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ハードカバーと雑誌ガバナーメッセージ

　人は外界のいろい
ろな情報を得るため
に五感を働かせてい
る、触れる、嗅ぐ、
味わうなどはその対
象物の近くまで行か
なければならない。
見る、聞くは離れて
いても、テレビ、ラ
ジオ、写真、CD、雑
誌などを通じて情報
を得ることができる。

　毎日配達される新聞に折り込みチラシが挟ま
れ、スーパーやマンション、パチンコ店の広告
が入る。お肉はどこのお店がお買い得なのか、
パチンコ店の新台入替え、求人広告も最近では
少なくなったが、時々入っている。これらがま
とめられると無料で配布されているタウンペー
パーとなる。いつどこでどんなイベントがある
のか、どこの店のラーメンの特色はとか、情報
がたくさん入っている。
　以前は音楽会、展覧会やイベントの情報を集
めた「ピア」という雑誌があったが、パソコン
やケイタイを使えば、無料で素早く情報が取れ
るので消えてしまった。ITのホームページは花
盛りだが、サーと流しながら興味を引くものや、
旅行の目的地の地図はやはりプリントして持っ
て行きたい。
　ワープロ、パソコンの普及で原稿用紙とにら
めっこすることが少なくなった、パソコンはい

つ中断してもよく、挿入、削除の推敲が楽に出
来るので、定年退職後に自分史などを作る人な
どが増えている。
　本は15世紀のグーテンベルグの42行聖書以来、
重厚な革表紙が本の品格とされ、ペーパーバッ
クは安さと持運びの手軽さだけが取り柄とされ
た。雑誌特に週刊誌などは新聞同様その場限り
で、電車の網棚やベンチに放置されることもあ
る。定期刊行物の学術誌などは、保存目的で一
度解体して広告ページを除け、年度ごとに合巻
製本しハードカバー本にしている。だがこうな
ると、ページを捲るにもよいしょという感じで
気楽に読むことができない。その点雑誌は気楽
だ、気楽過ぎて半分よんで新しい雑誌が来ると、
新聞紙と重ねて資源ごみに出されたりする。ま
た学問は雑誌からハードカバーの本になった時
は、中身はもう時代遅れと揶揄される。雑誌こ
そ最新知見と思っていたが、最近はインター
ネットで投稿し、閲覧もパソコンからというの
が多くなった。発明や特許のスピードが大切な
世界では、活字と紙ではもう遅いのかもしれない。
　だが印刷物の雑誌はどこにでも持ち歩ける、
ベッドで仰向けでも読むことができる。それに
日本は横書き縦書き自由自在な、世界でも稀な
文字文化を持っている。それを最大に生かした
のが「ロータリーの友」だろう、The Rotarian
はあまり面白くない、それは縦書きのページが
ないからだろう。ロータリーの知識と情報は
「ロータリーの友」の横書きページから、友愛と
親睦は縦書きページに求めよう。

第2800地区ガバナー

武田　和夫
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 ロータリー雑誌月間にあたって

　「ロータリーの友」の
地区委員長を拝命して
から、次期を含めて12

カ月が経過しました。今迄「友」が配布されて
も、大きな見出しと、地元で投稿した文章と、
横書きの（ロータリーとは）位しか読まなかっ
た私は、最初は何をするのかも分からず、年４
回東京での引き継ぎ、オリエンテーションに出
席をして頂ければそれで良い、という様な事で
引き受けた次第ですが、それが毎月「友」を読
んだ感想文を、毎月15日迄、「友」に提出しなけ
ればなりません。それにもまして「友」を隅か
ら隅まで読まなければならないし、最初は苦痛
に感じましたが、今までいかにロータリアンと
しての知識がなかったか、在籍33年目にして、
つくづく勉強させられた感じで、今では「友」
をきちんと読んでいれば良かったと思ってい 
ます。
　「ロータリーの友」は国際ロータリー（RI）
の認可を受けた、ロータリーの地域雑誌、月刊
誌で「ロータリーの友」と電子媒体であるホー
ムページ「ロータリージャパン」を友委員会、
友事務所で制作運営に当たっています。
　「ロータリーの友」はロータリーについての情

