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令和4年の新しい年を迎え、1か月過ぎました。厳しい季節が続き、春の訪れが待ち遠しいこの頃です。

昨年暮れはコロナ対策の徹底により県内感染者数の 1桁台が続き、皆様が努力をされた結果だと思っ

ておりましたが、オミクロン株の世界的な感染拡大の大きな波が日本にも押し寄せ、新潟県も連日最

多の感染者数を記録し、まん延防止等重点措置を国に要請せざるを得ない緊急事態の中、皆様もご苦

労なさっていると思います。

ロータリー活動もこの厳しい状況のなかとはいえ、ストップするわけには参りません。この 2 年間

の経験を活かし感染対策と皆様の健康を守ることを最優先に、各クラブ会長様はじめ、理事役員の皆

様とご協議の上、例会や様々な活動について今出来ることをしっかりと取り組んで頂きたいと思いま

す。1日も早く感染の拡大が収束し、思うようなロータリー活動や社会活動が出来る日が訪れることを

願っております。

2月は「平和と紛争予防/紛争解決」月間です。今日、紛争や人権侵害によって7000万人が難民となり、

またその半数が子どもという現実があります。ロータリーはこの解決のための活動を重点分野の一つ

にしており、世界平和と開発の担い手となる人材の育成をするために、ロータリー平和センターを設

置し 2002 年の創設以来、提携大学で学ぶ 1400 人以上のフェローを輩出し、卒業したフェローは 115

カ国以上の政府、NGO，教育、国連、世界銀行といった国際機関で平和分野のキャリアを築いています。

平和フェローシップ（奨学金）を通じて、世界平和と開発の担い手となる人材を育て、平和推進者の

世界的ネットワークを築いています。私たちロータリアンの寄付が、難民とその子どもたちに大きな

力になり、後世の平和に恒久的に役立ちます。引き続き、皆様のお力添えとご協力を賜りますよう宜

しくお願いいたします。

今年度の地区大会記念ゴルフ大会は、4/12（火）フォレストカントリー倶楽部にて開催いたします。

地区大会は、4/16（土）・4/17（日）の 2日間の日程にて開催の予定にしております。

1日目の 16 日（土）は、㈱ハードオフコーポレーション　代表取締役会長　山本善政氏

2日目の 17 日（日）は、㈱船橋屋　代表取締役社長　渡辺雅司氏

のお二人の素晴らしい記念講演を予定しております。ロータリーを十分に理解し、また事業として

も大成功されているお二人です。他に、古町芸妓の踊りや万代太鼓の演奏など、新潟らしい出し物も

予定しております。楽しみにして頂き、そして多くのロータリアンのご参加をお待ちしております。

平和と紛争予防 / 紛争解決月間と
                    今年度の地区大会について

国際ロータリー第 2560 地区
2021-22 年度 ガバナー

高尾 茂典（新潟中央 RC)
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2021 年 12 月 18 日（土）髙橋ガバナーエレクトご夫妻激

励会が ANAクラウンプラザホテル新潟で開催されました。

当日は激励会に先立ち、「三年度三役会議」「2022-23 年

度地区運営会議」「地区諮問委員会」も催されました。

「2022-23 年度地区運営会議」では、髙橋ガバナーエレク

トから「COVID-19 の為に厳しい地区運営が予想されるが、

へこたれず『再生』し工夫と試行により『新生』し、クラブ

と地区が、クラブとクラブが、そしてロータリアンと社会

が助け合い『共生』していくことを重視する考え」を地区運営方針として説明しました。

続いて地区組織・予算・ガバナー月信・今後のスケジュール・四大大会・公式訪問について等、各

担当より発表があり意見交換しました。

「激励会」は、高尾年度の皆様のご配慮により短時間でシンプルながら意義のある心温まる会となり

ました。

始めのご挨拶を高尾ガバ

ナー、乾杯を石本パストガバ

ナー、中締めを渡辺パストガ

バナーとそれぞれのご経験か

らの貴重なアドバイスや激励

を頂きました。

お集まりの皆様に心より感謝申し上げます。

今後は髙橋年度、スタッフ一丸となり地区の運営に尽力致す所存ですので皆様からのご指導ご鞭撻を

賜りますようお願い申し上げます。

「髙橋ガバナーエレクト激励会」

国際ロータリー第 2560 地区
2022-23 年度 地区幹事

山田 隆一（新潟RC)
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国際ロータリー第 2560 地区米山記念奨学委員会は、2022 学年度採用の米山記念奨学生選考会を

