
本 会 記 事

第 98回日本放射線化学会理事会議事録（案）

日時 平成 25年 3月 25日（水）18:00–20:30
場所 東京工業大学 大岡山キャンパス 本館 1 階

48号室
出席者 河内会長，小林，藤原，田川，勝村，小嶋（拓），

伊藤，浅井，山路，中川（清），伊藤，錦見，平
出（事務局），岡（事務局）

議題

1. 平成 27年開催の ICRRについて（河内会長）
• 6月 8日に組織委員会が開かれプログラム
委員会が組まれるので，その辺を目処に放
射線化学会からプログラム案を出したい．
積極的に案を出すと，採択してくれるだろ
う．（田川）
• プログラム案の作成の音頭は吉田副会長に
お願いする．プログラムの提案は田川先生
か吉田先生に行う．（河内）
• 会員全員にアナウンスをしたいので，案内
文を吉田先生に作って頂く．（平出）

2. 前回議事録確認（事務局　平出）
第 97回理事会の議事録を確認した．

3. 平成 24年度役員名簿確認（事務局　平出）
役員名簿を確認した．

4. 平成 24年度賛助会員名簿確認（事務局　平出）
賛助会員が減少傾向であることが報告された．

5. 平成 24年会計中間報告（平成 25年 3 月 15日
現在）（事務局　平出）
（a）学生会員から正会員への移行がきちんとな

されておらず，いつまでも学生会員で登録
されている場合がある．学生にも正会員用
の請求書を送り，学生であるという証拠を
提出した会員は学生会員会費分を徴収する
ことにしたところ，正会員が増加した．

（b）次回の総会に向けて，賛助会員費を変更す
ることにしたい．賛助会員がメリットを感
じるような体制にしたい．また以下のよう
な意見があった．
• 学会全体として何かの特徴を出す，例
えば一般向けにサービスを行ってたく
さんの人が参加するということを示す，
というような取り組みが必要ではない
か．（平出）
• 賛助会員ではなく法人会員という名前
にし，例えば学会などの参加費が必要
になるイベントに対しては 2人までは
無料にする，というようなことを行っ
ている学会もある．（小嶋）
• 会則を変更することになるので，ワー
キンググループを作って議論したい．
会長と事務局でメンバーを選定する．
（河内）
• 中堅の先生にお願いした方がいいアイ
ディアが出るのではないか．（田川）

6. 入退会一覧の確認（事務局　平出）
入退会者のリストを確認した．

7. 会費滞納者の確認（事務局　平出）
会費滞納者のリストを確認した．各大学や研究
所毎の滞納者リストを作り，理事に送付して対
応して貰うことになった．

8. 国際会議，シンポジウム，研究会準備状況
（a）企画委員会

平成 24年度の先端放射線化学セミナーの報
告があった．また，平成 25年 5月 8日に阪
大産研で研究会を行うことが報告された．
このような会を催した場合は，かならず
Web やメールでアナウンスをし，場合に
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よっては報告書を会誌に掲載する，という
ことを行いたい．（平出）

（b）APSRC-2014
勝村理事より，平成 26年度は APSRCと討
論会をジョイントで行うこと，会期は平成
26 年 9 月頃を予定していること，今年の
9 月頃に大まかな案を提案する予定である
ことが報告された．

9. 平成 25年度放射線化学討論会の準備状況
広島国際大学主催で平成 25年 9月 27日（金）–
29日（日）に開催する予定であることが報告さ
れた．

10. 若手の会夏の学校について
阪大吉田研が幹事であることが確認された．

11. 編集委員会報告（小林）
（a）95号，96号の状況，委員の交代の報告があ

り，委員の交代が了承された．
役員名簿には各委員会委員の名前も掲載さ
れているが，委員会委員は役員ではないた
めに別リストにすべきである，という意見
が会長から出された．（今後，役員等名簿と
して示すことにした．）

（b）著作権規程の変更（制定）が了承された．
小嶋理事より，著者の権利についての質問
があった．過去の記事の取り扱いについて，
HP などで特にアナウンスする必要はない
との見解が会長より出された．

12. 国際交流委員会報告（事務局　平出）
委員会の活動報告があった．

13. 各大学，研究機関近況報告
勝村理事より，原子力機構・高崎研から山下真
一氏が東京大学の助教として着任したことが報
告された．

14. 第 55回放射線化学討論会報告（浅井）
第 55回放射線化学討論会の報告があった．

15. 放射線化学会各賞選考結果の報告（河内会長）
学会各賞の選考結果の報告があり，了承された．

16. 放射線化学会各賞の見直し（河内会長）
• 会員条項（年数）を削るというような小手
先の対処は良くない，前回の理事会でも結
論が出なかったので委員会のメンバーを一
新して再度検討してはどうか．（会長）
• 改訂後の賞を本当に受賞できるかどうかを
心配する若手会員が多いのではないか．（小
林）などの意見があり，土曜日に本件のみ
を継続して議論する臨時の理事会を開いて
審議するために事務局がスケジュール調整
を行うこととなった．（臨時理事会での継
続審議の内容については以下を参照）