報誌です。広報誌ではないので、ロータリー以
外の方々を対象にして編集されておりません。
広報はホームページ「ロータリージャパン」。開
けばロータリアン以外の人々に知ってもらうた
めの情報、ロータリアンにとっての情報がつ
まっております。一度開いてみてください。
　古い話ですが、1994年11月号に掲載された新
居浜南RC「友へ全員が投稿　ガバナー賞を受
賞」という記事が印象に残っております。「友」創
刊40周年の節目に、新居浜南クラブのさわやか
な南風を、全国のロータリアンに送ろうと、わ
がクラブ独自で「雑誌年間」と定め、一人、年
間１回「友」への投稿を重ねた。投稿は昨年の
８月から募り本年５月で締め切ったが、投稿数
は会員66人中、61人に達した。掲載状況は回数
で１RCとしては全国平均の26倍、ポイント数で
27倍、そして第2670地区内RC全体の中の３分の
１を独占する成績となった。それが地区クラブ
奉仕委員長の推挙により、名誉あるガバナー賞
をいただくことになった。というものでした。
総じて物事を成し遂げるには、やる気、元気、
根気が必要です。みんなのクラブでも目標を決
め、今から実践してみませんか？素晴らしい成
果が得られるはずです。

ロータリーの友委員長
山形南RC 長谷部　成　昭
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 イエス・ウィー・キャン

　昨年の暮れ、職を
失った若い青年が巷に
溢れ、住む家もなく、

金もなく、街を彷徨う姿がニュースで流れた。
皆な涙したと同時に憤りを感じたことだろう。
お正月を迎えるというのに何という事だ概と。
　100年に１度という急激な世界経済不況に
よって、派遣社員が何の前触れもなく、解雇さ
れた為だという。解雇した社長も、蔭では「申
し訳ない」と涙していることだろう。ロータリ
アンも多かったのではないかと思いやると、断
腸の思いでありました。こんな状況になったの
も、グローバリズムが世界を風靡した時、労働
者派遣法の規制緩和があり、1995年の派遣対称
業種の自由化以降、派遣労働者の急増があった
ことにもよるとも言われています。
　ロータリアンは、才能と独自性ある経験豊か
な人々です。そのロータリアンが知識を分かち
合えば、人々の人生と社会を、明るく照らすこ
とができます。
　今、山形は、悪い事ばかりでなく、善い事も
沢山あります。先ず、庄内地方を舞台にした映
画「おくりびと」が、米アカデミー賞外国語映
画賞を受賞し、列島の話題をさらっている。そ
して各地の上映会場には、連日多くの人達が列
をつくっている。一方、米沢の基礎を築いた400
年前の戦国の武将・直江兼続が主人公のNHKの
大河ドラマ「天地人」は好評で、平均20％を超
す高い視聴率を誇っていて、米沢市では開幕し
た天地人博が大好評で多くの観客を呼んでいる
という。また、モンテディオのＪ１昇格と共に、
第１戦ジュビロ磐田に、歴史に残る６－２で大
勝し、県民を熱狂させた。これからのモンテディ
オの戦いには観客、応援団も大々多数集まる 

ことでしょう。これらは雪国山形の咲かせた花
です。
　そこで、ロータリーの公共イメージのアップ
と、社会奉仕活動として、各ブロックで、また
は連合して、これら観客から、増え続ける「ネッ
トカフェ難民」や「ワーキングプア」といわれ
る人たちへの救済募金活動を行ったら如何で
しょうか。
　この事が、一般市民の認識を高め、私達ロー
タリアンの汗を流している姿に感謝と敬意を示
す人々を増やし、「よーし、私たちも負けていら
れないぞ」という勇気を、出させる源となるこ
とにならないでしょうか。
　これができたなら、新しいロータリーの活力
を取り戻す事が出来ると思います。
　ロータリーとは、夫々の職業を異にしながら
も考えを同じくする人々の集まりです。清く温
かな心の持ち主である会員たちが、地域社会に
奉仕の手を差しのべる時、ロータリーは社会か
ら真の意味で認められる事になるのではないで
しょうか。私は信じます。

パストガバナー
長井RC 渡　部　保太郎
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　２月21日土曜日、第
５ブロックIMが中山
RCがホストクラブと
なり開催され、成功裡
の内に終了致しました。