1月 15 日に開催しました。今回は地区新規採用数 19 名のところ、53 名の申込者がありました。

今年の選考会は新型ウィルス感染拡大の中、実施されましたので、当日、面接官を担当するロータリ

アン全員が事前に抗原検査を済ませ、陰性であることを確認したのちに選考会に臨みました。

米山記念奨学生の選考会は、一日で約 50 名の学生の審査を行いますので、米山記念奨学委員会にとっ

て一年の中で最も重要な一日と言っても過言ではありません。

当地区では書類審査の後、個人面接とグループディスカッションを実施します。グループディスカッ

ションでは、学生の個人面接では見えない一面も見ることができます。リーダーシップ、協調性、自己

主張等です。

グループディスカッションはもちろん日本語での討論となりますが、与えられた時間の中で自分の考

えを流暢な日本語でしっかりと主張できる姿には、毎回、私達も驚かされます。

4 月から新しく米山記念奨学生となる 19 名の学生を迎え、この奨学事業の使命である留学生の優れ

た学業の達成を支援すること、そして、ロータリー精神を学んでもらい、国際理解を深め、日本と母

国の架け橋となるような人材に育つよう我々も尽力していきたいと思います。

引き続き、米山記念奨学事業へのご理解とご協力のほど、よろしくお願い致します。

1 月 15 日開催  米山記念奨学生選考会について

国際ロータリー第 2560 地区
2021-22 年度 米山記念奨学委員会
奨学生選考委員長

野澤　修 （新潟東 RC)
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豊栄がラプンツェルの世界に！
スカイランタン事業のご報告

４

豊栄ロータリークラブ

篠沢 貴徳

2021 年 10 月 15 日（金）豊栄 RC50thAnniversaryEvent として、子どもたちの笑顔と思い出作りを

コンセプトに LED スカイランタンの打ち上げを行いました。本事業は佐藤会長の命を受け、本年度新

入会員が企画する事業でした。コロナ禍で制約の多い児童・生徒たちに積極的に参加してもらうため、「美

しさ」「遊び心」「創造的」「感動」が複合するイベント企画を強く意識しました。

PTA を含む地域の他団体にも声がけをして協賛を募り、葛塚中学校 280 基、葛塚東小学校 120 基、

合計 400 基のスカイランタンを打ち上げることが

出来ました。参加した児童・生徒たちは全員に配

布されている iPad で思い思いの写真や動画を撮っ

て、友人たちとの思い出を記録し歓喜の声をあげ

ていました。

また、同様の事業を希望する中学校と他団体に

も当クラブの事業計画を共有し、葛塚以外でも二

つの中学校で LED スカイランタン 100 基ずつの打

ち上げ実施に協力しました。後日、関わった学校

の校長先生をはじめ多くの人たちから、「子どもた

ちに、このようなチャンスを作ってもらい感謝し

ています。」とご連絡もいただきました。

子どもたちが喜び、良き学校生活の思い出を心

に刻んでもらいたい。それはロータリアンだけで

なくとも誰もが願う事です。そのきっかけである

第一歩を私たち豊栄 RC が踏み出したことに大き

な意義があると実感できる事業でありました。
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近況報告　ロータリーを楽しもう

