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市民法務部市民法務部
研修

研　修　名 第1回実務研修会

日　　　時 平成26年6月25日（水） 13：30 ～15：30

場　　　所 茨城県開発公社ビル　1階　会議室

講　　　師 樋田　雅美会員（税理士・行政書士）

参　加　費 テキスト代実費 定　　　員 100名

研修内容 消費税及び相続税の改正のポイント

申込方法

メールまたはＦＡＸ
本会事務局　FAX：029-305-3732　e-mail：staff @ibaraki-gyosei.or.jp
※ 会場収容人数の都合上、先着100名となります。申込期間内でも、定員になり次第、申込終
了となります。ご了承ください。

申込期限 平成26年6月18日（水）

参加申込
※太枠の中を
　ご記入下さい

支部　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会員名　　　　　　　　　　　　　　　　　
質問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　最近、研修に申し込みながら無断で欠席する方が少なからず見受けられます。研修に申

し込んだ方は必ず出席していただきますようお願いいたします。

　都合が悪くなり欠席される場合には、事務局にご連絡お願いします。
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◆◆事業の内容◆◆
　水戸支部では木村支部長を中心に住民の皆様に行政書士をより身近に感じていただくため、水戸市及びその近郊
各会場にて無料相談会を定期的に実施しております。次年度における無料相談会がスムーズに運営されるよう相談員
になる会員に対して説明会が行われました。様々な意見交換がなされ大変有意義な説明会となりました。

◆◆事業の内容◆◆
　議題　１、次年度の活動計画について
　　　　２、次年度第１回水戸支部理事会について
　　　　３、次年度水戸支部総会について
　　　　４、水戸支部選挙管理委員の選出について
　　　　５、その他

（通信員　田上　悟史）

支部総務部会風景。皆さん活発な意見交換がなされております。

木村支部長の説明風景。行政書士会の旗も掲げて気合いが、入ってます！！

水戸支部無料相談員説明会開催

日 時

場 所
平成26年1月19日（水）　午後6時30分～午後8時
茨城県総合福祉会館　４階　中研修室

平成25年度　水戸支部総務部会開催

日 時

場 所
平成26年2月28日（金）　午後6時～午後8時
水戸市内原中央公民館　１階　会議室
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県南支部県南支部

◆◆事業の内容◆◆
　第６回理事会では、事業年度を統括する事業報告や会計報告などが行われました。事業報告では、年間を通じて
行われた無料相談会や業務研修会についての反省点や改善点が議論されました。また、会計報告及び予算案の作成
議論では、来期の予算の割り振りに関して活発に議論が行われ、「常設無料相談会の設置市町村を増やしたい。」「業
務研修会参加者の満足度をもっとあげたい。」などの意見が出て、賛否の意見交換の末、予算案に反映される形になり
ました。

・・・県南支部の業務研修や研修旅行などは執行部である役員が企画していますが、いくら配慮したところで、会員
の要望をすべて想像することはできません。ぜひ、研修会や総会などで役員の方と話す機会があれば、事業としてと
りあげて欲しい企画を提案してみてはいかがでしょうか。私は以前、研修内容として簿記を取り上げてみたら会員の方
も興味があるのではないかと提案したところ、見事企画が通りました！しかし、その研修の講師をやることになりました
が…。ぜひ、会員の皆様からも色々な企画を提案して頂きたいと思います。

　３月末で一事業年度も終わり、経理担当理事（実は私。）が一年分の事業内容、出納帳などの会計資料を用意し、
稲葉稔監事及び川村理人監事のお二方の監査を受けました。お二方とも他の機会でお会いする時はとても優しい先生
ですが、この日は雰囲気がまるで異なり、厳かな雰囲気でした。私は経理担当一年目ということもあり、かなりの緊張
をしながらになりましたが、無事に会計監査が終了しました。監事のお二方、ありがとうございました。