　中山RCは会員数15名の小さなクラブですが、
村山欽一実行委員長、工藤芳夫会長を中心に
ガッチリと纏まり、参加会員200名のIMを見事
に終えることが出来ました。ホストクラブ中山
RC会員の方々に厚く感謝申し上げます。ガバ
ナー補佐として武田年度中山RCと共に歩んで
参りましたが、当初は15名の少人数でIM開催は
苦労が多いものと心配していたものです。とこ
ろが８月での例会だったでしょうか、村山欽一
実行委員長より来年２月のIMの企画素案が示
されました。会場、IM講師の決定からコンパニ
オンの依頼まで細かく出来ておりました。開催
日の半年も前から準備が出来ていた訳で、その
手際の良さに驚き感服致しました。会員の方々
が一人２役～３役と受け持ち、会員の奥様方も
総動員、中山RC真髄を見せて頂いた訳です。
　東李建RI会長は［夢をかたちに］を掲げ、ま
た武田ガバナーは［楽しいロータリーで仲間を
増やそう］を地区目標に掲げられました。今回
の中山でのIMを通して、中山RCは夢をかなえ
多くの仲間を増やした事と思います。このIMで
得た成果を踏まえて、ロータリーの理想に向
かって進んでいくことでしょう。今後のご活躍

に期待致します。
　今回のIM特別講演は［ICTユビキタス社会の
現状と将来、および環境への対応について］の
表題で、KDDI研究所所長秋葉重幸氏が講演下
さいました。元来ユビキタスとは［同時にどこ
にでも存在する］事を意味する英語ですが、良
くIT分野で使われる言葉です。現在社会に相応
しい講演でも有りましたが、少し難しいところ
もありました。
　村山欽一実行委員長の教え子が秋葉講師でも
あり、まさに師弟関係、村山欽一実行委員長の
お力から遺憾なく発揮され、IMの成功に繋がっ
た訳です。
　また、懇親会では第５ブロック200名の会員が
親睦を深め、フラメンコの舞踊を楽しみながら
大いに交流に花を添え、誠に充実したIMであり
ました。
　最後になりますが、ホストクラブ中山RCに厚
くお礼申し上げます。

 第５ブロックIMを終えて

第５ブロックガバナー補佐
山形北RC 中　村　昂三郎
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新旧ガバナー補佐・大小委員長会議　地区チーム研修セミナー

　２月21日 （土） に天童
市総合福祉センターに
て「新旧ガバナー補佐・

大小委員長会議と地区セミナーが開催されまし
た。武田ガバナー始め大友直前ガバナー、野川
パストガバナー、塚原ガバナーノミニー、新旧
のガバナー補佐、大小委員長が一同に会し、会
議が行われました。
　鈴木次期事務局長の進行のもと地区新旧引継
会が行われました。黒田次期資金委員長による
開会の挨拶に続き武田ガバナーよりご挨拶を頂
きました。大久保地区幹事より現チームの紹介
があり、伊藤次期地区幹事より新チームの紹介
がありました。
　その後、引継分科会が会場を各部屋に分散し
行われました。各委員会とも真剣にかつ和やか
に引継の話し合いを進行していました。そして
昼食・休憩後に第３回ガバナー補佐研修会・次
期地区大小委員長会議が行われました。
　始めに、研修リーダーの大友直前ガバナーよ
りあいさつを頂きました。次に佐藤ガバナーエ
レクトより国際協議会での内容の報告がなされ、
ジョン・ケニー次期RI会長方針及び地区運営方

針を述べられました。そして「ロータリーの未
来はあなたの手の中に」とのRIテーマと「地域
にやさしさを　ロータリーに活力を」の地区目
標が発表されました。更にCLPに対応する委員
会構成についての話もありました。
　その後次年度委員長より各委員会の活動方針
発表がありました。
　最後に野川パストガバナーより講評を頂き、
研修リーダーとして大友直前ガバナーより話を
頂き、伊藤次期地区幹事より今後の地区日程の
確認がありました。
　そして次期地区副幹事の山口天童RC会長の
閉会の挨拶で全日程が終了しました。

ガバナーエレクト
天童RC 佐　藤　豊　彦
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 奉仕プロジェクト（新世代）セミナー報告

