137137余 目10
94.05％2323立 川11
67.86％1－1248349鶴 岡 東12
80.00％418317鶴 岡 南13
100.00％1253251天 童14

第
３
ブ
ロ

ク

97.00％2727村 山15
84.78％1323221新 庄16
85.87％2324尾 花 沢17
92.26％4444東 根18
81.25％120120最 上19
74.00％5352天 童 東20
87.65％2728天 童 西21
82.93％142142東 根 中 央22
94.44％1819尾 花 沢 中 央23
77.17％523523村 山 ロ ー ズ24
86.36％2222新 庄 あ じ さ い25
95.49％5556寒 河 江26

第
４
ブ
ロ

ク

95.00％2525大 江27
83.87％1414朝 日28
70.71％13334河 北29
98.48％3635寒河江さくらんぼ30
64.77％2323西 川 月 山31
94.19％18786山 形32

第
５
ブ
ロ

ク

92.11％1120120上 山33
94.66％100100山 形 西34
96.23％7676山 形 北35
98.20％2829山 辺36
89.89％6161山 形 南37
77.08％1616中 山38
75.86％14444山 形 東39
77.48％437437山 形 中 央40
70.83％134134山形イブニング41
100.00％1857756米 沢42

第
６
ブ
ロ

ク

90.52％－1129230長 井43
95.45％455455米 沢 上 杉44
100.00％223223南 陽45
92.65％1717白 鷹46
87.94％347348高 畠47
97.73％1514小 国48
96.23％11353252米 沢 中 央49
100.00％14747南 陽 東50
100.00％1920長 井 中 央51
85.71％1415川 西 ダ リ ア52
75.27％331331米沢おしょうしな53
85.71％235235南 陽 臨 雲54
86.50％552731875701871地 区 全 体
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酒田スワンロータリークラブ例会場変更のお知らせ

拝啓　時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。

　当クラブでは11月11日 （火） より下記の通り例会場を変更することに 

なりましたのでご報告申し上げます。  敬具　

 　酒田セントラルホテル（平成20年11月11日より）

　　　　　　〒998－0033　山形県酒田市中央東町４番22号

　　　　　　電話 0234－26－1221　Fax 0234－26－1228

※例会曜日ならびに例会時間などに変更はありません。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局／〒998－0836

　　　　山形県酒田市入船町５－１ シティハウスぐれーぷ２Ｆ

　　　　TEL・FAX 23－8139　E-mail：swan08@rid2800.jp

新例会場

　今年は、台風が一度も国内に
上陸しなかった珍しい年で、こ
の様な冬は寒さが一段と厳しい
のが今迄の例だそうです。
　原油の高騰に伴う諸物価の値
上げラッシュに始まり、米国の
サブプライム問題に端を発した
世界同時不況は来年も引き続い
て、雌伏の年になるのではない
かと予想され、我々にも大きな
影響が有る事は論を待ちません。
　ガバナー月信発行も６号目に
なり、折り返しの時期を迎えま
した。１月号からはまた、想い
を新らたにして再度、意義有る
月信にしたいと存じます。
　来る2009年が、皆様にとりま
して、素晴らしい年であります
よう、ご祈念申し上げます。
月信委員長　青山治右衛門　

編集後記

酒田東ロータリクラブのホームページ開設

　酒田東RCのホームページを新たに開設いたしました。皆様一度ご覧に
なって下さい。http://ww22.tiki.ne.jp/~sakata-e/

第254号

文庫
通信

 ロータリー文庫 　　〒105－0011　東京都港区芝公園２－６－15　黒龍芝公園ビル３Ｆ
　　　　　　　　　　TEL （03） 3433－6456　FAX （03） 3459－7506　http://www.rotary-bunko.gr.jp
　　　　　　　　　　開館＝午前10時～午後５時　休館＝土・日・祝祭日

　「ロータリー文庫」は日本ロータリー50周年記念事業の一つとして1970年に創立された皆
様の資料室です。
　ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、２万余点を収集・整備し皆様のご利用に
備えております。閲覧は勿論、電話や書信によるご相談、文献・資料の出版先のご紹介、絶
版資料についてはコピーサービスも承ります。また、一部資料はホームページでPDFもご利
用いただけます。
　クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備えてありますので、ご活用願います。以
下、資料のご紹介を致します。

