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　★北口図書館の催し　日・内 下表の
とおり 問 同館（69・3151）

　★親子で参加できるワークショップ
「多言語で子育て」　日・会 いずれも
午前10時15分～（④は午後2時～）

▽①スタジオフェアレディ… 2月14
日（土） ▽ ②フレンテホール… 18日
（水）・21日（土） ▽ ③エビータの森…
19日（木） ▽ ④越木岩会館… 28日
（土） 申・問 ヒッポファミリークラブ
（0120・557・761）
　★県指定天然記念物「日野神社の
森」観察・植樹会　日 2月21日（土）
午前9時半～。雨天の場合22日（日） 
会 日野神社（日野町） 対 5歳以上（小
学校入学前は保護者同伴） 問 文化財
課（33・2074）
　★プレパパ・パパ・イクジイのため
の絵本の世界にようこそ～ちょっと差
がつく読み聞かせ術　日・内 いずれも
午前10時半～ ▽①子育てに効く絵本
の魅力… 2月22日（日） ▽②子どもと
一緒に絵本で遊ぼう！… 3月7日（土） 
会 男女共同参画センター　ウェーブ 
対 男性（②は3歳～7歳の子も） 定 あり 
申・問 ウェーブ（64・9495） 託 あり
　★もりの子育て支援事業　日・内 下
表のとおり 申・問 こども環境活動支援
協会（69・1185）

　★青少年育成課の催し　日・内 下表
のとおり 申 ハガキに催し名、住所、
参加者全員の氏名（ふりがな）・年
齢・性別、電話番号を書き、各申込締
切日（必着）までに同課（〒662－
0855江上町3－40☎35・3871）。
電話も可。多数の場合抽選

　★浜辺クリーンアップ＆凧（たこ）
上げ、津波避難訓練かけっこ大会　
日 3月7日（土）午前10時に御前浜駐
車場前に集合 対 小学生以下は保護者
同伴 定 あり 申・問 浜・川・山の自然
たんけん隊（080・6165・0990
…粟野方）
　★ママのリフレッシュタイム～おし
ゃべり＆おもちゃづくり　日 3月11
日（水）午前10時～ 会 子育て総合セ
ンター 対 小学校入学前の子と保護者 
定 16組程度 申 ハガキに催し名、住
所、氏名、子の氏名・年齢、電話番号
を書き、2月25日（必着）までに同
センター（〒662－0853津田町3
ー40☎39・1521）。多数の場合
抽選
　★食育講座「旬のカキをあじわお
う！」　日 3月15日（日）午前10時～ 
会 西宮浜公民館 対 小学生以上（小学
生は保護者同伴） ￥ 1500円 定 16
人 申 ハガキに催し名、住所、参加者
全員の氏名・学校名・学年、電話番号
を書き 、2月23日（必着）までに西
宮市貝類館（〒662－0934西宮浜
4丁目13－4☎37・0485）。多数
の場合抽選

　市は、「福祉作品展」を開催します。
小・中学生から募集した福祉作品コン
クール入賞作品をはじめ、障害のある
人が制作した絵画や造形、市内作業所
の自主製品を展示します。ぜひご来場
ください。　
日 2月10日（火）～15日（日）の 午 前
10時～午後５時（15日は4時まで）
会 市民ギャラリー
問 福祉のまちづくり課（35・3050）

　西宮市大谷記念美術館は、展覧会
「空想と写実」を開催します。
　「空想（フィクション）と写実（リ
アル）」をテーマに平成25年度の新
収蔵作品などを展示します。
日 2月21日（土）～3月22日（日）の午
前10時～午後5時（入館は4時半ま
で）。水曜休館 
￥ あり 問 同館（33・0164）

　★白鹿記念酒造博物館企画展「節句
の人形」　日 3月9日(月）までの午前
10時～午後5時（入館は4時半ま
で）。火曜休館 ￥ あり（小学校入学
前無料） 問 同館（33・0008）
　★はばたくアート展　日 2月18日
（水）～22日（日）の午前10時～午後6
時（22日は5時まで）会 阪急西宮ガ
ーデンズ4階ガーデンズホール 内 知
的障がい者・児の絵画など 問 西宮市
手をつなぐ育成会（33・7713）