　茨城県行政書士会県南支部では、数年前まで毎年10月の広報月間にのみ行っていた無料相談会を毎月行うと
いう常設無料相談会を実施しています。現在、牛久市、土浦市、守谷市などで実施されていますが、県南支部で
はこの無料相談会の相談員を随時募集していますので、興味がある方は是非県南支部の理事までご連絡下さい。
本年度は上記以外にも実施市町村を増やす計画が策定されています。相談を受けるなんてまだ早いと思ってしま
う新人の方にとっても、先輩行政書士の相談手法を間近で見ることで意義のある経験となると思いますので、是
非検討してみて下さい。と毎号同じ記事では手抜きだと思われているでしょうから、今回は個人的な感想を述べ
させて頂きます。
　この常設無料相談会の役割としては、地元に根ざした地域活動をすることで、行政書士って何だろう？という
方への周知活動の一面があります。茨城県の人口は約300万人ですが、18歳以下を除いても200万人以上です。
それに対して、茨城県の行政書士会員数は約1,100名です。この中には、形式上登録しているだけの方も数多く
いると聞きます。すると、つまり１会員あたり2,000人程度の住民を相手に仕事をしている事になります。しか
し、私はこれだけの住民を相手にしている実感はまるでありません。その理由はズバリ「行政書士って何だろう？」
という知名度の無さだと思います。細かな持論は省きますが、どのくらい人数の方が相談に来られるかどうかは
別な問題として、常設無料相談会を行い、その度に市町村の広報に取り上げてもらう事だけでも相当な意味があ
ると思います。ぜひ、県南支部にあたる全市町村に無料相談会が設置できるよう、ぜひ相談員に参加して頂きた
いと思います。

（通信員　竹内　良太）

第6回理事会開催

日 時

場 所
平成26年3月27日（木）　午後7時～
土浦市三中地区公民館

常設無料相談会の相談員募集について

日 時

場 所
平成26年4月5日（土）　午後5時～
土浦市三中地区公民館

会計監査
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◆◆事業の内容◆◆
＊3月1日発行 第154号（A4判　80頁）
【業務手引】　新しいパソコンへの移行
【研　　究】　新たな農業・農村政策
　　　　　　　　　　事務・権限の移譲方針（１）
　　　　　　　　　　行政法・民法・商法
　　　　　　　　　　公正証書（34）
【支部蔵書】　行政書士報酬の算定と事務所経営
【情報開示】　行政手続オンラインの状況
【参考資料】　2040年の未来＜茨城＞（２）
【スクラップ】　業務関連ニュース・解説
【支部会員の動静】【県内会員数】
【隣接士会】　税理士法改正へ・弁護士
【質疑応答】　代理権
【雑　　学】　清掃する
【行　　政】　ハッスルプロジェクト＜茨城＞
【行政書士首長】　栃木県知事

＊4月1日発行　第155号（A4判　80頁）
【行政書士】　カバチタレ　田島　隆
【情報公開】　行政手続オンライン利用
【支部蔵書】　職務上請求書の諸問題（３）
【職域問題】　社労士と就業規則
　　　　　　社労士と税理士
【研　　究】　遺贈と遺言の解釈
　　　　　　行政法・民法・商法
　　　　　　風営法
　　　　　　自治体行政
【業務手引】　組合の年度終了後の手続
　　　　　　道路関係手続
【支部会員の動静】【県内会員数】
【参考資料】　敷地と道路（１）
【スクラップ】　業務関連ニュース・解説
【隣接士会】　建築士会
　　　　　　弁護士会
【相　　談】　株主総会
【職業倫理】　弁護士
　　　　　　公正証書（35）