　｢奉仕プロジェクト
（新世代）セミナー｣。
このセミナーには青少

年交換、新世代ライラ、インターアクト、ロー
ターアクトの各小委員会が含まれます。セミ
ナーの討論内容は事前に一切決めず、各委員会の
現況、また問題点を報告してもらいました。県内
の54クラブが全てこの新世代に係わっているわ
けではないので、参加された方々には少し理解し
にくいところがあったかもしれませんが、現状を
知るには十分な内容があったと思っております。
　まず青少年交換。以前に関西で開かれたRI国
際大会でのセクハラ問題に関する報告、そして、
今年１月に起きたオレゴン州での銃乱射事件の
報告、これに伴う青少年交換プログラムの危機
管理の提案。そして現況の報告。
　次にインターアクト。現在も県内に７つのイ
ンターアクトクラブしかない現状。それも全て
私立高校である。なぜ県立にインターアクトク
ラブができないのかという問題点の報告がなさ
れましたが、私にとれば、理論だけが先行して、
新しいインターアクトクラブを設立しようとい
う意識が見えないと共に、他地区の現況ばかり
を気にしている今の姿では次の一歩はありえな
いと考えます。第2800地区の身の丈にあった行
動を考えるべきです。
　ローターアクト。各ローターアクトクラブの
会員数の減少が最大の問題ですが、彼らが行っ
ている活動内容は非常に立派なものがあります。
これを基本として、次の一歩を考えていただき
たい。ローターアクトの参加年齢上限は30歳で
すが、これを地区独自の定款変更で35歳に変え
るということは小手先であって、基本的な解決
にはならないと思います。

　今回のセミナーを通して感じたことは、フロ
アーからの質問にもあったように、真剣に取り
組んでいるクラブ並びに会員と、そうではない
クラブ並びに会員との温度差を強く感じました。
青少年交換プログラムにいっさい携わらないク
ラブ。県内54クラブの中で、わずか７インター
アクト提唱クラブ、ローターアクトクラブに対
する６提唱クラブ、青少年交換に携わる数クラ
ブ。これが新世代プログラムに対する現実の姿
だと思います。
　セミナーが終わって、あるクラブの会長から、
マイナスのことばかり言っていたら誰もやって
くれる人がいなくなってしまうのではないかと
言われ、私はショックを受けましたが、その後
に、あるメンバーから、これだけの問題点を抽
出してくれたセミナーがあったからこそ、これ
からより良く問題点が解決されていくのだ、今
まで気づかなかったことを抽出してくれて有難
うといわれました。これは、４委員会の日頃の
努力の結果だと私は考えます。
　最後に、ライラは６月５日山形市の少年自然
の家で行われます。ロータリアンの皆さん、若
者と一緒に自然の中で大いに楽しんでいただけ
ませんか。
　ガバナーが総評で言われた大事な一言。ロー
タリアンは新世代にかかわりを持つこと。

奉仕プロジェクト委員会委員長
天童西RC 森　光　雅　一
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 G S E チ ー ム 歓 送 会

　３月６日、第2800地
区GSE派遣チームの歓
送会が山形パレスグラ

ンデールで行われ、武田ガバナー、佐藤エレク
ト、池田ロータリー財団委員長、GSE小委員会、
推薦ロータリークラブ会長など関係ロータリア
ン始め、派遣メンバーの雇用主、チーム語学研
修指導者が参加しました。
　武田ガバナーは、挨拶で、戦前台湾の人たち
に日本が苦しみを与えた過去の歴史に触れ、こ
の真実を知った上で台湾の人々と接してほしい。
現在は民間レベルで非常にいい関係にあるので、
職業研修で専門的知識を深め、文化研修で国際
的な視野を広げ、現地の人々との交流を楽しん
でほしいと激励しました。
　森光国際室事務局長から、GSEメンバーは誇
りを持ってほしい。何故なら山形県からたった
４人しか選ばれないのだから。自信と誇りを
持って思いっきり学んで、美味しいものをたく
さん食べてきてくださいとの言葉を頂きました。
　冨田喜美子GSEリーダーから４名のメンバー
紹介があり、２年前、自分はインドの時のリー
ダーとして参加し、今回２回目のリーダーを務
める事になった。リーダーが決まらないという

状況で、本当に悩んだ末の決断だった。引受け
たからには最善を尽くし、台湾第3510地区と当
第2800地区の交流の架け橋になり、両地区の友
好親善の発展に尽くしたい。そして参加してく
れたメンバーの研修が実り多いものになるよう
頑張ってきますと御礼の言葉を述べました。
　GSEメンバー森木　茂君（高校教諭・数学担
当、勤務先：鶴岡東高等学校）、池田史裕君（PC
インストラクター、勤務先：株式会社デーシー
エス）、庄司香織さん（介護福祉士、勤務先：特
別養護老人ホーム長生園）、渡邉景子さん（弁護
士事務所事務員、勤務先：池田法律税務事務所）
から、期待と不安があるが一所懸命研修に務め
たい。ご支援いただいたロータリークラブに感
謝しますと挨拶がありました。
　その後、チームは10回の研修の中で作成して
きたプレゼンテーションを披露、郭メイシュ中
国語講師から、台湾の人がこれを見たら感激す
るでしょうとの感想を頂きました。また会場か
らは修正したほうが良い点の指摘もあり、出発
までに細かいチェックをする予定です。チーム
は３月16日、庄内空港を出発、台湾第3510地区
で30日間の研修を積み、４月14日帰国する予定
です。