　★大手前大学演劇部“演劇☆団子”
卒業公演「銀河のかたすみで」　
日 2月27日（金）午後6時、28日（土）、
3月1日（日）の午後1時、6時～ 会 同
大学さくら夙川キャンパス ￥ 500
円 問 同演劇部（080・6136・8019
…高畑方）
　★西宮市吹奏楽団スプリングコンサ
ート　日 3月1日（日)午後2時～ 会 市
民会館アミティホール  対 小学生以上
￥ あり 問 西宮市文化振興財団（33・
3111）　
　★西宮音楽協会による東日本大震災
復興支援チャリティコンサート　
日 3月11日（水）午後7時～ 会 フレン
テホール 内 ピアノなど ￥ 1000円
（小学校入学前無料） 問 同協会（71・
1697）
　★コーラスの広場　日 3月15日
（日）午後2時～ 会 フレンテホール 
内 西宮市合唱連盟の3団体が出演 
￥ 500円 問 西宮市文化振興財団
（33・3111）

　市と西宮コミュニティ協会は、「コミ
ュニティ推進大会・参画と協働のまち
づくり講演会」を開催し、「あなたの参
加が地域を変える！広げようボランテ
ィアの輪」をテーマにした講演などを
行います。手話通訳・要約筆記あり。
日 2月21日（土）午後2時～ 
会 勤労会館ホール 
問 市民協働推進課（35・3458）

　★講演会「六甲山地の生い立ちと土
砂災害」　日 2月14日（土）午後1時
半～ 会 勤労会館 ￥ 300円 問 武庫川
円卓会議（46・8541…白川方）
　★ＮＰＯ等公益活動市民団体交流会
日 2月21日（土）午前10時～ 会 市民
交流センター 定 あり申・問 同センタ
ー（65・2251）
　★就職につながる！パソコンスキル
アップ講座　日 2月26日（木）、3月3
日（火）～5日（木）の午後1時～。4回シ
リーズ 会 勤労会館 対 39歳以下で現
在求職中の人 定 あり 申・問 西宮若者
サポートステーション（31・5951）
　★高齢者向けタブレット（iPad）入
門講座　日 いずれも午後1時半～。２
回シリーズ ▽ Ａ組… 3月3日（火）・
10日（火） ▽ Ｂ組… 5日（木）・12日
（木） 会 市民交流センター 対 50歳以
上の初心者 ￥ 3000円 定 各5人 申 2
月16日から関西イー・エルダー
（090・7220・0125…望月方）。
先着順
　★韓国語市民講座　日 3月3日～5月
26日の火曜（12回）午後7時～ 会 エビ
ータの森 ￥ 1万円 定 あり 申・問 国際
文化交流協会（0725・22・0168）
　★普通救命講習会　日 3月4日（水）
午後1時半～ 会 消防局 定 あり 
申・問 救急課（32・7319）
　★消費者問題講演会「ホスピスケア
のこころ」　日 3月5日（木）午後1時半
～ 会 プレラホール 定 あり 申・問 消費
生活センター（69・3157）
　★阪神南地域夢会議・さわやか
フォーラム　日 3月7日（土）午後1時
～  会 甲南大学西宮キャンパス 内 意
見交換会や講演など  定 あり 申・問 阪
神南県民センタービジョン課（06・
6481・4542）

　市と西宮市国際交流協会は、姉妹都
市・スポーケン市への理解を深めても
らうため、同協会などで「スポーケン
ウィーク」を開催します。
　イベント内容は下表のとおり。ぜひ
ご来場ください。
問 同協会（32・8680）

　★パネル展示「郷土史を学ぶ～鳴尾
地区」　日 3月1日（日）までの午前10
時～午後6時。月曜休館 会・問 鳴尾図
書館（45・5003）　※2月22日（日）
午前11時から西宮歴史調査団の調査
成果ミニ報告会あり
　★西宮市歴史資料写真展「香櫨園・
夙川地区の移り変わり」　日 2月17
日（火）～3月23日（月）の午前9時～
午後5時。土・日曜、祝日休み 会 市
役所東館８階 問 情報公開課（35・
3740）
　★出張いきいきごみ展　日 2月18
日（水）・19日（木）の午前9時半～午後
4時（19日は3時まで） 会 甲東センタ
ー 内 再生した自転車、家具など20
点を展示し、期間中に申込（1人1点）
をした人に抽選で無料提供 問 西部総
合処理センター（22・6601）　※2月
19日午後3時から公開抽選を行い、
当選者に通知。引き渡しは2月20日
に同センターで。配送はしません
　★灘の酒まつり　日 2月19日（木）・
20日（金）の午後5時～8時 会 御影ク
ラッセ１階広場（神戸市） 内 特別試飲
会（有料）、酒蔵紹介など 対 20歳以上 
問 灘五郷酒造組合（078・841・
1101） 　※19日のオープニングセ
レモニーで樽酒プレゼント（無くなり
次第終了）
　★武庫川のええとこスケッチ入選作
品展示会　日 2月21日（土）・22日（日）
の午前10時～午後4時 会 宝塚市西公民
館 問 武庫川がっこう（090・1731・
6344…大塚方）　※21日午後1時半か
らフォーラムあり。詳しくは問合せを
　★芦乃湯ロビーコンサート　日 2
月22日（日）午後4時～ 会 芦乃湯会館
内 大正琴 問 人権平和推進課（35・
3318）
　★EWC環境パネル展　日 2月25日
（水）～3月1日（日）の午前10時～午
後５時（1日は４時まで） 会 市民ギャ
ラリー 内 市内や海外からの環境等に
関する作品約1100点 問 環境学習サ
ポートセンター（67・4520）
　★男女共同参画センター　ウェーブ
の催し　日・内 下表のとおり 定 あり 
申・問 ウェーブ（64・9495） 託 あり
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マークの見方

