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志津見ダム水源地域では、志津見ダムをはじめとした様々な
地域資源を活かし、地域に暮らす人々が自らの幸せな将来の
ために力をあわせて、流域全体と連携しながら地域の活性化
を進めていくこととします。

みんなでつくる  みんなのふるさと 
　　　　　笑顔あふれる  しあわせの里

基本理念

地域の目標像

１基本方針

美しい
ふるさとづくり

2基本方針

明るく元気で
豊かな
ふるさとづくり

3基本方針

人が集まる
ふるさとづくり

歴史と文化に彩られた神戸川
水源に広がる豊かな自然を守り
つつ、志津見ダムによる新たな
風景を活かしながら、みんなが
暮らす美しい里山環境の形成
を図ります。

志津見ダム周辺に整備された
施設をはじめ伝統・文化などの
地域資源や、地域の農林水産業
などを活かし、みんなが明るく
元気に暮らせるような活力向上
を目指します。

神戸川の水で結ばれた地域の
人々や、志津見ダム周辺に訪れ
る人々みんなが集い、語らい、
楽しめるような「場」や「しくみ」
づくりを進めます。
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志津見ダム水源地域ビジョンの対象範囲
は、志津見ダム周辺を基本としますが、飯
南町域や神戸川流域等も念頭に置いて、
地域活性化に向けた活動の内容に応じて
柔軟に設定します。

志津見ダム水源地域ビジョンの対象範囲1

「志津見ダム水源地域ビジョン」を策定しました！ 

　水源地域ビジョンは、ダムを活かした水源地域の自立的・継続的な活性化のために、水源地域の自治体、
住民等がダム事業者・管理者と共同で策定する水源地域活性化のための行動計画です。

　「志津見ダム水源地域ビジョン」は、平成23年6月に志津見ダムが完成し維持・管理に移行したことを節
目として、これまでに整備された施設の活用を促進するため、今後の地域活性化の方向性をより具体化
し、地域の更なる発展に寄与することを目的としています。

　ビジョンの策定にあたっては、地元住民、飯南町、島根県、国土交通省による「志津見ダム水源地域ビジ
ョン策定委員会」が、地元住民や地域活動団体が参加した「志津見ダムの活用を語る会」から意見・提案を
受けて審議し、平成24年3月13日に策定しました。

基本理念・地域の目標像・基本方針2

志津見ダム水源地域ビジョンでは、地域における活性化に向けた取り組みの内容や地域の有する資源の
現状などをふまえて、基本理念と地域の目標像を掲げました。この目標の実現に向けて、以下の３つの基
本方針を定めています。

志津見大橋から望む
東三瓶フラワーバレー

うぐいす茶屋 やまめの渓「じゃぶじゃぶ池」での
やまめのつかみ取り
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基本方針 プロジェクトの分類ふるさとづくりのテーマ 早期（1～3年以内に着手） 中期（4～6年以内に着手） 後期（7～10年以内に着手）