放射線化学会各賞の見直しに関する臨時理事会

日時 平成 25年 4月 27日（土）14:00–
場所 東京大学本郷キャンパス 8号館 222室
出席者 河内会長，中川（和），鷲尾，勝村，田川，関，

浅井，山路，小嶋（崇），丑田，熊谷，吉田，伊
藤，平出（事務局），岡（事務局）

学会賞の見直しのための委員会から出された新しい
賞の案が大筋で了承され，今後の手続きについて，以
下のように行うこととした．

• 引き続き中川前会長を中心に見直しの委員会で
検討する．
• 理事会での了解は得られたので，次の総会で承
認を得られるように準備を行う．
• 賞の名前は「日本放射線化学会 放射線化学賞」
とする．
• 受賞資格は「本学会会員（賛助会員を含む）」と
する．
• 推薦書の提出期限は 12月末ではなく 11月末に
する．
• 推薦者は「受賞対象を客観的に評価できるもの
が望ましい」とし，その客観性は選考委員会で
評価する．
• 選考が終わった時点で選考委員の名前は開示す
るが，選考経過は開示しない．
• 本日の意見をまとめて中川案の最終版をつく
り，理事会メンバーに配布し、前もって議論し
てから 9月の理事会に臨む．
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平成 24年度役員等名簿（平成 25年 4月 1日現在）

会長 河内宣之（東工大院理工）
副会長 吉田陽一（阪大産研） 鷲尾方一（早大理工研）

平出哲也（原子力機構・東海） 小林慶規（産総研）
常任理事 丑田公規（北里大） 辻正治（九大先導研）

小嶋拓治（原子力機構・高崎） 永石隆二（原子力機構・東海）
錦見敏朗（NHVコーポレーション） 真嶋哲朗（阪大産研）
柴田裕実（阪大産研） 中川和道（神大院人間発達環境）
住吉孝（北大院工） 勝村庸介（東大院工）

理事 青木康（住友重機械） 砂川武義（福井工大）
長島章（放振協） 高橋憲司（金沢大工）
小嶋崇夫（大阪府大） 竹中康之（北教大）
依頼中（原子力機構・関西） 中川清子（都立産技研）
工藤久明（東大院工） 中村一隆（東工大セラミック研）
熊谷純（名大院工） 駒口健治（広大院工）
伊藤賢志（産総研） 藤原邦夫（千葉大工）
関修平（阪大院工） 依頼中（京都工芸繊維大学）
鈴木信三（京産大理） 泉佳伸（福井大）
堀邊英夫（金沢工大） 山路稔（群馬大院工）
浅井圭介（東北大院工） 加藤隆二（日本大）
林慎一郎（広島国際大）

監事 市川恒樹（北大院工） 平岡賢三（山梨大工）
事務局 平出哲也（原子力機構・東海） 岡壽崇（東北大高教セ）
顧問 佐藤伸 籏野嘉彦

田川精一（阪大産研） 濱義昌（早大理工研）
田畑米穂（原子力システム研究懇話会） 南波秀樹（原子力機構・東海）

名誉会員 今村昌 近藤正春
団野皓文

編集委員会 委員長：高橋憲司（金沢大工） 泉佳伸（福井大）
主任：工藤久明（東大院工） 熊田高之（原子力機構・関西）
越水正典（東北大院工） 木村敦（原子力機構・高崎）
武井太郎（アイ・エレクトロンビーム） 藤井健太郎（原子力機構・東海）
山本洋揮（阪大産研） 伊藤賢志（産総研）
岡壽崇（東北大高教セ）

企画委員会 委員長：柴田裕実（阪大産研） 青木康（住友重機械）
小泉均（北大院工） 越水正典（東北大院工）
駒口健治（広大院工） 佐藤哲也（山梨大）
砂川武義（福井工大） 田口光正（原子力機構・高崎）
辻正治（九大先導研） 室屋裕佐（阪大産研）
楊金峰（阪大産研）