姉妹都市・スポーケン展、
エキスポ‘74 40周年記念展
日 3月9日（月）～16日（月）の午前10時
（9日は正午）～午後6時（16日は4時まで）
英語でエンジョイ
日 3月15日（日）午前10時半～ 対 英語で
の会話を楽しめる人 ￥ 500円 定 15人 
申 2月18日午前9時45分から電話で同協
会。先着順
特別講演「スポーケン市との姉妹友好都市
交流について」
日 3月15日（日）午後2時～ 定 40人 申 2
月19日午前9時45分から電話で同協会。
先着順

ファミリーデイキャンプ
日 3月1日（日）午前10時～ 会 甲山キャン
プ場 内 野外炊事など 対 中学生以下の子を
含む家族 ￥ 500円、3歳以下100円 定 お
おむね12組50人程度 申 2月19日まで
家族ふれあいウォークラリー
日 3月15日（日）午前9時半に甲東公民館
に集合 内 ゲームや甲東園周辺の名所・旧跡
を巡る7㌔～8㌔ 対 中学生以下の子を含む
家族 ￥ 100円 定 24組 申 2月27日まで

大谷記念美術館

空想と写実

子  供・子 育 て子  供・子 育 て子  供・子 育 て

ブックフェア「家族ってあったかい」
日 3月8日(日）までの午前9時～午後8時
（土・日曜、祝日は6時まで）。月曜休館
0・1・2歳のおはなし会～ヘルマンハープ
の演奏と絵本のよみきかせ
日 2月17日（火）午前11時～ 対 2歳までの
子と保護者など 定 30組。当日先着順（受
付は10時45分から）
おりがみやさん　おうちであったか
日 2月17日(火）～20日(金）の午後2時～
5時 対 小学生以下 内 子供たちが作った折
り紙を児童コーナーに飾り付け

焼き芋つくってみませんか
日 2月26日（木）午前10時15分～ 会 社
家郷山キャンプ場など 対 小学校入学前の
子を含む家族 ￥・定 あり
親子でカレーづくりにチャレンジ
日 3月12日（木）午前10時15分～ 会 社
家郷山キャンプ場など 対 小学校入学前の
子を含む家族 ￥・定 あり
講演会「乳幼児期の子どもの成長と外遊び・
自然体験の役割」
日 3月25日（水）午前10時～ 会 子育て総
合センター 申 不要

ネットワーク委員会企画講座「変わる保育
所　子育て体験が生んだアイディア」

日 2月26日（木）午前10時～

保育付き上映会　ラストフライデイシネマ

日 2月27日（金）午前10時～ 内 ヤコブへ
の手紙

芸     術芸     術芸     術

福祉作品展

催     し催     し催     し

スポーケンウィーク

講  座・講 演 会講  座・講 演 会講  座・講 演 会

コミュニティ推進大会
参画と協働のまちづくり講演会
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　★市民健康介護講座　日 3月12日
（木）午後1時45分～ 会 西宮協立リハ
ビリテーション病院 内 脳卒中の予防
など 定 あり 申・問 同病院（75・
3000）

　★阪神シニアカレッジの平成27年
度学生募集　内 ①高齢者大学講座（4
年制）、②阪神ひと・まち創造講座
（2年制） 対 ①60歳以上、②56歳
以上 ￥・定 あり 申・問 2月27日まで
に同カレッジ（0797・85・8880）