ロータリー財団委員会
GSE小委員会委員長
鶴岡RC

嶺　岸　禮　三
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 GSE派遣チームメンバー紹介

リーダー
　　冨　田　喜美子（スポンサークラブ：鶴岡ロータリークラブ）
　　 所属クラブ：鶴岡ロータリークラブ
　　 入会年月日：2004年６月29日
　　 生 年 月 日：2005年７月29日
　　 職 業 分 類：心理カウンセラー
　　 勤　務　先：㈱新穂建築設計事務所

メンバー
１　池　田　史　裕（スポンサークラブ：長井ロータリークラブ）
　　 生 年 月 日：1980年８月15日
　　 職　　　業：PCインストラクター
　　 勤　務　先：
　　　　 〒990－8580　山形市城南町１－１－１　霞城セントラルビル15Ｆ
　　　　 株式会社デーシーエス（代表取締役　菅　　滋徳）

２　森　木　　　茂（スポンサークラブ：鶴岡ロータリークラブ）
　　 生 年 月 日：1969年２月６日
　　 職　　　業：高校教諭（数学）
　　 勤　務　先：
　　　　 〒997－0022　山形県鶴岡市切添町22番30号
　　　　 鶴岡東高等学校（理事長・校長　斎藤　　哲）

３　庄　司　香　織（スポンサークラブ：寒河江ロータリークラブ）
　　 生 年 月 日：1981年４月15日
　　 職　　　業：ケアマネージャー
　　 勤　務　先：
　　　　 〒991－0063　寒河江市大字柴橋2246－１
　　　　 特別養護老人ホーム長生園（理事長　小松　栄一）

４　渡　邊　景　子（スポンサークラブ：鶴岡西ロータリークラブ）
　　 生 年 月 日：1983年２月18日
　　 職　　　業：弁護士事務所秘書
　　 勤　務　先：
　　　　 997－0822　鶴岡市本町３－２－３
　　　　 池田法律税務事務所（所長　池田　徳博）
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 米 山 奨 学 生 歓 送 会

　去る２月14日、この春卒業される米山奨学生
８名の歓送会が山形グランドホテルで開催され、
世話クラブの寒河江さくらんぼ、天童東、鶴岡
東、山形東、米沢上杉、米沢、南陽、米沢中央
RCの各カウンセラーと奨学生、地区から武田和
夫ガバナー、野々村政昭PG、佐藤豊彦GE、塚
原初男GN、米山奨学委員が出席しました。以下、
奨学生のお別れスピーチを抜粋してご紹介し 
ます。
　「皆様からの支援がなかったら、私の学業はこ
れほど順調には進まなかったと思います。ご恩
を一生忘れず、一人の研究者として向上心を持
ち続けてがんばります。日本のお父さんお母さ
んに心から感謝します」
　「月一回例会に出席し、学校の専門分野以外の
日本の文化や習慣を深く理解することができま
した。カウンセラーから自分の子供のようにお
世話をしていただき、本当にありがとうござい
ました」
　「今後精一杯生きて医学研究と社会貢献を行

い、社会に対する責任を果たすことが皆様に対
する一番の恩返しだと思います。日本の社会や
文化について理解したことを中国の人々に伝え、
日中友好に貢献したい」
　各世話クラブとカウンセラーのみなさま、そ
して米山にご寄付いただいた地区全会員に対し
心から感謝申し上げます。お蔭さまで本年度第
2800地区がロータリーの目指す「世界平和と国
際理解の推進」に向かって一歩前進できたこと
を、みなさまと共に喜び合いたいと思います。

米山奨学生　卒業の言葉

米山奨学委員会委員長
山形西RC 鈴　木　隆　一
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 公 式 訪 問 を 終 わ っ て