５

水原ロータリークラブ

喜多 美俊会 長

今年度は、第一分区での羽田ガバナー補佐を輩出し、IM を主催するとの事で、1 年前より武田実行

委員長の元、10 月 23 日の開催日に向けて 8 回以上の実行委員会会議を重ね、8 月末まで 2 パターン

の開催計画を積み上げてきましたが、コロナ禍での開催を確認し、初めての会場＋ハイブリット形態

で第一分区全員が参加できる同時YouTube配信とさせてもらいました。終了後に全員で「大成功だった」

と自画自賛して、大いに喜び合いました。

地区補助金を利用した水原中学校の中庭の整備は、3年前私が会長の時に、何にもない中庭に生徒達

の提案も聞きながら阿賀野市の「結い桜」の植樹と花壇を作りましたが、今回は 2 月に次期生徒会長

たちの提案で、水原中学校の水を基に生徒の描いた絵に添って庭園制作を 2 回に分けて生徒会・PTA・

同窓会会員・先生とロータリアン含め総勢 153 人で実施し、作業の時だけ雨も降らず生徒達も泥だら

けになりながらも生き生きと協力して作業してくれ、子供達にも感動しました。

阿賀野市は幸いにもコロナの発生が少なかったので、通常の例会を重ねてきました。例会場の天朝

閣３階も十分広くて楽しい例会を

開催し、クリスマス家族会も大勢

の子供達や家族が参加し、先輩ロー

タリアンより「とても楽しいクリ

スマス有難う」の言葉をもらいま

した。これからも楽しいロータリー

活動を実施していきます。
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クラブのこれまでの活動報告

６

新潟西ロータリークラブ

森田 雅巳会 長

新潟西ロータリークラブは、現在 40 名の会員で活動しています。

7 月よりスタートし、7 月末には夕日夜例会を例会会場のホテルオークラ新潟にて開催しま

した。あいにくの雨で屋内での開催となりましたが、会員相互の親睦を深めることが出来まし

た。

8月に入ると、新型コロナウィルスの感染が拡大傾向となり、例会会場では、検温・消毒・パー

テーション設置等、感染対策を行いながら開催しましたが、9

月は全てWeb例会となりました。

10 月 23 日には、社会奉仕活動として、児童養護施設「新潟

天使園」において、屋外の清掃活動や庭木の伐採をメンバー多

数の参加で行い、空気清浄器を 2 台寄贈させて頂きました。残

念ながら、感染を考慮し、施設の子供たちとの交流は出来ませ

んでしたが、施設の皆様方からは大変喜んで頂けました。

11 月のガバナー訪問は、例会会場に直接訪問して頂き、貴重

な時間となりました。

12 月は、年次総会を無事終え、月末には、新潟市

西区出身で元宝塚月組組長・女優の越乃リュウさん

をお招きし、感染対策に考慮しながらもクリスマス

例会を開催することが出来ました。

残り半分となりましたが、感染状況を注視しなが

ら、クラブの活動運営をしていきたいと思います。
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クラブ近況報告

７

新津中央ロータリークラブ

望月　治会 長

「クラブの調和」共に語り、共に行動（奉仕）し、共に楽しもう！をテーマとし、今年度は特に 3 つ

の事に重点を置いてクラブ運営をスタート致しました。1 つ目は奉仕委員会、この委員会は会員数の減

少から、ひとまず職業・社会・青少年奉仕委員会を統合した委員会で、只今、2 月に秋葉区文化会館で

青少年奉仕に関する講演会の開催の計画をしています。新型ウイルス感染が増えてきている状況です

が計画を中止することではなく、今、私たちが「できること」を考え準備を進めているところです。2

つ目は、親睦・広報委員会です。こちらも 2 つの委員会を 1 つに集約した委員会ですが、親睦に関し

ましては、会員全員が「楽しい」と思える例会づくりに取り組んでいます。広報活動は、早めに週報を

作成し、早めに皆さんに報告する事を心掛けており、また、例会・委員会活動などロータリークラブ

がどんな活動を行っているのかを広く周知するために SNS 等を活用し、地元ラジオでクラブの CM を

流して情報を発信しています。3つ目は会員増強です。今年度は男性5人・女性1人の増強を目標に掲げ、

1月末時点で、男性 2人・女性 1名の入会が決まりました。この状況で行くと年度の終わりまでにはな

んとか目標を達成できるところまで来ていると思っております。

他にも、最低月 1 回の委員会と例会時に委員会報告を各委員会にお願いをして、委員会活動を活発

にすることで、ロータリー活動を活性化させ、ニコニコ・財団・米山ボックスの寄付に対しては、入

会年度が浅い会員や新入会員の方が、何のために寄付するのかが分かるように週報に簡単な目的を記

載し、目標金額・目標達成までの残りの金額も記載する事で、寄付に対する機運を高めています。そ

の途中経過も年度の半分が過ぎましたが、それぞれの目標金額も、約半分くらいまで到達しています。

ポリオの寄付に関しましては、1 人 30 ドルの目標金額は 1 月末時点で達成をいたしました。クラブの

皆さんの協力のおかげで、いろいろな取り組みを実施させて頂いており感謝をしています。これから

はクラブ戦略計画で、これから先を見据えたクラブの骨格を作り、それを次年度へ引継ぎをし、地域

社会への貢献、新津中央ロータリークラブの発展の為に活動していきます。
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クラブ近況報告