　★阪神地域若年者就職面接相談会　
日 2月26日（木）の午後1時～３時（受
付は２時半まで） 会 尼崎市中小企業
センター 内 参加企業は30社程度 
対 正社員を目指すおおむね39歳以下
の人（卒業予定者含む） 問 ハローワー
ク西宮（75・6716）　

　市民ギャラリーと北口ギャラリーは
平成27年度下半期分（10月～来年3
月）の使用申込を受付します。
日 3月1日（日）の午前10時～10時半
に市民ギャラリーは同ギャラリー、北
口ギャラリーは大学交流センター（創
作室は空き区分のみ受付） 。多数の場
合10時半から抽選 
問 市民ギャラリー（33・1666）、北口
ギャラリー（69・3160）

　★市立学校の学校給食代替調理員
（登録制）　内 給食実施日のうち要
請のある日の午前8時半～午後3時半 
￥ 日額7700円 申 履歴書を教育人事
課（35・3834）
　★スポーツ指定管理者施設の運営職員
内 浜甲子園運動公園、能登運動場など
での勤務 ▽①フルタイム…週5日40
時間勤務 ▽②パート…勤務時間は要問
合せ 対 いずれも基本的なパソコン操
作ができる人、①は普通自動車の運転
ができる人（ＡＴ限定不可） ￥ ①月
額18万円以上、②1時間800円以上 
申・問 2月25日までに奥アンツーカ
（43・8787…浜甲子園運動公園内）
　★西宮市社会福祉事業団のパートヘ
ルパー　対 介護福祉士・介護職員初任
者研修課程修了者 ￥ 1時間1140円
以上 申・問 甲子園ホームヘルパー派遣
センター（37・5661）　※２月19日午
後１時半からの説明会・面接に参加を
　★保育ルームchouchouの保育補
助者　対 保育士資格取得者 定 若干名 
申・問 同保育ルーム（53・5522）
　★中田家庭保育所の職員　内・対 保
育補助者…保育士資格取得者 ▽調理員
…調理師免許取得者が望ましい 定 若干
名 申・問 同保育所（49・0661）
　★ぽっぽ保育ルームの保育補助者　
対 保育士資格取得者 定 若干名 申・問 同
保育ルーム（090・8758・3569
…数田方）

　市は、「介護予防サポーター養成講
座」の受講生を募集します。高齢者向
けの「西宮いきいき体操」と実施グル
ープの自主運営について学びます。
日 3月2日（月）・5日（木）・12日（木）
の午後1時～。3回シリーズ 
会 職員会館 定 あり
申・問 地域共生推進課（35・3294）

　★西宮市肢体障害者協会生活行動訓練
日 2月20日（金）午前10時半～ 会 総 合
福祉センター 内 ボッチャ 対 身体障害
者手帳を持つ肢体不自由者（車いす
可） 定 あり 申・問 同協会（47・0201
…宮下方）
　★茶話会　日 2月22日（日）午前10
時半～ 会 福祉会館 対 ひとり親家庭の
親子 定 あり 申・問 エヌ・エフ・ケイ
（34・3362） 託 あり
　★難病講演会「患者中心の21世紀
の医療」　日 2月22日（日）午後1時
半～ 会 職員会館 対 難病患者とその家
族 定 あり 申・問 西宮市難病団体連絡
協議会（36・9731…腎友会内）
　★総合福祉センターの催し　日・内 下
表のとおり  定 あり 申・問 同センター
（33・5501姉35・1132）　

　★にしのみや権利擁護推進フォーラム
「支援を拒む人々」　日 2月28日（土）午
後1時半～ 会 勤労会館ホール 申・問 西
宮市高齢者・障害者権利擁護支援センタ
ー（37・0024）　※手話通訳・要約筆記
あり
　★すこやか介護教室「認知症のための
リハビリ」　日 3月10日（火）午後2時～ 
会・問 すこやかケア西宮（68・2700）

　★西宮市テニス協会の教室（前期）
日 いずれも4月～9月の土・日曜（月
2回） 会 中央運動公園テニスコート 
内 ①定例、②ジュニア 対 在勤・在学
者可（②は小学生） ￥・定 あり 申・問 同
協会（72・9369）　※早朝テニス
会あり。詳しくは問合せを