◆◆事業の内容◆◆
＊2月12日（水）発信　No.304
　・ ＲＯＢＩＮＳ確認者　石塚紀雄（坂東市）支部理事を
推薦

　・会費滞納者に催告
　・「県西の風」未納は？　ご確認を

＊3月7日（金）発信　No.307
　・鈴木良雄氏から謝罪文　要監視
　・日当の一本化？　支部は３分割提案中
　　　別紙『市町村別　旅程表（水戸～旧市町村）』

＊3月10日（月）発信　No.308
　・質問『県西支部が無料相談をやらない理由は』

＊3月24日（月）発信　No.309
　・支部総会は5月10日（土）に開催
　・本会総会は5月29日（木）
　・「県西の風」購読料支払請求訴訟
　　4月30日（水）に決定
　・本会提案事項を一部修正させた事項

（通信員　倉持　良信）

支部月刊誌　行政書士通信「県西の風」（毎月１日発行）

送 付 先 購読支部会員・支部紹介弁護士・パソコンサポーター他

送 付 先 支部役員（元も含む）・代議員・本会顧問

「会議　ＦＡＸ　通信」随時発信
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　県北支部では支部地域内の３市１村において各毎月１回「行政書士無料相談会」を実施しており、毎回ご好評を頂い
ているところです。今後の日程が決定いたしました。

　平成26年2月22日（土）に、茨城県行政書士会の新春交流会が水戸京成ホテルにおいて開催され、県北支部からも
会員相互の交流と更なる飛躍を願いつつ、多くの会員が参加いたしました。

◆◆研修内容◆◆
第１部　「建設業許可申請に係る諸事項について」
　　　　・ロールプレイング形式
　　　　　行政書士役　　　　三橋　司（副支部長）
　　　　　建設会社社長役　　和知　太（理事）

第２部　「建設業許可申請その他業務についての注意・疑問点」
　　　　・第１部の研修内容に関する関連事項、その他の業務に関する質疑・意見交換等

　建設業許可申請業務を中心とする建設業関連業務は、行政書士業務の中核をなす業務と言えますが、実務上では
作成する書類や添付書類が多岐にわたり、分かりづらい面があります。
　よって、今回の研修ではロールプレイング形式で初歩的な事柄に関する対話を進めながら、随所で分かりやすい説
明がなされ、またベテラン会員の方から必要な情報・知識など実際の事例を挙げて解説が行われるなど、有意義なも
のとなりました。

（通信員　髙木　みはる）

定例無料相談会の開催日決定

第4回支部研修会開催

日 時

場 所
平成26年3月29日（土）　午後1時30分～4時30分
常陸太田市生涯学習センター

茨城県行政書士会の新春交流会に参加
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　内容は以下のとおりです。
１．支部長、本会副会長、本会理事あいさつ
２．議事
　（１）平成25年度事業報告
　（２）平成26年度支部定時総会までの日程について
　（３）平成26年度本会定期総会・定期大会にむけて

鹿嶋市　大
おおかわ

川　稔
みのる

 会員

　3月28日（金）、鹿嶋市大船津にある大川稔先生の事務所を訪問してきました。
　大川先生は行政書士と土地家屋調査士の二つの資格で業務をされています。
（以下、敬称略）

　本日はお忙しい中、取材のために時間を割いていただきありがとうございます。
　　　早速ですが、行政書士事務所を開業されたのはいつですか。

　平成23年4月です。
　開業するきっかけはどのようなことだったのですか？
　土地家屋調査士を開業していて、業務をする際、行政書士の資格がないと出来
ない業務もあり、行政書士の資格があるとスムーズに業務が出来ると思ったからです。
実際に土地家屋調査士と行政書士の資格は相性が良く業務の幅が広がりました。
　具体的にどのようなことが良かったか、お聞かせください。
　最も良かったのは農地転用です。土地家屋調査士は測量と地目変更の登記はできますが、農地転用許可申請
ができません。行政書士として開業したことにより、測量→農地転用申請→地目変更登記という一連の流れの業
務を受託することができるようになりました。
　主に取り扱っている業務は何ですか？
　建設業許可関係と農地転用及び相続・遺言などです。
　これまでで印象に残っている事件、苦労したこと、嬉しかったことを教えてください。
　苦労したことは、相続で遺産分割協議がまとまらず、ずっと書類を預かったままの事件が何件かあります。