８

三条南ロータリークラブ

平松 修之会 長

相変わらず勢力の衰えない新型コロナウイルスに振り回されたまま、引き続き後半の年度がスタートしました。

状況は何一つ変わらず、かえって新しい変異株「オミクロン株」に攻撃を受けている真只中であります。通常の

例会も昨年の秋以降は落ち着いてきたかのようでしたが、「今なら旅行、今なら宴会」等で心配されていた通り、

日本国内でも第 6 波の波が押し寄せてきています。近況としては時節柄、新年会の予定も各クラブであると思い

ますが、現時点では中止や持帰り等の話が多数出ています。通常の例会も短縮例会や昼食の持帰り等でなんとか

行ってはいますが、今後の状況によってはリモート開催や最悪の場合は休会も考慮しなければならないと覚悟は

しています。当クラブでも感染拡大の予防を再度徹底して、会員の安全を最大限に考慮して行きたいと考えてお

ります。

今年度のテーマを「継続こそ前進。」として、続けることが最優先と信じスタートした訳ですが、なかなか状

況は難しく、クラブの運営にも大きな支障が生じております。最大の目標でもある退会防止と会員増強の推進は

思った以上に問題があり、今後の残された半年の大きな課題ともなっています。コロナウイルス感染の影響だけ

でなく、地球規模で人口問題、環境問題、エネルギー問題などを抱えて、社会全体が大きく変わろうとしている

のを強く感じます。仕事も家庭も、ロータリーの活動も前向きに、こんな時だからこそ明るく楽しく、笑顔を忘

れずに地道に継続、前進してクラブの発展に繋がるよう努力したいと思います。

昨年 7月には社会奉仕活動として、ロータリー財団地区補助金を申請し、三条市へ AED（自動体外式除細動器）

2台の寄贈を致しました。市長室において贈呈式を行い、1台は三条市本成寺公民館に設置、もう 1台はワクチン

接種会場への携行用に使ってもらうことになりました。AED の寄贈は当クラブでは 2010 年から 6 年続いた事業

でもあり、今年度 6 年ぶりに復活できたことを嬉しく思っております。また、コロナ感染の比較的落ち着いた 11

月には職場例会も実現できました。地元

企業の㈱諏訪田製作所様にお邪魔させて

頂き、小林知行社長様からの楽しいお話

や、最先端の OPEN　FACTORY を見学で

きました。今後も何かと制限の多い時期

が続くと思いますが、こつこつと継続し

ていきたいと考えています。
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いつもと変わらない例会を

９

加茂ロータリークラブ

石附 孝子会 長

前年度から引き続き COVID-19 の感染拡大に伴いクラブの活動は大変な影響を受けて、例会の休会を

決断しなければならない状況が起きています。

そうした中でも会員の皆さんより強力な応援を頂き、楽しくなる例会を心掛けて運営しております。

SAA の発案で例会時には演台にお花を飾って頂いております。女性会長ということでお花を添えて頂

き、加茂クラブには事務局を入れて 7 名の女性が在籍しておりますが、よりやさしさで溢れるようにと

の心づかいに嬉しく思っております。

今年度 2 名の入会がありました。女性 1 名、男性 1 名の新しい仲間です。いずれも真摯に仕事に向

き合う姿勢が見受けられる事は勿論の事、地元に対する熱い想いを感じられ大変頼もしく、良い刺激を

受けています。3 名の増強を重点目標に掲げていますので、増強委員会だけでなく全員で行動していき

たいと思います。退会防止についても気を抜かず進めて参ります。

社会奉仕活動としては、加茂社会福祉協議会の協力を頂き、一人暮らしのお年寄りを日帰りバス旅

行にお誘いする「さわやかドライブ」を計画しました。普段は中々遠出できないでいらっしゃる方たち

もとても楽しみにしていてくださり、私たちにとって、とてもやりがいのある活動です。複数年行って

いて、今年度はロータリー財団に地区補助金申請をして行う予定にしておりました。しかしながら、

COVID-19 の感染拡大に伴い中止せざるを得ないと判断するに至りました。とても残念です。地区財団

委員会より他の事業も考えてはとお声掛け頂き、社会福祉協議会へ AED を寄贈する事に致しました。

市内の公共施設にはもれなく設置されていますが、屋外の活動時に使用することができるようになり、

安心して活動して頂きたいと思います。

新しい仲間を増やし、新しい考え方に触れロータリークラブを楽しみたいと思いますが、一日も早く

COVID-19 の感染拡大が収束することを願っております。
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長岡西ロータリークラブ