　★市の嘱託職員　内 下表のとお
り。いずれも週4日30時間勤務（①
は週5日32時間勤務、土曜勤務あ
り、⑤は土・日曜勤務あり）。契約更
新は65歳まで  定 各1人（③は3人）
申 履歴書（希望職種を明記）、免許・
資格証明書等の写し（⑤は除く）を2
月10日～17日（必着）に人事課
（〒662－8567六湛寺町10－3☎
35・3514）。持参も可。郵送の場
合82円切手を貼った返信用封筒を同
封のこと。重複申込不可　※勤務条件
等は市のホームページ（市政情報→人
事行政・職員採用）参照

　★教育委員会の嘱託職員　内 下表の
とおり 定 各1人 申 所定の申込書を2月
10日～17日に教育人事課（35・3834）
※申込書は同課で配布。試験は2月24
日または25日

　★市立保育所の職員（登録制）　内 下
表のとおり  対 保育士登録者  申・問 履
歴書、保育士登録証の写しを保育所事
業課（35・3906）

　★市立小学校の自然学校指導補助員
内 勤務は5月11日～7月17日、8月
31日～11月27日、いずれかの期間
内に4泊 対 18歳以上の大学生・野外
活動経験者など ￥ 謝礼あり 申・問  学
校教育課（35・3857）

　★郷土資料館の催し　日・内 下表の
とおり 問 郷土資料館（33・1298）

　★黒田さんちの晩ごはん　日 3月5
日（木）午前10時半～ 会 若竹公民館 
内 料理教室 ￥・定 あり 申・問 保健所
健康増進課（26・3667）
　★リサイクル雑誌市民無料配布　
日 3月6日（金）の午前10時～午後5時 
内 約4000冊 会・問 中央図書館（33・
0189）
　★ペルー料理　日 3月8日（日）午前
10時15分～ 会 若竹公民館 内 料理
講習を通じた国際交流 対 15歳以上 
￥・定 あり 申・問 西宮市国際交流協会
（32・8680）

　★西宮市ボウリング選手権大会　
日 2月15日（日）の午前10時(６ゲー
ムの部)、11時（３ゲームの部）～
会 Ｔ．ＴＢＯＷＬトマト西宮  内 アメ
リカン方式、ハンディキャップ制
対 在勤・在学者可 ￥ あり 申・問 2月
15日までにＴ．ＴＢＯＷＬトマト西
宮 （72・9011）
　★市長杯バドミントン大会　日 3
月7日（土）午前9時～ 会 中央体育館 
内 クラス別ダブルス、シングルス 対 中
学生以上。在勤・在学者可 ￥ あり 
申・問 2月15日までに西宮市バドミ
ントン協会（71・2267…妹尾方）
　★竹炭づくり体験教室　日 3月7日
（土）・8日（日）。1泊 会 山東自然の家
（朝来市） 対 20歳以上の人または家
族 ￥ 4600円、4歳～17歳4100円、
3歳以下300円 定 20人 申 2月27日
までに同自然の家（079・676・
4100）。多数の場合抽選
　★誰もができるスポーツ体験会　
日 3月15日（日）午前10時～ 会 甲武
体育館 内 フライングディスク、ボッチ
ャなど 対 小学生以上。在勤・在学者可 
定 あり 申・問 スポーツ推進課（74・
0554）
　★基礎から学ぶ「山歩きセミナー」
日・内 5回シリーズ ▽①講座…3月15
日（日）・22日（日）の午前10時、午後
1時～ ▽②実習…4月5日（日）午前9
時～　※雨天の場合12日（日） 会 ①
市民会館、②六甲・東お多福山周辺 
￥ 2500円 定 あり 申・問 西宮明昭山
の会（31・1033…原水方） 
　★50㍍ダッシュ王＆かけっこ教室・
美しい歩き方教室　日 3月21日（土）
の午前10時10分、午後1時50分～。
雨天の場合、22日（日） 会 中央運動公
園陸上競技場 対 おおむね3歳以上 
￥・定 あり 申・問 アスロン（0797・
25・1684）
　★西宮スキー教室　日 3月26日
（木）～29日（日）。3泊 会 志賀高原一
の瀬スキー場（長野県） 対 ①一般…中
学生以上　※シニアクラスもあり ▽②
小学生…小学4年以上（新4年も可）。在
勤・在学者可 ￥ ①4万5000円、②4万
2000円。スキーウェアなどは別途要
レンタル料 定 あり 申・問 西宮市スキ
ー協会（47・6712…菊池方）

