
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOL.1 
 

 12 月 7 日（日）ふれあいセンター大会議室におい

て、講演会とシンポジウム「しょうがいのある人の

喜怒哀楽」を開催しました。   

この事業は、愛知県が実施する「心のバリアフリ

ー推進事業」の一つとして、ここばりこまきが事業

委託を受け企画・運営したものです。 

■第１部 谷口明広さんの講演 

しょうがいのある人の自立生活やケアマネジメン

トに造詣が深く、ご自身も車いす利用者である愛知

淑徳大学医療福祉学部教授 谷口明広さんをお迎え

してお話を聞きました。 

谷口さんは、ご自身の体験をもとにどんなことが

しょうがいのある人にとってバリアとなっているか

を、面白くわかりやすい言葉で話され、笑いの中に

も心に深く残る内容に、参加されたみなさんは熱心

に耳を傾けました。 

■第２部 当事者の方から聞く日々の暮らし

身体・知的・精神のそれぞれのしょうがいのある

３名のシンポジストの方に、日々の暮らしぶりを話

していただきました。 

コーディネーターの谷口さんとのやりとりの中で

は、答えに戸惑うシンポジストを他のシンポジスト

がフォローする場面もあり、とても温かな雰囲気に

包まれたシンポジウムでした。 

講演後、聴覚障害の方が「とても良いお話でし

た！」と満面の笑みで帰られた姿がとても印象的で

した。 

参加者の声（アンケートから） 

○講師の話はわかりやすく、障害者のバリアに

ついて理解できた。自分の娘にも知的な障害

があるが、いずれの話も納得できるものばか

りで、一人でも多くの人に伝えたいと思った。 

○社会の中で壁と感じられていることを率直に述

べられ、健常者として耳の痛い話も多かったが、

とても楽しいお話だった。もっと聞きたい。 

○シンポジウムで車いすの人が「自分の買いたい

ものを自分で買いにいく」という私たちにはご

く当たり前のことを幸せに感じると言っていた。

障害のある人の小さな願いを叶えられる社会に

していきたい。 

○シンポジウムでは、いろんな障害の人の話が聞

けて、知らないこともたくさんあった。 

○障害当事者であるが、シンポジウムでは、自分

のわからない障害の話を知ることができてよか

った。 

小牧認定手話通訳者協議会と要約筆記ＯＨＰ小牧のみ

なさんにご協力いただきました。 

ここばりちゃん 

です。 

よろしくね！ 

  

こころのバリアフリーをすすめる会こまき 

ここばりこまき通信  

愛知県心のバリアフリー推進事業委託事業

「しょうがいのある人の喜怒哀楽」開催 
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フォローアップ研修会 