西方 太地会 長

本年度、長岡西ロータリークラブの会長を仰せつかっております西方太地と申します。どうぞ宜しく

お願い致します。

COVID-19 が収束しない中、どのクラブにおいてもクラブ運営について難しい舵取りをされているこ

とかと存じます。

長岡西ロータリークラブは、本年度の当クラブのテーマの一つでもある「親睦」に力を入れています。

親睦の機会を確保するためにも例会開催は通常通り行っています。また、夜例会についても感染対策

を講じた上で行っています。人と人とでつながるロータリーだからこそ、親睦の機会を大切にしたいと

感じています。そして 10 月には、ロータリアンの職場見学をさせていただきました。3 月にも同様の

職場見学を予定しています。職場見学をすることで、ロータリアンの皆様がどのような事業をしてい

るかを知る機会にもなります。親睦の機会をなるべく多く確保することで、会員間の交流が盛んになる

ように取り組んでいます。

社会奉仕活動については、地区補助金を活用し長岡市の子育ての駅（てくてく、ぐんぐん等）に絵

本の寄贈を行うプロジェクトを実行しています。このような時期だからこそ、少しでもロータリー活

動を充実させ、地域とのつながりを大切にしたいと考えています。下期においても、社会奉仕活動の一

つとして、長岡のフードバンクに対する支援や協

力を検討しています。奉仕活動を行う事はロータ

リアンの使命であり喜びでもあります。

上期は、長岡西ロータリークラブの皆様に支え

られ助けられ、何とか会長職を務めさせて頂くこ

とができました。下期も引き続き皆様に支えられ、

会長職を全うする所存であります。
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高田ロータリークラブ

中田　正会 長

高田ロータリークラブでは、8 月 6 日開催予定だった納涼会の中止以外は感染対策を十分行った上で

計画通り上期の活動を行いました。

高尾ガバナーにはリアルで公式訪問に来て頂き、直接ガバナーのお話しを伺い、質問にもお答え頂

き大変有意義な公式訪問でした。

また、通常例会にて ZOOMを利用したリモートでの卓話も 2回行いました。

国際奉仕活動として、会員個人が行ってきたスリランカアイバンク協会への奉仕活動をクラブとして

支援し、スリランカアイバンク協会のニーズを把握し、新型コロナウイルス抗原検査キット 125 個、

角膜保存・輸送用梱包材 20 個を高田ロータリークラブから寄贈いたしました。

11 月 11 日から 23 日の期間「福祉 × アート × デザイン展 II」を無印良品上越店において開催し、

障害のある方のデザインを商品化、販売し、その売上

の中からデザイン料をデザイナーにお渡しし、売上から

経費を除いた全額を「フードバンクじょうえつ」に寄

付しました。障害のある方が生活困窮者をサポートする

事業となりました。

会員増強は密な活動をできないため、なかなか進んで

いません。

1 月はコロナウイルス・オミクロン株の急拡大で例会

は飲食を避け、お弁当を持ち帰える形式で対応予定。

第 7 分区内の 3 クラブでの合同例会は、飲食を伴う大

人数での会合となるため延期としました。今後の活動は、

コロナウイルスの感染状況を見ながら柔軟に対応して行

く予定です。
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第2560地区　2021-22年度12月末　会員数および出席報告