アクションプラン 総数：39件※

１基本方針

美しい
ふるさとづくり

早期に取り組むアクションプランの数：21件 中期に取り組むアクションプランの数：15件 後期に取り組むアクションプランの数：4件

2基本方針

明るく元気で
豊かな
ふるさとづくり

3基本方針

人が集まる
ふるさとづくり

分類 水源地域の景観向上1

分類 牧歌的な風景づくり2

分類 自然にやさしいエコ活動8

分類 水源地域の修景10

分類 田舎ツーリズムの展開14

分類 他地区との連携15

-1 河川と道路の清掃活動

-1 家畜の放牧

分類 四季の彩り
フラワーバレー

3

-4 一軒一鉢運動を展開

分類 神戸川「川の駅」づくり5 -1 青空市の活性化

分類 地域コミュニティの強化6 -1 地域懇親会の開催
-2 七夕祭り

分類 志津見湖のイメージアップ7

8 -1 水源地域の自然にやさしいエコ活動の展開

7 -1 イメージキャラクターの活用

-2 クリーンウォーク
-3 町有林による景観美化

分類 神戸川エコロジカル・
ネットワーク

4 -1 水生生物による簡易水質調査の実施
-2 自然観察会

分類 伝えようふるさとの
歴史と文化

9 -1 食文化伝承レシピの作成
-2 遺物の展示

-3 民具の展示

分類 湖畔イベントの開催11 -1 ポピー祭・コスモス祭開催
-2 野外コンサート

-1 サインの設置による水源地域の明示
-2 草花・花木植栽による水源地域へのゲートづくり

-3 ナイトバザール
-4 志々ファンクラブ
-5 シンボル オブジェ作り

分類 湖面イベントの開催12 -1 湖面巡視体験
-2 カヌー教室（一般対象）-2 カヌー教室（PTA対象）

-3 魚つり大会
-4 ラジコンボートレース大会

分類 志々のみどころ紹介13 -1 手作りみどころ案内板
-2 マップ（パンフレット）づくり
-3 フォトコンテストの開催

14 -1 田舎体験

15 -1 広域的な連携検討

-2 憩いの場の充実
-3 特産品の開発

-3 山の恵み学習会
-4 水辺で遊べる場づくり

-3 彩りの森の紅葉をライトアップ
-2 フラワーバレーに山野草観賞エリアを整備
-1 夏の花の花壇整備による年間を通じた花畑の創出

-4 草刈り研修会

水源地域の景観形成

水源地域の活性化

地域の有する
歴史文化の継承

水源地域のピーアール

上下流の交流
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自然環境の保全活用
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アクションプラン3

3つの基本方針に基づき、39のアクションプランを実施していきます。

■ アクションプランの体系

※体系化したアクションプランのうち、着手時期の分類において、「 -2カヌー教室」は「 -2カヌー教室（PTA対象）」（早期）と
「 -2カヌー教室（一般対象）」（中期）の２つに分割しました。そのため、上図ではアクションプランの数が40件となっています。