12 月７日のシンポジウムで、シンポジストとして参加して

くださった 3人の方から、それぞれのしょうがいについてさら

に詳しい話を聞く「フォローアップ研修会」を開催しました。

身体しょうがいのある方のお話  

      12 月 21 日（日）市公民館視聴覚室 

加藤さんは電動車いすを操作し、ヘルパーさんと

巡回バスや電車を使って、あちこちに出かけます。

小牧市内はバリアフリーの所もあるけれど、道が

でこぼこで、歩道が傾いているので困るそうです。

でも「自分で食べたい物を自分で買いに行く」とい

う当り前の生活が少しずつ実現できてうれしそう

でした。 

また、身体障害の方は、がんばりすぎて２次障害

（痛みやしびれ、状態の悪化）が起こりやすいとい

う話もあり、参加者のみなさんは驚いている様子で

した。「ちょっと手伝ってもらうこと」や無理せず

に生活することが大切なのだそうです。 

 吉金さんからは、小牧には当事者どうしが集まる

場がないし、名古屋等に行かないと情報が得られな

いという話がありました。春になったら花見でもし

ようという話も出て、和やかに終わりました。 

精神しょうがいのある方のお話  

    ２月８日（日）東部市民センター視聴覚室 

仕事のストレスが原因で統合失調症になった安

藤さん。とても率直に自身の障害について詳しく話

してくださいました。いろいろな質問にも丁寧に答

えていただき、福祉サービスに出会うまでのこと

や、どんな幻聴があったのか、また現在、積極的に

参加している当事者グループのことなども話して

くださいました。中でも「心は見えないので言葉に

して会話をしないと伝わらない。精神障害のある人

はそれが苦手、だから居場所作りとその支援者づく

りが大切」との言葉は、強く心に響きました。 

 今回は、安藤さんと同じしょうがいを持った方や

家族の方も参加されていました。手がかりを探され

ている方に、ヒントとなったのではないでしょう

か。 

知的しょうがいのある方のお話  

    １月１８日（日）味岡市民センター視聴覚室 

松井さんは、グループホームに住んでいて、仕事

はバスに乗って出かけていきます。仕事に行くのは

楽しいとのこと。作業所のときと比べると、バスに

のって外にでていけるのが良いと言います。 

 グループホームにいるときは、テレビを見ている

ことが多いとか。買い物は、お金の計算が難しいけ

れど、時々近くのコンビニに行って週刊誌などを買

ったりするそうです。 

 「悩みは何もないです」と笑顔で答える松井さん。

夢は、東京へ行ってディズニーランドにも行くこと

だそうです。東京まで行くのは大変ですが、まず、

いっしょに遊びにいける仲間づくりができるとい

いなと、前回の当事者活動の話の続きで思いまし

た。              
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参加者の声(アンケートから) 

○加藤さんの２次障害の話はショックでした。が

んばればがんばるほど障害が重くなるなんて。

やはり、こういう障害のことはもっとたくさん

の人が知っているべきだと思いました。 

○精神障害の人とはこれまでも関わる機会があっ

たが「聴くこと」が大切なことであること、当

事者のクラブも人間関係を学ぶ重要な場であり

そういうことに関わることは自分にもできるこ

とだと思った。 

○障害のある人、親、職員、ボランティアとい 

う人ばかりではない人、関心のない人へどの  

ように活動していったらよいかを考えていき 

たいと思います。 
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篠岡地区ボランティアのつどい ２月７日（土） 

応時中学校ジュニア奉仕団「３年生を送る会」 ２月２１日（土） 

小牧市市民活動助成金対象事業

小牧市より「Ｈ２０年度小牧市市民活動助成金」の援助を受け「こころのバリアフリーＤＶＤ・パ

ンフレット配布事業」として、ＤＶＤ（手引き付）を８３箇所に配布しました。また市内２箇所で上

映も行ないました。 

バルーンで「ここばりちゃん」

も作りました！ 

東部市民センター講堂において「小牧市篠岡地区ボラ 

ンティアのつどい」が開催されました。 

この催しは、主に同地区で日頃からボランティア活動を 

行なっている方が参加し、ボランティアの垣根を越えて交 

流し理解を深めることを目的に、地元のジュニア奉仕団の 

中学生をはじめ幅広い年齢の方々が１６２名参加されました。 

今回、ここばりこまきは、この中で、オリジナルビデオ『盲 

導犬と歩く』『やりたいこと模索中』の 2本を上映させてい 

ただきました。 

その後グループに分かれて行った交流会では、テーマ「暮らしやすいまちってどんなまち？」に沿って

活発に意見交換が行なわれ、「しょうがいのある人の生の声が聞けたり、日常生活を知ることができた。」

「しょうがいのある方への接し方がわからなかったが、声をかけて相手の気持ちを聞くことが大事だとわ

かった。」など、ビデオの感想もたくさんいただきました。 

応時中学校ジュニア奉仕団の「３年生を送る会」の中で、身 

体にしょうがいのある吉金さんの日常生活の１コマを撮ったビ 

デオ「やりたいこと模索中」を上映しました。 

会場には、世話人の方や地域の方も含めて６０人ほど参加さ 

れ、上映後は吉金さんご本人からお話を伺いました。 

現在はピアノを習ったり、車を運転して岡崎のピアカウンセ 

リングへ参加したり、最近では独り暮らしを始めるなど行動的 

な吉金さん。でも１０年ほど前は、がんばりすぎて重荷になり、 

やる気を失ってしまっていたとの話に、「何をきっかけに今のよ 

うに前向きになれたのですか？」「知り合いの人にしょうがいのある人

がいるのですが、何かお手伝いをしたいと思っても、どう手を貸してい

いのか・・・。難しいと感じます」といった質問や感想がありました。

また、同行した小牧養護学校小学部２年生の上田あきら君のお母さん

からは、日頃学生ボランティアさんにお世話になっていることや、小牧

に若いボランティアさんがもっと増えることを願っているなどの話が

ありました。 

 