　　 　私の事務所ではお客さんを信じて基本的には報酬は後払いで、業務が完了しないと報酬を請求しないので立
替金だけ持ち出しの場合が多くあります。また、見積もりや調査のみでそのために登記簿等の取得費用を立替えし、
結局依頼されず持ち出しということはよくあります。今後改善しなければと、検討しているのですが、なかなかう

左から田向副支部長、𠮷川支部長

第3回理事会開催

日 時

場 所
3月28日（金）　午後3時～午後4時30分
潮来市立図書館
14名参 加 者

 ■ 事務所訪問記
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まく出来ません。
　　　嬉しいのは一度依頼のあったお客さんからまた次に依頼された時は嬉しいです。
　次の業務を依頼されるということは、そのお客様に信頼されている証拠ですね。

　　　業務をする上で心がけていることはどのようなことですか？
　①依頼人に対して、依頼者の意思を尊重すること、期限を守ること、業務の押し売りはしないことです。

　　 　②提出先（官公署）等に対して、相手も人間なので難しい案件でも誠意を見せて対応すると問題解決する場合が
ありますので誠意をもって対応しています。あとは迅速対応です。

　　 　③協力者（他士業等）に対して、恥ずかしながら他士業の方に業務の依頼はしても依頼されたことはありません。
それぞれ古くから付き合いのある士業の方がいるので私からは特に営業もしていません。今後協力して頂ける他士
業の方が表れれば業務提携していきたいと思います。ただ私から他士業の方に業務提携は持ちかけることはなか
なか出来ません。もちろん、行政書士同士でも情報の提供は惜しみませんし業務依頼の紹介もします。
　営業で工夫している事などありますか？
　あまり、営業は得意でなく、実は土地家屋調査士開業から行政書士になった現在まで営業らしい営業をしたこ
とがありません。見ず知らずのところに営業なんて私の性格から絶対無理ですし、お客さんが来るのを待っている
だけで積極的に営業していないような状態です。業務の依頼は、知り合いの紹介や、最近ではホームページを見
たお客さんから依頼が来ます。今後もこのスタイルは変えられそうもありませんし、無理に嫌なことや苦手な営業
もしないと思います。士業としてはとても褒められた状態ではなく改善しなければ、とは思っています。逆に言うと、
お客さんに対して無理にしつこい営業はしないようにしています。
　どのような行政書士を目指していますか？（長期の、将来の目標）
　普通に「真面目な、固い、安心できる」行政書士です。一度依頼されたらまた次に依頼されるような業務をでき
ればと思っています。依頼者に「先生」と呼ばれないように、特別なことをしているわけでないので普通に「大川さ
ん」と呼ばれるような敷居の低い、誰に対しても腰の低い行政書士を目指したいと思います。当たり前ですが、報
酬にばかりにとらわれ過ぎて「やっつけ仕事、いい加減な仕事、無責任な仕事」をしないように心掛けています。
　それでは、当面の目標（１～３年程度）はどのように考えていますか？
　なんとか生活出来るだけの業務量を確保したいと思います。ただ、なりふり構わず業務をする、ばりばり営業
して仕事を取っていく、というスタイルでなく自分のペースでやっていきたいと思います。積極的な営業より依頼さ
れた業務を誠実に行い、それが次の依頼に繋がる、そういうスタイルで業務を出来ればと思います。
　プライベートなことについて、少しお聞きしたいと思います。出身（生ま
れた所、育った所など）はどちらですか？
　茨城県行方市（旧麻生町）で、小学校から高校まで地元麻生で過ごし
ました。高校卒業後就職し、職業を転 と々し現在、行政書士、土地家
屋調査士として開業しています。
　趣味、特技などを教えてください。
　趣味は20歳からはじめたサーフィンです。「三度の飯より好き」です。
冬でも海に行きますし、夏はほぼ毎日夕方は海に行っています。子供が
学校を卒業して教育費にお金がかからなくなったらサーフィンが生活の中
心で業務は依頼されたときだけそこそこやる、というのが理想というか将
来の夢です。生活出来るだけの収入があればあとは大好きなサーフィン
ができればそれで満足です。１年でも１日で長く健康でサーフィンをした
いと思っています。茨城の行政書士でサーフィンをやっている方ご連絡下
さい。ブログでも波情報を発信しています。どうぞよろしくお願いします。