国際交流委員会 委員長：吉田陽一（阪大産研） 泉佳伸（福井大）
室屋裕佐（阪大産研） 林銘章（中国科技大）
田口光正（原子力機構・高崎） 楊金峰（阪大産研）

推薦委員会 田川精一（阪大産研） 濱義昌（早大理工研）
立矢正典（産総研） 平岡賢三（山梨大工）
南波秀樹（原子力機構・東海）
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平成 24年度会計中間報告（平成 25年 3月 15日現在）
収入の部 　 （単位：円）
項目 24年度予算案 24年度中間 内容等
賛助会員（13社 42口） 420,000 320,000 10,000×32口　未納 10口（2社）
個人正会員　　 (219名) 922,500 889,500 正会員　入金金額　 876,000

学生会員入金金額　 13,500
学生会員　　（31名) 会員数（正：242名，学生：8名）

未納者（正：71名　学生：2名）
　　　未納金額累積合計　 794,500

要旨集 CD販売 0 6,000
雑収入（利息等） 150,000 419 国際文献分（232），事務局分（187）

650 著作権料
戻入金 0
補助金
積立基金からの繰り込み 0 0
前年度繰越金 2,312,352 2,312,352

合計 3,804,852 3,522,921

支出の部
項目 24年度予算案 24年度中間 内容等
通信連絡費 20,000 1,020 切手代
振込手数料 2,415
事務委託費
年間業務費 700,000 538,561 (7-8月）86,266　 (9-12月) 451,315送料 980

会誌 150,000
原稿料 18,000

会議費 15,000
放射線化学討論会援助 200,000
先端放射線化学シンポジウ
ム援助

100,000

若手の会夏の学校援助 150,000
学会賞 100,000
企画委員会経費 75,000
将来構想委員会経費 75,000
編集委員会経費 200,000 200,000
日本放射線研究連合負担金 50,000 50,000
ホームページ運営費 60,000
予備費 200,000
小計 2,095,000 814,096
年度後半繰越金 1,709,852 2,708,825

合計 3,804,852 3,522,921
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平成 24年度入退会希望者一覧

入会
会員種別 会員番号 会員名 所属機関名 紹介者
正会員 680 小平聡 （独）放射線医学総合研究所 越水正典
正会員 684 神戸正雄 大阪大学産業科学研究所 吉田陽一
学生会員 676 西田真麻 金沢大学大学院自然科学研究科物質工学専攻 高橋憲司
学生会員 679 峯井俊太郎 茨城大学 平出哲也
学生会員 681 岩松和宏 東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻 平出哲也
学生会員 682 西川剛史 早稲田大学鷲尾研究室 鷲尾方一
学生会員 683 花崎祐 早稲田大学鷲尾研究室 鷲尾方一

退会
会員種別 会員番号 会員名 所属機関名 退会（予定）日
正会員 225 田中進 日本アドバンストテクノロジー株式会社 2012/9/21
正会員 273 中村宏樹 国立交通大学（台湾新設） 2012/9/18
正会員 358 松岡伸吾 日本原燃（株）安全技術室 2012/12/28
賛助会員 607 四国電力株式会社 四国電力株式会社原子力部 2013/1/17
学生会員 677 土田亮太 早稲田大学大学院先進理工学研究科 2013/1/31
正会員 282 西本清一 京都大学大学院工学研究科 2013/8/31
正会員 343 細野雅一 日本原子力研究開発機構高崎研究所 2013/8/31
学生会員 666 加藤信哉 大阪市立大学大学院医学研究科 2013/8/31
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平成 24年度日本放射線化学会賛助会員

（株）アイ・エレクトロン
ビーム
http://www.elebeam.com

（株）NHVコーポレーション
http://www.nhv.jp

（株）イー・シーイー （株）環境浄化研究所

（独）日本原子力研究開発機構
http://www.jaea.go.jp

ビームオペレーション（株）

住友電気工業（株）
http://www.sei.co.jp （財）放射線利用振興協会

ラジエ工業（株）
http://www.radia-ind.co.jp

マイクロ電子（株）

レーベン館（株） DICグラフィックス（株）
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平成 25年 9月 30日 発 行
発 行 所 日 本 放 射 線 化 学 会

<hirade.tetsuya@jaea.go.jp>
〒319–1195 茨城県那珂郡東海村白方白根 2–4
平出哲也（日本原子力研究開発機構・東海）
TEL: 029–282–6552, FAX: 029–282–6716

編集委員長 高 橋 憲 司
編 集 委 員 工 藤 久 明

木 村 敦 熊 田 高 之
山 本 洋 揮 越 水 正 典
泉 佳 伸 武 井 太 郎
藤井 健太郎 伊 藤 賢 志
岡 壽 崇

郵便振替口座 長野 00540–9–34599
日本放射線化学会

発 行 人 河 内 宣 之



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /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 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 /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeSongStd-Light
  ]
  /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

  /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 [2400 2400]
  /PageSize [595.276 833.386]
>> setpagedevice