2021年
7月1日

12月末
会員数

うち女性 増減
2021年
7月1日

12月末
会員数

うち女性 増減

第1分区(9クラブ) - 372 378 33 6 第5分区(７クラブ) - 296 299 24 3

新発田 2 28.0% 93 93 0 0 長岡 3 80.0% 45 45 3 0

村上 4 17.9% 38 39 9 1 柏崎 3 2.4% 41 41 0 0

水原 4 21.9% 32 32 1 0 長岡東 3 27.8% 52 54 3 2

中条 4 90.9% 41 44 3 3 柏崎東 2 17.4% 45 46 3 1

新発田城南 4 20.5% 40 39 3 -1 栃尾 4 12.0% 25 25 0 0

豊栄 3 13.0% 20 23 2 3 長岡西 3 20.4% 50 49 3 -1

新発田中央 4 4.4% 44 45 4 1 柏崎中央 3 23.1% 38 39 12 1

中条胎内 4 52.8% 36 36 6 0 第6分区(6クラブ） - 122 125 10 3

村上岩船 3 25.9% 28 27 5 -1 十日町 3 28.1% 32 32 4 0

第2分区(9クラブ) - 433 449 25 16 小千谷 3 10.3% 30 29 3 -1

新潟 3 22.7% 82 88 2 6 雪国魚沼 4 20.8% 20 24 2 4

新潟東 4 16.7% 62 66 8 4 十日町北 3 0.0% 18 18 0 0

新潟南 4 32.4% 105 108 3 3 津南 3 18.8% 16 16 1 0

佐渡 3 100.0% 6 5 0 -1 越後魚沼 3 16.7% 6 6 0 0

新潟西 4 50.0% 39 40 2 1 第7分区(7クラブ) - 312 319 23 7

佐渡南 3 12.2% 40 41 4 1 高田 4 31.5% 72 73 5 1

新潟北 3 28.9% 37 38 0 1 直江津 3 31.9% 69 69 6 0

新潟中央 3 38.1% 21 21 0 0 新井妙高 4 11.8% 31 34 1 3

新潟万代 3 52.4% 41 42 6 1 糸魚川 4 72.1% 41 43 3 2

第3分区(6クラブ) - 97 99 5 2 高田東 3 63.9% 36 36 3 0

新津 4 11.8% 17 17 1 0 糸魚川中央 4 51.9% 28 28 0 0

村松 4 63.6% 12 11 0 -1 越後春日山 4 97.2% 35 36 5 1

五泉 3 0.0% 11 11 1 0

白根 4 30.0% 29 30 1 1

新津中央 3 29.2% 22 24 2 2

阿賀野川ライン 3 0.0% 6 6 0 0 クラブ

第4分区(11クラブ) - 366 360 28 -6 人

三条 4 12.3% 56 57 0 1 人

燕 4 6.3% 34 32 3 -2 人

加茂 4 8.8% 33 34 6 1 人

三条南 3 15.4% 44 39 2 -5 ％

分水 4 79.3% 29 29 4 0

見附 4 4.8% 21 21 1 0

吉田 3 6.5% 28 31 3 3

三条北 4 5.4% 58 56 2 -2

巻 3 0.0% 25 23 3 -2

田上あじさい 4 14.3% 7 6 1 -1

三条東 4 6.3% 31 32 3 1

My Rotaryアカウント登録率 28.4

数員会  末月21 2,029

女性会員数 148

純増減会員数 31

My Rotary
アカウント
登録率

会　員　数　

クラブ数 55

7月1日　会員数 1,998

例
会
数

R　C
例
会
数

My Rotary
アカウント
登録率

会　員　数　

R　C
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【新入会員】　

R C 氏 名 入 会 日 会 社 名 職 業 分 類

（敬称略）

役職

【訃 報】 （敬称略）

R C 氏 名 逝去日 会 社 名 職 業 分 類役職 経歴・その他

越後春日山 北村　博幸 2021.11.01 株式会社キャップ広告制作事務所 代表取締役会長
糸魚川中央 山田　卓矢 2021.12.01 ㈱真砂電機製作所 代表取締役
新発田城南 三宅　浩 2021.12.16 司法書士法人　三宅國澤事務所 社員
巻 遠藤　文雄 2022.01.01 アプライズ法務総合事務所 代表
新井妙高 安原　裕也 2022.01.05 株式会社　ゆうき 代表取締役
新井妙高 宮本　尊史 2022.01.05 有限会社　ミヤシタ設計 代表取締役

糸魚川中央 月岡　精一 2021.12.31 北陸アグリ開発（株） 代表取締役社長 土壌改良材製造

建築設計

広告代理・広告制作
重電機器販売修理
司法書士
司法書士・行政書士
農業

行　　事 会　　場

5 （土） 第2回米山記念奨学委員長セミナー ホテルオークラ新潟

6 （日） 地区RA 委員長 ・ RA 地区代表 会議 オンライン

7～15 (月～火) 国際協議会 バーチャル

11 （金） 加茂RC創立60周年記念式典　→5/14に延期 清雲亭山重

19 （土） 国際協議会報告・地区諮問委員会・第2回地区運営会議 ホテルオークラ新潟

26 （土） 第2回地区ロータリー財団セミナー 兼 補助金管理セミナー ANAクラウンプラザホテル

5 （土） 米山記念奨学生終了式・歓送会 ホテルイタリア軒

12 （土） ローターアクト地区大会 デュオセレッソ

19 （土） 第2分区IM　（片山G補佐・新潟東）　→6/26に延期 ANAクラウンプラザホテル

26 （土） 髙橋年度　クラブ会長エレクト研修セミナー （PETS） ホテルイタリア軒

27 （日） 地区リーダー向け会議「ロータリーと危機管理」(RIJYEM)

26～27 (土～日) ローターアクト全国研修会 神戸ファッションマート

3月

水と衛生月間

地区主要行事予定

年　　月　　日

2月

平和と紛争予防／紛争解決月間

2022年
(R4)

高尾年度

2022年1月27日現在



2022年2月号

発行：Region 1 & 2 & 3
ロータリーコーディネーター
ロータリー公共イメージコーディネーター

Region 1 & 2 & 3

2022年も年始からCOVID-19との闘いが続く

昨年の2月号コーディネーターニュースに「新型コロナウィルス感染拡大が第３波！緊急事態宣言」と題して書かせていた
だきましたが、1年経ってまたもや、日本では第６波がオミクロン株によってもたらされ、年末から20歳・30歳台を中心に急激
に感染者が増え始め各地で「まん延防止等重点措置」を検討しております。

これから３～４週間後に高齢者にも感染者が広がり医療ひっ迫状況に追い込まれていくのではと危惧されます。メルクの飲
み薬が出て、2月にはファイザーの飲み薬が適用されると治療に明るい兆しがありますが、高齢者の方々に3回目のワクチン
接種が終わるのには数か月、4月乃至5月までかかるでしょうから油断せず、感染予防対策を万全にいたしましょう。

2022年７月からローターアクトクラブ会員が人頭分担金を納入することになっております。人頭分担金の件、地区の委員会
にローターアクターの参加、またロータリー財団への寄付、補助金の使用など、多くの事をロータリアンとローターアクターと
が交流できる機会を今まで以上に増やし話し合って上記の内容の方向付けが急がれます。もうしっかり方向付けが済んで
いる地区・クラブも多いのでしょうが、国際ロータリーの会員はロータリークラブとローターアクトクラブであるという事に変わっ
たことをロータリアンとローターアクターがしっかり捉えてそれぞれの立場でロータリー活動していく事が大切でしょう。