12 12

12
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１

水源地域の景観形成水ふるさとづくりのテーマ Ⅰ

分類 2

基本方針 美しいふるさとづくり

上下流域の住民や団体と関係機関が協働で清掃に取り組むことで地域の連帯感を高めるとともに、
フラワーバレー周辺の景観向上をめざす。

分類 水源地域の景観向上1プロジェクト

プロジェクト

家畜の放牧分類 2 -1

志々小学校前に整備された
水辺公園

里山をフィールドにした
山林保全活動牧歌的な風景づくり

家畜を放牧することで、新たに牧歌的な風景を
創出するとともに、河川敷の除草や排泄物の
利用など景観保全や資源有効活用を行う。

河川と道路の清掃活動分類 1 -1

実施時期 早期（１年目）

概要

アクションプランの内容

先行アクションプラン 1

地域住民だけでなく、神戸
川の流域住民にも参加を
募り、河川内や沿道の草刈
りやゴミ拾いなどの景観保
全活動を実施

概要 ・牛、羊、山羊などの家畜を放牧すること
で、新たな河川景観を創出
・河川敷の除草や排泄物の利用など景観
保全や資源の有効活用

クリーンウォーク分類 1 -2

実施時期 早期（１年目）

概要

先行アクションプラン 1

地域の自然環境や歴史文
化についての情報を提供し
ながら清掃活動を行う『クリ
ーンウォーク』を企画

町有林による景観美化分類 1 -3

権現大橋付近の町有林の状況

実施時期 早期（１年目）

概要

先行アクションプラン 2

町有林の整備を自然
保護、景観保全の施
策として捉え、広葉樹
や紅葉する樹種を部
分的に導入

草刈り研修会分類 1 -4

実施時期 早期（１年目）

概要

先行アクションプラン 1

草刈り道具の使用方法や、
効果的な草刈りの手法を
学ぶことができる草刈り研
修会の開催

（機械の展示販売、デモンストレーション）

実施時期 中期

自然環境の保全活用ふるさとづくりのテーマ Ⅱ

周辺整備施設を活用した自然体験や神戸川流域を対象とした環境学習を実施し、神戸川流域で一体となった取り組みを行う。

実施時期 中期

山野草が観賞できる花壇

モミジが植栽されている彩りの森

実施時期 中期

一軒一鉢運動を展開

一軒一鉢運動を展開分類 3 -4

フラワーバレーに
山野草観賞エリアを整備

分類 3 -2

彩りの森の紅葉をライトアップ分類 3 -3

先行アクションプラン 3

先行アクションプラン 4

実施時期 早期（１年目）

実施時期 早期（１年目）

簡易水質調査の様子

水生生物による簡易水質調査の実施分類 4 -1

先行アクションプラン 5

実施時期 早期（１年目）

植物をテーマにした自然観察会

自然観察会分類 4 -2

「エコロジカル・ネットワーク」：貴重な自然を保全するとともに、細切れになった自然をつなぎ、生き物の移動経路を確保したり、自然の働きを回復させることによって、豊かな自然を再現しようとする取り組み。

分類 神戸川エコロジカル・ネットワーク4プロジェクト

概要 フラワーバレーの新たな花壇と
して、山野草を観賞・学習できる
エリアを整備

概要 紅葉時期に、彩りの森の紅
葉をライトアップで演出

概要 地区内で一軒に一鉢ずつ
花を育ててもらう「一軒一
鉢運動」を展開し、栽培講
習会なども開催しながら景
観を形成

概要 概要 地元の小中学生等を対象
とした植物観察から採取、
調理、食事まで一体として
観察会を実施

先行アクションプラン 7

実施時期 早期（１年目）

山の恵み学習会分類 4 -3

実施時期 早期

水辺で遊べる場づくり
（既存施設の活用）

分類 4 -4

概要 山の知識が豊富な方の協力を
得て、春に流域住民の参加も募

り山林の保全活動を実施し、山菜の生育
条件や採り方、料理の仕方などを学習

・上下流の子供たちが参加
する『水生生物による簡
易水質調査』を実施
・子供たちの調査の成果を
発表することによる上下流
交流

水辺公園エリア（志々小
前）を利用し、川下りや水遊

び、イカダ作り、自然木による遊び場
等ができる環境を整備

概要

ポピー（春）とコスモス（秋）だけでなく、夏の花も花壇に導入し、
年間を通じて花が咲いている花畑となるように整備する。

実施時期 中期

ポピーの花畑(春）

クリーンウォークの例河川の清掃活動の例

夏の花の花壇整備による
年間を通じた花畑の創出

分類 3 -1

分類 四季の彩りフラワーバレー3プロジェクト

概要 ポピー（春）とコスモス（秋）だけで
なく、ヒマワリなど夏の花や多年生
の品種等の導入を検討し、年間を
通じて花が咲いている花畑を整備

2
水源地域の活性化水ふるさとづくりのテーマ Ⅲ

基本方針 明るく元気で豊かなふるさとづくり

地区内で生産している農林水産物をうぐいす茶屋で販売するための仕組みをつくり、地区の特産品としてのイメージを向上させることで、うぐいす茶屋の集客力を高める。

先行アクションプラン 6

実施時期 早期（１年目）

青空市の活性化分類 5 -1

実施時期 中期

憩いの場の充実分類 5 -2

憩いの場整備
（うぐいす茶屋横を公園化）

青空市の拠点となる　
うぐいす茶屋

分類 神戸川「川の駅」づくり5プロジェクト

概要
概要

草刈り研修会の例

家畜の放牧（羊の放牧）

地区内で生産している農林
水産物をうぐいす茶屋の「青

空市」で販売するための仕組みづくり

うぐいす茶屋横や古宮の名
木周辺の公園化やキャンプ
スペースの提供などを検討

「川の駅」：「道の駅」のように国土交通省の認定施設ではないが、川沿いにあり、道の駅と同じように駐車場、トイレ、特産品販売など機能を持つ施設を一般的に「川の駅」と称している。