　インタビューをしていて、真面目で、誠実、控えめな、大川先生の人柄をひしひしと感じました。ところが、最後に、
三度の飯より好きなサーフィンの話をされた時は、人一倍積極的な一面を見せていただきました。大川先生、お忙しい中、
丁寧に対応していただきましてありがとうございました。

（通信員　石井真児）
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平成26年度支部相談会一覧
市町村名
（50音順） 開催場所 開催日 開催時間 問い合わせ先

い

稲敷市 稲敷市
江戸崎公民館

毎月第3土曜日
（4/19・5/17・6/21・7/19・
8/16・9/20・10/18・11/15・
12/20・1/17・2/21・3/21）

午後1時～
午後4時

担当行政書士：松田秀幸
0297-64-1850

茨城町

茨城町
総合福祉センター
ゆうゆう館
2階会議室

5月・10月第3月曜日
（5/19・10/20）

午後1時～
午後4時

ゆうゆう館
029-292-1111

う 牛久市
牛久市
中央生涯学習センター
小講座室

毎月第4土曜日
（4/23・5/24・6/28・7/26・
8/23・9/27・10/25・11/22・
12/27・1/24・2/28・3/28）

午後1時～
午後4時

担当行政書士：大岡伸行
029-874-3814

お

大洗町 大洗町役場
1階ロビー

毎月第3火曜日
（4/15・5/20・6/17・7/15・
8/19・9/16・10/21・11/18・
12/16・1/20・2/17・3/17）

午後1時～
午後4時

大洗町役場
029-267-5111

小美玉市
小美玉市役所
（旧美野里町役場）
玄関ホール

毎月第3火曜日
（4/15・5/20・6/17・7/15・
8/19・9/16・10/21・11/18・
12/16・1/20・2/17・3/17）

午後1時～
午後4時

小美玉市役所
0299-48-1111

か 笠間市
笠間市役所
（旧友部町役場）
1階ロビー内

毎月第3水曜日
（4/16・5/21・6/18・7/16・
8/20・9/17・10/15・11/19・
12/17・1/21・2/18・3/18）

午後1時～
午後4時

笠間市役所
0296-77-1101

き 北茨城市
北茨城市役所
（要予約・市民に限る）
4階401会議室

毎月第1水曜日
（4/2・5/7・6/4・7/2・8/6・
9/3・10/1・11/5・12/3・1/7・
2/4・3/4）

午後1時～
午後5時

予約先：北茨城市役所　
　　　　広報広聴係
0293-43-1111

し 城里町

城里町役場
仮庁舎コミュニティー
センター
1階ロビー内

毎月第2火曜日
（4/8・5/13・6/10・7/8・
8/12・9/9・10/14・11/11・
12/9・1/13・2/10・3/10）

午後1時～
午後4時

城里町役場
029-288-3111

つ 土浦市
土浦二中地区公民館
又は
土浦三中地区公民館

通常第3日曜日（要確認） 午後1時半～
午後4時

担当行政書士：三田寺大輔
029-825-3633　

と 東海村

東海村
社会福祉協議会
（要予約・村民に限る）
会議室

毎月第2金曜日
（4/11・5/9・6/13・7/11・
8/8・9/12・10/10・11/14・
12/12・1/16・2/13・3/13）

午後1時～
午後3時

予約先：東海村
　　　　社会福祉協議会
029-282-2804

ひ

日立市
日立市役所
（要予約・市民に限る）
市民相談室　

毎月第2水曜日
（4/9・5/14・6/11・7/9・
8/13・9/10・10/8・11/12・
12/10・1/14・2/12・3/11）

午後1時～
午後4時

予約先：日立市役所
　　　　広聴広報課
0294-22-3111

常陸太田市
常陸太田市役所
（要予約・市民に限る）
2階201会議室

毎月第3月曜日
（月曜が祝日の場合は翌日）
（4/21・5/19・6/16・7/22・
8/18・9/16・10/20・11/17・
12/15・1/19・2/16・3/16）

午後1時～
午後5時

予約先：県北支部
0294-43-2735
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市町村名
（50音順） 開催場所 開催日 開催時間 問い合わせ先

ひ ひたちなか市

ひたちなか市役所
1階ロビー

毎月第1・第3・第5木曜日
（4/3・4/17・5/1・5/15・
5/2 9・6/5・6/19・7/3・