人  事  募  集人  事  募  集人  事  募  集

①児童厚生員業務
内 児童館等での遊びの企画・立案・指導
など 対 保育士資格か教員免許取得者 
￥ 月額19万2400円　※1次試験は2月
23日、2次試験は3月6日
②子育て総合センターでの利用者支援業務
内 教育・保育施設や子育て支援事業等の情
報収集・提供や子育て相談など 対 社会福祉
士か臨床心理士か保育士の資格取得者で、
相談業務の経験があり、基本的なパソコン
操作ができる人 ￥ 月額18万2300円
※1次試験は2月23日、2次試験は3月6日
③担当地区の保育所等での保健指導業務
内 保育所入所申込児の面接、認可保育所等
巡回指導など 対 保健師免許取得者で、普
通自動車の運転ができる人 ￥ 月額21万
7700円 　※試験は2月25日
④わかば園での理学療法士業務
内 園児、外来児、支援事業に関する理学療
法とその保護者への指導など 対 免許取得
者で小児に対する実務経験が3年以上の人 
￥ 月額31万9600円　※試験は2月26日
⑤花工房での緑化推進業務等
内 植物苗の増殖・育苗や各種教室の実施など 
対 園芸・造園関係の大学、短大、専門学校、高
校等を卒業した人（見込み可）か花苗の増殖・
育成の業務経験者で普通自動車の運転ができ
る人 ￥ 月額18万9200円　※試験は3月5日
⑥公共施設の設計・管理業務
内 営繕工事等の設計・監督に関する業務
など 対 １級または２級建築士免許取得者
で3年以上の実務経験がある人 ￥ 月額21
万4200円   ※試験は3月6日

スクール・資格スクール・資格スクール・資格

絵画教室～みんなで絵を描いてみよう
日 2月24日（火）午前10時～ 対 障害のある
人と介護者。在勤・在学者可 申 2月20日まで
卓球祭り
日 3月8日（日）午後1時15分～ 対 障害者
手帳を持つ人と家族・介護者。在勤・在学
者可 申 3月1日まで

相     談 相     談 相     談 

スポーツ・アウトドアスポーツ・アウトドアスポーツ・アウトドア

臨時保育士
内 月曜～金曜の午前8時25分～午後4時
55分。ほかに早出・遅出勤務、土曜勤務あ
り ￥ 日額7750円
パート職員
内 月曜～金曜の午後3時～７時のうち３時
間または土曜の正午～午後７時のうち６時
間 ￥ 日額3841円（土曜は日額7682円）

日 2月14日（土）の午後5時45分～6
時 内 市などが昨年10月に発行した
冊子「銘菓のしおり」を片手に、和菓
子と西宮レトロに出会う小さな旅を楽
しみます。 
問 広報課（0798・35・3487）

そ   の   他そ   の   他そ   の   他

市民・北口ギャラリー

平成27年度下半期
使用申込を受付

健  康 ・ ふ く し健  康 ・ ふ く し健  康 ・ ふ く し

介護予防サポーター養成講座

ようこそ！ようこそ！

展示
野鳥の写真展…3月1日(日）～22日（日）
※時間は午前10時～午後４時

　このコーナーでは、北山緑化植物園で行わ
れる教室や園内で見られる花を紹介します。

【問合せ】北山緑化植物園（0798・
72・9391…水曜休み）

花と緑の教室　《3月分》
薬草フェア…8日（日）の午前10時～午
後4時。参加費無料①

大人も子供も楽しめる！手作りコンニャク教
室…14日（土）午後1時から。参加費800円②

早春から春の山野草…24日（火）午後1
時から。参加費1500円③

※要申込（①は不要）。②、③は定員あり

《今月の花》フクジュソウ

西宮市内博物館等連携講座
日・内 いずれも午後1時半～ ▽「戦国史研究
と家譜資料～黒田孝高と“黒田家譜”」…3
月4日（水） ▽「文化財の三次元計測」…18
日（水） 会 大手前大学さくら夙川キャンパ
ス 定 50人。当日先着順（受付は午後1時
から）
②西宮歴史調査団の活動報告会
日 3月14日（土）午前9時半～ 会 同館
③西宮歴史調査団の団員登録会
日 3月14日（土）午 前11時45分 ～ 会 同
館 対 20歳以上で平日を中心に活動できる
人 定 あり

特に教育的配慮が必要な児童・生徒の支援業務

内 週5日25時間勤務 対 幼稚園、小・中学
校の教員免許か臨床心理士、特別支援教育
士の資格取得者 ￥ 月額11万5900円
青少年野外活動指導業務

内 週4日30時間勤務 ￥ 月額19万3900
円　※対象については問合せを


	H27.2.10.7
	H27.2.10.6


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [773.858 1150.866]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [773.858 1150.866]
>> setpagedevice