もう一点の話題として （以下My ROTARYより）

ロータリーは、すべての人と尊厳と尊重をもって接し、あらゆる人の声に耳が傾けられるようにし、親睦、奉仕、リーダーシッ
プの公平な機会を設けることに力を注いでいます。ロータリーの会員は、ロータリーが多様で、公平で、インクルーシブな組
織となることを望み、またそうあるべきであると考えています。ロータリーは、開放的なコミュニケーションを育み、学びあい、
支えあうことのできる環境を作りだすことに全力を傾けています。国によってロータリーでの体験は異なるかもしれませんが、
不平等や偏見を生み出す力関係、歴史、構造は世界中に存在します。多様性、公平さ、インクルージョンは、世界的に重要
な問題です。

国際ロータリー理事会とロータリー財団管理委員会は、多様性、公平さ、インクルージョンの原則を採用し、ロータリーはあら
ゆる言動においてこれらの原則に従うための行動を起こしています。多様で、公平で、インクルーシブな組織となることで、
ロータリーでの会員の体験がより充実したものとなり、より有意義で効果的な奉仕プロジェクトの実施が可能となり、ロータリー
に参加したいと望む人たちにとって魅力のある開放的・歓迎的な環境を築くことにつながります。

My ROTARYにあるこのDEI（多様性、公平さ、インクルージョン）を各クラブの中で会員同士がどのような言動が適切かを話し
合いそして行動に移していきましょう。

第２地域 ロータリーコーディネーター補佐 松坂 順一（東京葛飾東RC）

オミクロン株が日本中にまん延している中、ロータリー活動にも支障が出ていますが、ロータリアンの皆様には大変な日々
が続いておられることとお察しいたします。我が2760地区でも公共イメージ向上に最適手段であるＷＦＦ（ワールドフード＋
ふれ愛フェスタ）を4月に予定しておりますが、開催できるか心配しております。

そんな中で、2760地区では一般の皆様にもロータリー活動を知っていただく手段として「国際ロータリー第2760地区の活
動」と題して小冊子を発行いたしました。この冊子は地区84クラブの活動や地区委員会の活動を一般の方に紹介するため
に公共イメージ向上委員会が主となり発行し、各方面にも配りました。この活動はどこの地区でも行っている活動ではあるか
と思いますが、公共イメージ向上委員会が中心となり、実施することに意味があり、是非各地区においても行っていただきた
いと考えています。冊子の内容についてご質問等ございましたら、2760地区の事務局までお問い合わせいただければと存
じます。

第２地域 ロータリー公共イメージコーディネーター補佐 加藤 陽一（瀬戸RC）



. 
2022 年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶

を申し上げます。 

さて、去る 11 月 28 日に当財団理事長の齋藤

直美が急逝し、同日をもって退任いたしまし

た。理事長在任中に賜りました皆様からのご厚

情に厚く御礼申し上げます。後任の理事長（代

表理事）には、12 月 17 日の理事会におきまし

て、理事 若林紀男氏（第 2660 地区 大阪東Ｒ

Ｃ）が選任されました。

 

このたび、故・齋藤直美前理事⻑の後任として、図らずも理事⻑職を拝命
いたしました。前理事⻑の思いを受け継ぎ、事業創設 70 年の歴史と累計 2 万
人以上の米山学友を有するロータリー米山記念奨学事業のさらなる発展を目
指し、情熱を持って精一杯努める所存です。 

当事業は「支援」と「人財育成」が両輪であると考えます。巣立った学友
の活躍を知り、“人財”が多く育っているという実感そのものが、さらなる“支
援”への後押しとなります。奨学生時代だけでなく、奨学期間が終わったあと
も彼らとのパイプを太くし、学友の活躍を共有し、一人でも多くの方々にこ
の奨学金制度の意義を実感していただけたらと存じます。どうか皆様の温か
いご厚志、奨学生へのご指導・ご支援を、よろしくお願い申し上げます。

.    
12月までの寄付金は前年同期と比べて2.0％

減（普通寄付金:1.8％減、特別寄付金:2.1％減）、

約 1,700 万円の減少となりました。しかし、12

月単月の特別寄付金については前年よりも 500

万円増となっており、皆さまからのご寄付に感

謝申し上げます。また、「2021 年度下期普通寄

付金のお願い」を当会から直接各クラブへお送

りいたしました（メールアドレス登録のないク

ラブはガバナー事務所経由）。年初からコロナ

禍でのお願いとなり、大変恐縮ではございます

が、今後ともご支援賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

  