　ガバナーとしての一つの大仕事のクラブ公式
訪問は、７月９日の米沢中央RCを皮切りに始
まりました。直前ガバナーのクラブですから、
ここを最初に済ませばいささか気楽になるとい
うものです。私と大久保地区幹事は大変な歓迎
の中、例会場に入りました。直前ガバナーと幹
事たちは一番奥の端に陣取って、演壇から直接
見えないような配慮をしてくださいました。
　今年のRI会長のテーマ「夢をかたちに」と地
区テーマ「楽しいロータリーで仲間を増やそう」
に関連したスピーチで始めました。やはり少々
緊張します。私は今年の方針として公式訪問に
伴うクラブ協議会はしない、ガバナー補佐がす
でに協議会を開いており、その報告を受けてお
り、クラブの計画書は前年度計画書と共に２週
間前にガバナーの手元に着くようにお願いして
います。クラブは前年のコピーではない、今年
のテーマに沿った計画を立てるかを見たかった
のです。それに協議会を開いても各委員長が計
画書を読み上げるだけで時間がなくなるという
無駄をやめたかったからです。代わりに委員長
以外に誰でも参加してガバナーと自由な討議の
フリーディスカッションに生の意見を求めま 
した。
　私の意向を汲んで大勢集まり盛んな討議をし

たクラブもあり、旧来のパターンから委員長の
計画書読み上げに終わってしまったクラブもあ
りました。
　地区内クラブは山形クラブの子か孫なので、
山形クラブと同じ水曜日例会が多く水曜日だけ
が残ってしまいました。また山形市内のクラブ
と同じようにクラブ例会が運営されていると
思っていましたが、バラエティーがありました。
でもロータリークラブ運営の基本は毎週会員が
顔を合わせること、会費を払うこと、親睦と連
絡を密にする会報を毎週出すこと、毎月の会員
数と出席を15日までに報告することなどです。
これは守ってください。
　地区大会の全員登録が問題にされますが、あ
る地区では大会登録は参加者のみですが、大会
費用の大部分を地区からの補助金に頼る（その
分地区運営の人頭分担金が高くなっている）と
ころもあります。最後に懇親会が必要かですが、
懇親会が無いと午後の会場に空席が目立つこと
は確かです。
　クラブ公式訪問は11月25日山形南RCで終わ
りました。この間地区大会で２週間空白が出ま
した。４月に地区大会をするところもあります
が、夏休みも宿題を早く終わって良かったとい
う気持ちです。皆様有難うございます。

第2800地区ガバナー　　武　田　和　夫
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 わ が ク ラ ブ 紹 介

皿南陽ロータリークラブ皿
　１月28日、南陽高校LACの皆さんが、顧問
の二瓶先生と一緒に、例会訪問をして頂きま
した。
　日頃、若い人との交流に恵まれない私達に
とって、この日ばかりは、華やいだ雰囲気の
例会となり、３名の卓話を楽しく拝聴しました。
　青少年育成のプログラムは、５番目の奉仕
として重要な位置にあります。南陽東RCと共
にスポンサークラブとして支援しております
が、年に数回の交流といえども、若さという
パワーを貰い、また、彼らの成長を見るのは
クラブ員にとっても大きな励みとなり、今後
の活動の源となる事を確認したところです。

皿南陽東ロータリークラブ皿
　南陽東ロータリークラブは、本年20周年を
迎え、メイン事業として、多くの市民の皆様
に感動的な話を聞いて頂こうと、島田洋七講
演会を企画、当初予想を上回る1,400名の参加
で開催出来ました。開催経緯の中20年間の歩
みを紹介しながら、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
援助出来るようPRしました。
　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、当クラブを発展させて
参りたいと思います。

皿川西ダリアロータリークラブ皿
　わがクラブは会員14名。小さな町の小さな
クラブながら気持ちはホットにが信条だ。
　写真は、一人暮らしや老人世帯の除排雪作
業。中学校の生徒会、ボランティア協議会と
の共催。数班に分かれ半日たっぷり汗を流し、
子供たちと一緒にお年寄りの話を聞いて、お
茶をごちそうになって帰るというもの。感謝
の声と少年少女たちの笑顔で、病みつきにな
る事業だ。今年も今後の降雪の推移を見て、
企画される予定。

皿大江ロータリークラブ皿
　我が大江RCは、1967年６月28日に創立し、
今年42年目を迎えています。スポンサークラ
ブは、寒河江RCです。
　また、2000年～2001年には、第34代伊藤己
規男ガバナーを輩出しました。
　現在の会員数は、25名です。（少数精鋭で、
頑張っています。）
　本年度のクラブ目標である「熱く語り合い、
新しい事を！」を掲げ、会員増強及び地域奉
仕、更に親睦の重要性と継続性を訴えるなど、
一層の委員会の活性化を追求しています。