◎ 「私の考える経営」
　伊藤　謙介　2008　８ｐ　（Ｄ.2690）
◎ 「構造改革とこれからの日本経済」
　竹中　平蔵　2008　８ｐ　（Ｄ.2660）
◎ 「日本のこれから、日本人のこれから」
　藤原　正彦　2008　８ｐ　（Ｄ.2580）
◎ 「津波が変えた私の人生」
　道下　俊一　2008　10ｐ　（Ｄ.2780）
◎ 「命を地域で支えるあたたかな人と人とのつながり
をつくろう」

　鎌田　　實　2007　15ｐ　（Ｄ.2550）
◎ 「未知への挑戦～

箱根駅伝・アテネオリンピックなどを振り返り」
　澤木　啓祐　2008　13ｐ　（Ｄ.2510）
◎ 「メジャーリーグに学ぶ経営戦略

～日本人の知らないメジャーの常識と人づくり」
　タック川本　2008　20ｐ　（Ｄ.2790）

◎ 「薩摩の郷中教育と薩摩焼」
　西郷　隆文　2008　16ｐ　（Ｄ.2690）

［上記申込先：ロータリー文庫（コピー／PDF）］

――――――――――――――――――――――――

◎ 「ロータリーモザイク」　ハロルドＴ．トーマス著　
松本兼二郎 訳　2006　329ｐ
　50年間のロータリーライフに基づき、一人のロー
タリアン（元RI会長）が綴った1905～1970年までの
ロータリーの思想・方針とプログラム、そしてロー
タリアンのそれぞれの進化の物語です。彼は「ロー
タリーはロータリアンすべての参加によって初めて
出来たものである」と述べています。本書を一読す
ることにより、全てのロータリアンに与えられてい
るロータリー運動への参加の機会と可能性と期待と
がはっきり認識できるでしょう。

［申込先：ロータリー文庫　領価1,500円］

地区大会記念講演から



12ＳＣＨＥＤＵＬＥ
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ロ ー タリー家族月間

　ナンブソウは、北海道と東北地方に自生するメ
ギ科の多年草です。山形県内では、竜山ほか数ヶ所
にしか自生が確認されておらず、絶滅が心配され
ている植物のひとつです。
　この植物は、地中に根茎をもち、その先端部か
ら、細長い葉柄と３枚の小葉からなる葉を地上部
に伸ばします。花茎も根茎の先端部から伸ばしま
すが、長さは葉柄よりも長く、その先に多くの小さ
な白い花からなる穂状花序（すいじょうかじょ）を
つくります。近づいて観察してみると、３枚の小葉
が同じ形でないこと、花には花弁やガク片がない
ことなど、他の植物とは異なる点を多く見つける
ことができます。
　落葉広葉樹の林床に咲くこの植物は、学名を
Achlys  japonica といい、属名のアクリスはギリ
シャ語の「暗黒の女神」からきています。この花を
薄暗い林の中で見つけた人は、なんとか弱い女神
なのかと思うのではないでしょうか。
（野草園での花期は、５月～６月）

写真文章提供：山形市  野草園　伊藤　一

ナンブソウ（メギ科）

国際ロータリー第2800 地区
2008 年～2009 年度ガバナー

武　田　和　夫
■ガバナー事務所
〒990-0031　山形市十日町１－１－26
歌懸稲荷神社　社務所ビル２階

TEL　023（633）3890　FAX　023（633）3891
E-mail off ice2008@rid2800.jp
URL http://www.rid2800.jp/
RIホームページ http://www.rotary.org/

４つのテスト
１．真実か　どうか
２．みんなに　公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか
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 日 曜 日 地区行事 

第２ブロックIM・鶴岡南RC15周年
（鶴岡東京第一Ｈ）

第２回諮問委員会・AG・委員長会議
（山形グランドホテル）

次期第２回AG・大小委員長会議
GE国際協議会出発歓送会

第４回YEO会議（天童）（12/20－21）

ガバナー事務所年末休み

ガバナー事務所年始休み

全国米山奨学会セミナー
（メルパルク東京）

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火　天皇誕生日

水

木

金

土

日

月

火

水

木　元日

金

土

日

月

火

水

木

金

土 10



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /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 true
  /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 ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