7 8Shitsumi Dam Shitsumi Dam

特産品の開発分類 5 -3 飯南町の特産品
（ブルーベリーじゃ
む、とんばら味噌、
しいたけ、舞茸、い
のししカレー、そば、
米等）

概要 薬草栽培による十五茶や、堆
肥を利用したエコ米の生産、手
作り豆腐などを通じて、自然農
法をアピールし、地区の特産品
としてイメージ化

七夕祭り分類 6 -2

七夕祭りで笹に短冊を
取り付ける子供たち

実施時期 早期（１年目）

「志津見ダムの活用を語る会」
での意見交換風景

先行アクションプラン 7

地域懇親会の開催分類 6 -1

分類 4 -3
分類 7 -1
分類 13 -2

実施時期 中期

実施時期 中期

地区内での親睦を深めることにより、情報の共有や連帯感の醸成に結びつける。

分類 地域コミュニティの強化6プロジェクト

意見交換
テーマ

概要 ・若者、壮年期を中心に自治区、公
民館と協力して、イベントの実施に

からめた開催を検討
・右記の施策の具体化
を意見交換テーマとし
て活動

概要 地域住民に広く参加を
募り、フラワーバレー等
で竹灯籠を使った七夕
祭りを開催

水源地域の自然にやさしい
エコ活動の展開

分類 8 -1

水車を利用したエコ活動

実施時期 早期（１年目）

先行アクションプラン 7

分類 7 -1 イメージキャラクターの活用

実施時期 中期

志津見湖のイメージアップやPRを行う。 水源地域の自然にやさしい、エコな活動を展開する。

ポピーくん

コスモスちゃん

くにびきくん
（志津見ダムキャラクター）

分類 志津見湖のイメージアップ7プロジェクト 分類 自然にやさしいエコ活動8プロジェクト

先行アクションプラン 8 先行アクションプラン 9

実施時期 早期（１年目）

分類 9 -1 食文化伝承レシピの作成

実施時期 後期

サインの設置による
水源地域の明示

分類 10 -1

実施時期 中期

分類 9 -2 遺物の展示 分類 9 -3

実施時期 早期（１年目）

ダム水源地域を明示する
サインの設置
（山梨県琴川ダムの事例）

草花・花木植栽による
水源地域へのゲートづくり

分類 10 -2

花木植栽によるゲートづくり
（地元と一体で沿線に
あじさいを植栽する取り組み）

地域の有する歴史文化の継承地ふるさとづくりのテーマ Ⅳ

地区の歴史文化をうかがい知ることができる民具や遺跡発掘物を展示する。

3

水源地域のピーアール水ふるさとづくりのテーマ Ⅴ

基本方針 人が集まるふるさとづくり

国土交通省や県の制度を活用して、サインの設置のほか、プランターの設置や
草花、花木植栽に取り組み、水源地域の明示や水源地域へのゲート演出をめざす。

分類 伝えよう ふるさとの歴史と文化9プロジェクト

分類 水源地域の修景10プロジェクト

概要
・地区の食材を使った
地元の“食文化伝
承”レシピの作成
・うぐいす茶屋でのメ
ニュー化検討

概要

・保管されている民具の一
部をうぐいす茶屋や青空
市のディスプレイに活用
・ポピー祭、コスモス祭、
志々公民館まつりなど
のイベント時の展示

概要 ・サインの設置によって水源地域
を明示
・看板にストーリー性を持たせて、
楽しみながら読める仕組みづくり

実施時期 中期

概要 案内看板の周りに花壇の整備
やプランターの設置など、草花・
花木の植栽によって水源地域
へのゲートを演出

概要

・地区の歴史文化をう
かがい知ることがで
きる遺跡発掘物を展
示する施設を整備
・遺物の里帰り展示
会などの開催

上下流の交流上ふるさとづくりのテーマ Ⅵ

ポピー祭・コスモス祭だけでなくフラワーバレーの湖畔を利用した新たなイベントを企画、開催し、
上下流の交流の場として水源地域の魅力をアピールするとともに、周辺施設への集客等の波及効果をねらう。