祝賀会終了後の
記念撮影
（熊野大社

　證誠殿）

記念講演
島田 洋七 氏
（南陽市民体育館）
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皿中山ロータリークラブ皿
　当クラブは会員数15名の小クラブですので、
会員間の絆は親睦が中心になります。
　親睦活動として、年３～４回のグランドゴ
ルフ大会はご夫婦での参加も多く、町による
競技場の整備もあり年々盛んになっておりま
す。毎年２月の宿泊研修「大井沢雪祭」への
参加も、花火大会への協賛も継続されており、
楽しみな行事です。他に、２年に１回位で海外
研修を行っておりますが、クラブで海外研修が
簡単に決められるのも小クラブならではと思
います。是非、多くのロータリアンの皆様の飛
び入り参加やメイクをお待ちしております。

皿小国ロータリークラブ皿
　創立から35年の小国RCは少人数のクラブ
ですがチームワーク良く、積極的に活動して
おります。今年度は「地域社会に密着」を目
指して奉仕活動を展開中です。昨年末の第六
回「小国鍋祭り」では友好クラブの新湊中央
RC（第2610地区）の有志と共に特別参加して
「海と山の交流鍋」を出店、小国町民との交流
を深めました。新湊中央RCの「鱒寿司、海鮮
鍋」、小国RCの「熊汁」は大好評でロータリー
のPRも兼ねた楽しい一日でした。

皿上山ロータリークラブ皿
　７月２日、52代スタート例会が2,500回目の
記念すべき例会日。８月４日、市民との交流
「ゆかたで花笠祭り」を催し、８月31日、継続
事業である社会奉仕プロジェクトの清掃活動
を100人をこえる各施設の子供達と市長を始
め、社協の皆さん、ボランティアの方々と一
緒に行い、その後ミニコンサートと昼食会を
行いました。親御さんからは子供と一緒に草
むしりをした事は小さな事ですが、それが社
会奉仕に繋がり心一杯の喜びを感じて幸せで
すと話されました。子供さんからは、“芋煮お
いしかった”“またやってネ、待ってるよ”と
声をかけられ来年もとの思いです。

皿白鷹ロータリークラブ皿
【家族参加の楽しい例会】
　白鷹町には、スイングガールズで一躍有名
になったフラワー長井線が通っています。こ
の鉄道は、地域の足として大切な公共交通機
関ですが、存続が課題です。この存続に少し
でも役に立ちたいという事で、12月18日の例
会は忘年会を兼ね、フラワー長井線の車両を
借切っての開催となりました。関原PGご夫妻
をご来賓としてお迎えし、会員だけでなく家
族参加の例会で、楽しく充実した一時となり
ました。２次会も盛大になったことは申すま
でもありません。皆さんもフラワー長井線に
乗って、白鷹町にお出かけ下さい。
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２月　会員数・出席率

２月
出席率

当　月増減数内
女性会員

内女性
会　員

2009.2.28
会員数

内女性
会　員

2008.7.1
会員数クラブ名ブロック

減増
93.14％437436酒 田1

第
１
ブ
ロ

ク

94.83％334336酒 田 東2
94.23％1312遊 佐3
83.33％44八 幡4
77.03％3838酒 田 中 央5
89.58％412412酒 田 ス ワ ン6
89.58％1316215酒 田 湊7
77.98％546544鶴 岡8

第
２
ブ
ロ

ク

75.00％342342鶴 岡 西9
81.06％134137余 目10
90.48％2223立 川11
70.73％348349鶴 岡 東12
72.22％1418317鶴 岡 南13
99.31％252251天 童14

第
３
ブ
ロ

ク

93.62％12527村 山15
84.78％1323221新 庄16
88.54％2424尾 花 沢17
89.88％4244東 根18
87.00％120120最 上19
72.46％5052天 童 東20
90.38％2728天 童 西21
79.88％142142東 根 中 央22
87.04％1819尾 花 沢 中 央23
78.10％1522523村 山 ロ ー ズ24
91.04％12322新 庄 あ じ さ い25
88.64％5456寒 河 江26

第
４
ブ
ロ

ク

93.48％2525大 江27
84.85％1214朝 日28
70.71％3334河 北29
99.26％113735寒河江さくらんぼ30
68.80％2323西 川 月 山31
95.90％8886山 形32

第
５
ブ
ロ

ク

89.13％120120上 山33
92.53％101100山 形 西34
99.52％7476山 形 北35
92.59％2829山 辺36
87.69％16161山 形 南37
85.00％1516中 山38
65.63％4244山 形 東39
76.35％437437山 形 中 央40
62.10％132134山形イブニング41
77.19％1857756米 沢42