ステージでここばりの紹介をする山中さん

（写真左）と手話のボランティアさん。 

小牧でもピュアカウンセリングの会を

立ち上げたいと話す吉金さん（写真右）
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インフォメーション 

ここばりこまきでは、しょうがいのある人への理解を深めるため、小牧市内に住むしょうがい

のある人の暮らしぶりを収めたオリジナルＤＶＤを広く配布しています。また、会合やサークル

活動などで、時間をいただいて上映会をする活動もしています。    

詳しくは、ここばりこまきのＨＰをご覧いただくか、Ｅ－ｍａｉｌまたはＦＡＸでお問い合わ

せください。 

ここばりこまき通信 vol.1 発行日 ２００９年 3月 

発行  ここばりこまき(こころのバリアフリーをすすめる会こまき) 

事務局 〒４８５－０８１１ 小牧市光ヶ丘１－１－４－４０３ 

Ｅ－ｍａｉｌ：webmaster@kokobari-komaki.net  ＦＡＸ：０２０－４６２２－５７８３ 

ここばりこまき どっと ねっと http://kokobari-komaki.net/index.html 

voice 

初めは、吉金さんのビデオ撮影で誘われて、

素人ながらドキュメンタリーの様に、いきなりぶ

っつけ本番で撮影しましたので？？の場面が

あったかもしれません（笑）。 

そのおかげで、しょうがいのある方のいろい

ろと困られた時の話や、今まで自分の目線では

全く気付かなかった事、なるほどなぁと思う事

がたくさんあり、そして笑いもあり、思わずうな

ずいている自分を再発見でき、とても勉強にな

りました。「ここばり」の活動が、ひとりでも多く

の人の心に響くといいですね 

       （齋藤）

わが娘が参加している小牧市民ミュージカ

ルの練習風景をビデオ撮影していただきまし

た。 

いろいろな所で上映され、それを見た方から

町で「ビデオ見たよ。頑張ってね」と声をかけ

ていただきました。 

こどもたちが社会に出て厳しい現実と向き

あうなかで、回りの方達の温かい励まし、声か

けで親子ともどもホットしている今日この頃

です。             （中山） 

昨年度のシンポジウムで、しょうがいを持つ方

や親御さんの話を聞いて、私も同じ親として共

感するとともに、さらに勉強したいと思ってこの

会に参加しました。 

 しょうがいと言ってもさまざまで、暮らしにく

さは当事者でなければわからないことが多いの

だと、私もあらためて知らされました。 

講演会や学習会などを通して、今後もより多く

の方々の理解が得られることを願っています。 

（大山） 

自分たちで活動できる場がほしいと話され

た加藤さん。大好きなキムタクの話を笑顔でし

てくれた松井さん。居場所での活動を積極的に

している安藤さん。それぞれの方の気持ちをじ

っくり聞くことができてよかったと思います。そ

して、話す事が自信となって活動の場が広がっ

ていくといいですね。 

 これからも、いろいろな方のお話を聞き合い

ながら、お互いに理解を深めていけたらいいと

思います。            

 （伊藤） 

しょうがいのある子の親として、この子たち

の生きにくさを減らすために、その子自身の力

を伸ばすことと、社会に理解してもらうこと、こ

の２つが必要だと思っています。 

ここばりの活動を通して社会に働きかけ、バリ

アフリーの大切さや、人と人とがつながって生

きる素晴らしさを実感する人が、少しずつ増え

ていくことを願っています。          

（位田） 

ここばり 
スタッフの 

つぶやき 



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