先行アクションプラン 10

実施時期 早期（１年目）

ポピー祭・コスモス祭開催

実施時期 後期

ポピー祭 屋外ステージでの
公演風景ダム見学会の様子

分類 11 -1 野外コンサート分類 11 -2

分類 湖畔イベントの開催11プロジェクト

概要 既存のイメージキャラクターの活用や子供たち
へのアイディア募集などにより
親しみやすい志津見
湖のイメージ化

概要 竹の粉砕チップの利用、
古木の再利用、小水力
発電の検討など、水源
地域の自然にやさしいエ
コな活動を展開し、エコ
の町としてアピール

概要 ・ポピー祭、コスモス祭の
開催
・イベント開催時には、湖面
巡視体験や、ダム見学、
発電所見学などを実施

概要 フラワーバレーやダム展望広場
などを会場に、アーティストや地域
の学校の吹奏楽部、地元バンド
などによる野外コンサートを開催

先行アクションプラン 11

実施時期 早期（１年目）

志々ファンクラブ

実施時期 後期

分類 11 -4ナイトバザール分類 11 -3

ハデづくり

実施時期 早期

シンボルオブジェ作り分類 11 -5

概要 ホタルや星などがきれいな
時期に、夜間に観察会や
紅葉のライトアップの観賞
などを兼ねて地元の産品な
どを販売

概要 神戸川の歴史・文化（神話など）
にちなんだ地域のシンボルとな
るオブジェを作成・設置

概要 ・クラインガルテンの会員OBなど
を中心にファンクラブを結成
・情報提供や地元産品の販売
などネットワークを構築

昼間のバザールを
夜間に延長して
ナイトバザールを開催

クラインガルテン会員ＯＢを
中心にファンクラブを結成

山の恵みの学習
イメージキャラクターの活用
マップ（パンフレット）づくり

飯南町特産の「やまと
いも」を使用した「やま
といもとろろ飯定食」

遺物の展示
（展示品は鉄製遺物）

民具の展示（糸を
作る時に使う糸車）

民具の展示
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早期（１～３年以内に着手）に取り組むアクションプランのうち、先行的（１年目）に13件の「先行アクションプラン」
を実施します。