第
６
ブ
ロ

ク

85.71％－1128230長 井43
91.67％454455米 沢 上 杉44
96.97％223223南 陽45
88.24％1717白 鷹46
82.29％348348高 畠47
91.67％1414小 国48
97.22％1348252米 沢 中 央49
93.58％14847南 陽 東50
88.33％1920長 井 中 央51
65.38％1415川 西 ダ リ ア52
78.33％－1230331米沢おしょうしな53
83.57％235235南 陽 臨 雲54
85.45％764741849701871地 区 全 体
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第258号

文庫
通信

　「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。

 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

◎ 「他人の金で奉仕をするという虚構」
　佐藤　千壽　PG遺稿　2009　８ｐ（D.2790月信）
◎ 「ロータリーを見直そう」　千　　玄室　2008　８ｐ
　（D.2650地区大会）
◎ 「識字力あれど識智力のない日本」
　佐藤　千壽・深川　純一　2008　18ｐ
　（D.2680地区大会）
◎ 「決議23－34その存続の危機」
　田中　　毅　2008　12ｐ（D.2710　IM報告書）

◎ 「ロータリー理解推進月間にあたって」
　戸田　　孝　2009　１ｐ（D.2660月信）
◎ 「ロータリー理解推進月間（ロータリーの広報を考え
る）」　塚原　房樹　2009　２ｐ（D.2510月信）
◎ 「ロータリー理解推進月間」
　足立　功一　2009　12ｐ（D.2500月信）
◎ 「ロータリー理解推進月間によせて」
　三軒　久義　2009　１ｐ（D.2640月信）

［上記申込先：ロータリー文庫（コピー／PDF）］

ロータリー情報として

新 入 会 員 紹 介

物故会員
謹んでご冥福をお祈り申し上げます

訂 正

月信２月号  ４ページ
安孫子貞夫PGの記事で
本文の８行目に
23－24号  とありますが
23－34号  の間違えでした。
ここに訂正とお詫び申し上げます。

鈴木　　孝 君
所属クラブ：山辺RC
入会日：2009.1.13
職業分類：コンサルタント

伊藤　　章 君
所属クラブ：米沢上杉RC
入会日：2009.3.2
職業分類：旅行斡旋業

大風　　実 君
山形南RC
2009年２月19日　ご逝去
享年48歳

　１年の地区ロータリー活

動をながめて見ると、上半

期は各種行事が多く、下半期は少なくなっている。し

たがってＧ月信も上半期号は行事報告的な記事が主体

となり、下半期号の記事はいろんな方向からロータ

リーを紹介できる機会となる。

　今年度の下半期号にはパストガバナーの方々より寄

稿していただいて、ロータリーの本質やロータリーの

熱き思いについて書いていただいております。

　熟読下さい。

月信委員　武田寿美男　

編集後記
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月の地区スケジュール

ロータリーの雑誌月間

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

Four tests

　オオヤマザクラは東日本の山野に自生する野生
の桜です。北日本に多いことから別名を「エゾヤマ
ザクラ」とも呼ばれます。また、花の色が濃いこと
から「ベニヤマザクラ」と呼ばれることもありま
す。樹高は 20ｍ以上にもなり、満開時には他を圧
倒する存在感を示します。公園の桜として有名な
ソメイヨシノと比較して、その特徴を列記するな
らば、①花弁の紅色が濃い　②花弁が大きい　③
開花時には紅色をした葉が既に大きくなっている
　④枝を上に向って伸ばす　⑤実生（種子）の発芽
能力が高い など、分かりやすい相違点がいくつか
上げられます。
　「たぐいなき思ひいではの桜かな
　　　　　　　　　薄紅の、花のにほひは」
この歌は、西行法師が出羽の国に旅したおり、美し
いオオヤマザクラの姿に感動して詠んだ歌とされ
ています。桜の花をこよなく愛した法師にとって
も、このサクラは特別だったようです。（園内での
花期は、４月下旬）

写真文章提供：山形市  野草園　伊藤　一

オオヤマザクラ（バラ科）
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米山奨学生オリエンテーション（山形パレスグランデール）
GSEチーム帰国報告会（山形パレスグランデール）
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鶴岡RC50周年

村山RC50周年

地区協議会（天童パルテ）

インターアクト連絡協議会

米山奨学委員会新旧合同会議（山形市）

ローターアクト第２回会長幹事会（山形市）

 日 曜 日 　　　　　　　地　区　行　事 



<<
  /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