7/17・7/31・8/7・8/21・9/4・
9/18・10/2・10/16・10/30・
11/6・11/20・12/4・12/18・
1/15・1/29・2/5・2/19・
3/5・3/19）

午後1時～
午後4時

ひたちなか市役所
029-273-0111

ひたちなか商工会議所
3階相談室

毎月第4水曜日
（4/23・5/28・6/25・7/23・
8/27・9/24・10/22・11/26・
12/24・1/28・2/25・3/25）

午後1時～
午後3時

ひたちなか商工会議所
029-273-1371

み 水戸市

茨城県庁
2階東側
県民情報センター内

毎月第3水曜日
（4/16・5/21・6/18・7/16・
8/20・9/17・10/15・11/19・
12/17・1/21・2/18・3/18）

午後1時～
午後4時

茨城県庁　
市町村課
029-301-1111

水戸市役所
三の丸臨時庁舎
2階相談室（東側）

毎週木曜日
（4/3・4/10・4/17・4/24・
5/1・5/8・5/15・5/2 2・
5/29・6/5・6/12・6/19・
6/26・7/3・7/10・7/17・
7/24・7/31・8/7・8/14・
8/21・8/28・9/4・9/11・
9/18・9/25・10/2・10/9・
10/16・10/23・10/30・11/6・
11/13・11/20・11/27・12/4・
12/11・12/18・12/25・1/8・
1/15・1/22・1/29・2/5・
2/12・2/19・2/26・3/5・
3/12・3/19・3/26）

午後1時～
午後4時

水戸市役所
市民相談室
029-232-9109

茨城県立図書館
3階会議室3

毎月第2金曜日
（4/11・5/9・6/13・7/11・
8/8・9/12・10/10・11/14・
12/12・1/9・2/13・3/13）

午後4時～
午後7時

茨城県立図書館
029-221-5569毎月第3土曜日

（4/19・5/17・6/21・7/19・
8/16・9/20・10/18・11/22・
12/20・1/17・2/21・3/21）

午後1時～
午後4時

イオンモール水戸内原
2階イオンホールB

6月第3木・金・土曜日
（6/19・6/20・6/21）

午前10時～
午後7時

水戸支部
029-251-3101

も 守谷市

守谷市中央公民館
2階団体活動室

毎月第2土曜日
（1月は第3土曜日）
（4/12・5/10・6/14・7/12・
8/9・9/13・10/11・12/13・
1/17・2/14・3/14）

午後1時半～
午後4時

担当行政書士：井橋真理子
0297-45-0768

守谷市高野公民館
集会室2 11月第2土曜日（11/8）



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /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 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 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 360
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF005B0027005300740061006E006400610072006400280031002900270020306B57FA3065304F005D002030D330B830CD30B9658766F8306E8868793A304A3088307353705237306B90693057305F002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B4F7F75283057307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A3067306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F3092884C3044307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting true
      /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 true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