■ 先行アクションプラン

流域住民と関係機関が協働で河川内や
道路沿いの景観保全活動を行う。

飯南町が進める町有林の整備に際し、
広葉樹・落葉樹等の植栽に取り組む。

既存の投光機を設置し、うぐいす茶屋周辺の
彩りの森の紅葉をライトアップする。

志々小学校で実施しているような
自然観察会を、水源地域内で実施する。

地域の人々が集う場を定期的に設定し、
地域に関する情報交換や意見交換を行う。

"食文化伝承"レシピをつくり、
地域の人々に伝承する。

これまでに開催しているポピー祭、
コスモス祭を継続して開催する。

これまでにPTA等を対象に実施した
カヌー教室を、新たに開催する。

地区内の農林水産物をうぐいす茶屋の「青空
市」で販売するための仕組みをつくり、うぐい
す茶屋の集客力を高める。

地区の歴史文化や民俗をうかがい知ることが
できる民具を既存施設（うぐいす茶屋等）やイ
ベント時に展示する。

クラインガルテンの会員OBなどを中心にファ
ンクラブを結成し、情報提供や地元産品の販
売などネットワークを構築する。

ポピー祭・コスモス祭で実施しているフォトコ
ンテストに志々地区の見どころをテーマにし
た内容追加を検討する。

神戸川流域の子供たちによる簡易水質調査
を行い、調査結果を発表する場を設けること
で上下流の交流をはかる。

先行アクションプラン

分類アクションプラン 1-1,1-2,1-4

分類アクションプラン 1-3

分類アクションプラン 3-3

分類アクションプラン 4-1

分類アクションプラン 4-2

分類アクションプラン 5-1

分類アクションプラン 4-3,6-1,7-1,13-2

分類アクションプラン 9-1

分類アクションプラン 9-3

分類アクションプラン 11-1,12-1

分類アクションプラン 11-4

分類アクションプラン 12-2

分類アクションプラン 13-3

町有林による景観美化

自然観察会

青空市の活性化

地域懇親会の開催

食文化伝承レシピの作成

民具の展示

ポピー祭・コスモス祭開催

志々ファンクラブ

カヌー教室

フォトコンテストの開催

水生生物による簡易水質調査の実施

彩りの森の紅葉をライトアップ１基本方針 美しいふるさとづくり

先行アクションプラン

先行アクションプラン

2基本方針 明るく元気で
豊かなふるさとづくり

3基本方針 人が集まる
ふるさとづくり

１

2

3

4

5

6

7

8

9

１0

１1

１2

１3

河川と道路の景観保全活動

フラワーバレー周辺の湖面を利用した新たなイベントを企画、開催し、
上下流の交流の場として水源地域の魅力をアピールするとともに、周辺施設への集客等の波及効果をねらう。

実施時期 中期

先行アクションプラン 10

実施時期 早期（１年目）

湖面巡視体験分類 12 -1

先行アクションプラン 12

実施時期 早期（１年目）

カヌー教室分類 12 -2

巡視船による志津見湖
巡視状況

フラワーバレーエリアの
水面で行うカヌー教室

分類 湖面イベントの開催12プロジェクト

間伐材を利用した手作り
案内板の作成を検討

既存イラストマップの
リニューアルを検討

コスモス祭でのフォト
コンテストモデル撮影会

水源地域の観光情報や地元住民自慢の場所から地元住民のお勧めスポットまで、
地域の隠れた情報を訪れた人たちに情報提供できるマップをつくる。

地域の自然や生活、食文化などを体験してもらい、
地域への理解と人々の交流を促進する。

他地区との連携を検討する。

実施時期 中期

マップ（パンフレット）づくり分類 13 -2手作りみどころ案内板分類 13 -1

先行アクションプラン 7

実施時期 早期（１年目） 実施時期 早期（１年目）

先行アクションプラン 13

分類 13 -3

実施時期 中期

田舎体験
（稲刈り後の乾燥作業）

田舎体験分類 14 -1

実施時期 中期

広域的な連携検討分類 15 -1

尾原ダム

プロジェクト 分類 志々のみどころ紹介13

プロジェクト 分類 田舎ツーリズムの展開14 プロジェクト 分類 他地区との連携15

実施時期 後期

魚つり大会分類 12 -3

「やまめの渓」での魚釣りの様子

実施時期 中期

ラジコンボートレース大会分類 12 -4

概要 ポピー祭・コスモス祭の開
催時に、巡視船を活用し
『湖面巡視体験』を実施

概要 PTA等を対象に実施した
カヌー教室を、フラワーバレ
ーエリアで開催

概要 志津見湖において、小堰
堤への魚の放流なども検
討し魚つり大会を開催

概要 志津見湖において、ラジコンボ
ートによるレース大会を開催

概要

素朴な看板や案内板
を作成することによる
地域の名所・見所など
のアピール

概要

地区の見どころをテー
マとしたフォトコンテス
トの開催 

概要 ・地域の自然や生活、食文
化などの体験プログラム
の作成
・クラインガルテンのラウベ
の活用や民泊システムを
検討

概要 三瓶山や石見銀山、出雲
市、雲南市、尾原ダムなど、
広域的に連携した観光ル
ートの検討

概要

水源地域の観光情報や
地元住民自慢の場所から
地元住民のお勧めスポッ
トまで、地域の隠れた情
報を訪れた人たちに情報
提供できるマップの作成

概要 一般を対象として、フラワーバレー
周辺においてカヌー教室を開催

（PTA対象）

（一般対象）

フォトコンテストの開催




	概要版


<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /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 <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