Vol.
2022 年1 月13 日 

発 行 

< PROFILE > 若林 紀男（わかばやし のりお） 

1982 年大阪東ＲＣ入会。2003-04 年度国際ロータ

リー(ＲＩ)第 2660 地区ガバナー。2010 年ＲＩ規

定審議会代表議員、2017-18 年度ＲＩ第３ゾーン

ロータリー・コーディネーターなどを歴任。当財

団においては、2002-04 評議員、07-10 学務・学友

委員（09-10 同委員長）、12-14 評議員（公益法人

移行後）、14-16 常務理事、16-20 副理事長、20-21

監事、21-理事（組織活性化担当）を経て、2021 年

12 月第 8 代理事長に就任。 

学友からの高額寄付 

張忠信さん（台湾／1961-65／東京日本橋ＲＣ）から 100 万円の個人寄付 

「米山奨学金をいただいたお陰で今まで自分のやりたいことができた」とのこと。今年 90 歳と

なる張さんは東京大学大学院博士課程卒、指導教官は建築家の故・丹下健三氏でした。 

千葉 鴻儀さん（中国／1990-91／熊本グリーンＲＣ）から 200 万円の法人寄付 

「小生が起業した会社から寄付させていただきます。少額で申し訳ありませんが、多少の恩

返しになれば…」とのこと。廃プラスチック・金属リサイクルにより地球資源を守る会社を経営

されています。 



 
公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 E-mail：highlight@rotary-yoneyama.or.jp 

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15 黒龍芝公園ビル 3F URL：http://www.rotary-yoneyama.or.jp/ 

Tel：03-3434-8681 Fax：03-3578-8281 編集担当：野津(のづ)・峯(みね) 

 

.    
2021 年 12 月 4 日、台湾米山学友会の年次大

会が台北市内で開催され、同時に YouTube でも

ライブ配信されました。毎年、日本をはじめ海

外からの参加者が多い同大会ですが、今回も新

型コロナの影響を受け、台湾在住学友とロータ

リアン、そして、同学友会が支援する日本人奨

学生らが集まりました。 

会の冒頭で、11 月に亡くなった当会齋藤直美

前理事長への哀悼の意を示し、全員で 1 分間の

黙祷が捧げられました。続いて、山崎淳一副理

事長と柚木裕子事務局長、韓

国・台湾・関西・タイなどか

らのビデオメッセージ、2023

年に予定されている「再会in

関東」の案内が上映されまし

た。 

同学友会では、台湾で学ぶ

日本人留学生への奨学支援

を長年続けており、今年度の

奨学生が流暢な中国語で感

謝のスピーチをしたほか、元奨学生も大会に参

加して、久しぶりの交流を楽しみました。奨学

事業へ貢献している一人、蔡衍榮氏（台北仁愛

RC 会員）は挨拶のなかで、「ワクチンが不足し

ていた台湾へ手を差し伸べてくれた日本への

感謝を込め、来年は３人分の奨学金を寄付する」

と、力強く述べました。 

今回は役員改選の年にあたり、投票の結果、

第 9 代理事長に林志昇さん（1992-94／津ＲＣ 

現在：台北南區ＲＣ会員）が選出されました。 

.  

2022-23 年度地区米山記念奨学委員長の第 1

回セミナーを 12 月 10 日、感染対策を徹底した

都内会場と Zoom 併用で開催しました。会場参

加は 18 名、オンライン参加 15 名で、午前 10 時

半から午後4時までの盛りだくさんの研修とな

りました。 

午前の初任者研修では、水野 功副理事長か

らの挨拶、

事務局か

らの各種

説明に続

き、事例

発表とし

て 、 第

2660 地区（大阪府）の坂田妙子次期米山奨学委

員長から、地区の学友会と連携した独自のメン

ター制度等について、実際の映像を交えてご報

告いただきました。 

午後の合同研修では、常務理事会の付託で設

けられた学友会関連検討小委員会委員長の滝

澤功治常務理事から、小委員会でまとめた国内

／海外米山学友会モデル会則案と学友会規程

案の骨子が説明されました。その後、5 グルー

プに分かれて「理解促進から寄付増進へ」「選考

について」「奨学生育成から学友会」をテーマに

ディスカッションと各グループからの報告が

行われ、質疑応答を経て、山本博史選考・学務

委員長の講評で締めくくられました。 

 

昨年 1 年間（1〜12 ⽉）に特別寄付をしたすべての⽅、もしくは普通寄付⾦の領収証を申
請したクラブには、１⽉末⽇までに（確定申告に間に合うように）、認定証の写しが付いた申
告⽤領収証をロータリークラブ宛に送付します。 


	2月Rotary_01 コピー.pdf
	2月Rotary_02 コピー.pdf
	2月Rotary_03 コピー.pdf
	2月Rotary_04 コピー.pdf
	2月Rotary_05 コピー.pdf
	2月Rotary_06 コピー.pdf
	2月Rotary_07 コピー.pdf
	2月Rotary_08 コピー.pdf
	2月Rotary_09 コピー.pdf
	2月Rotary_10 コピー.pdf
	2月Rotary_11 コピー.pdf
	2月Rotary_12 コピー.pdf
	2月Rotary_13 コピー.pdf
	⑮コーディネーターニュース2022年2月号.pdf
	⑯ハイライト米山.pdf


<<
  /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
  ]
  /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 <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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.)
  >>
  /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice




