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活動体験11
　参加者が富士山の自然環境保全活動について直接体験する、活動体験事業を実施しま
したので、その様子を紹介いたします。

日　時：9月10日（土）10時から14時まで

参加者：47名

場　所：富士山御殿場口新五合目周辺

案　内：NPO法人　富士山の森を守るホシガラスの会

内　容：　富士山御殿場口新五合目に広がる火山荒原において、午前に自然観察、午後には外来

植物の除去を行いました。

　自然観察では、植生遷移が分かるパッチ（植物が群状に分布する場所）や、登山道沿い

の地面に組まれた野鳥の巣、森林内で交雑する針葉樹などについて、間近に見て、触れ

ながら解説を受けました。

　除去活動では、五合目の東側に生えたヒメスイバを主な対象として、24kg分を抜き

取りました。

雪崩などで消失した森林が、復元してい
く過程を観察しました。

雄大な五合目の景色を背に、駆除活動を
行いました。

富士山の自然観察会と、第2回外来植物撲滅大作戦1

日　時：10月１日（土）10時から14時まで

参加者：15名

場　所：富士宮市根原（根原県有地）

主　催：静岡県・富士宮市・ふじさんネットワーク

協　力：NPO法人 富士山自然の森づくり

　　　  富士宮自然観察の会

富士山の草原性植生保全活動体験（草刈）2



内　容：

　世界遺産である富士山では、今後も様々な国から多くの方が来訪することが予想さ

れます。そこで、留学生を主な対象として、富士山の自然や登山マナーを学びながらご

み拾いを行う環境学習型の清掃活動を実施しました。

　参加した留学生からは、「登山道にごみが少なく、びっくりした。母国の世界遺産とは

大違いなので、ごみの持ち帰りを広めていきたい」、「自然解説付きで活動できたので、

富士山が火山であり、一度噴火で消滅した植生が、再びよみがえっていく過程にあるこ

とが分かった」といった感想が寄せられ、好評を得ました。

　参加者には、母国で富士山の素晴らしさやマナーを伝える役割を担ってもらうこと

を期待いたします。

　朝霧高原にある根原県有地は、富士山麓を代表する自然的景観と草原特有の貴重な

生物相を有しています。このような草原は適切に人の手が加えられることで、その地域

固有の生態系を維持しています。

　富士山麓ではかつて、かやぶき屋根の材料や薪、肥料として草を刈ることにより、多

様な生き物が暮らす草原が保たれていました。

　そうした自然の素材を利用することが少なくなった現在では、定期的に草刈を行わ

ないと、草原が森林へと遷移し、それまで暮らしていた生き物が居場所をなくしてしま

います。

　このため、一般ボランティアを募集し、草原性植生の維持のため草刈活動を体験しま

した。

あいにくの雨の中、背が高いススキを中
心に刈っていきました。

草刈の後は、背の低い植物にも日が当た
るようになりました。

富士山クリーンアップ登山Ⅱ3
日　時：10月15日（土）9時30分から14時まで

参加者：県内大学に通う留学生、浙江省からの静岡県短期留学生　計29名

　　　  （国籍）中国、インドネシア、韓国

場　所：富士山富士宮口五合目から宝永火口　往復

案　内：富士山エコレンジャー

内　容：
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落石防止のため、ヘルメットを着用して
活動しました。

植生が再生していく最前線に関して解説
を行いました。

夏の観光シーズンに溜まったごみを回収
しました。

雨の中でも、多くのごみが見つかりました。

　富士山の環境保全対策を推進するとともに、環境保全意識の高揚を図るため、ボラン

ティアによる清掃活動「秋の富士山ごみ減量大作戦」を実施しました。

　当日はあいにくの雨天でしたが、参加者の皆さんは真剣にごみ拾いに取り組んでく

ださいました。その結果、可燃ごみと不燃ごみ各120kg、計240kgものごみを回収す

ることができました。

　また、主催の裾野市の協力により、裾野市立富士山資料館の無料見学も行われました。

日　時：10月29日（土）9時30分から11時30分まで

参加者：66名

場　所：裾野市須山周辺

主　催：静岡県・静岡第一テレビ24時間テレビチャリティー委員会・裾野市、

　　　  ふじさんネットワーク

内　容：

秋の富士山ごみ減量大作戦4



缶やペットボトルだけでなく、家電、タイ
ヤなども見つかりました。

参加者全員で記念撮影を行いました。

　富士山の自然と恵みに触れ、親しむことで、そのすばらしい自然環境を守っていく意識を
高めていただくため、川と山の両方で自然観察会を実施しました。その様子を紹介します。

自然観察会22

日　時：8月14日（日）9時30分から12時まで

場　所：柿田川公園（駿東郡清水町）

参加者：31家族　98名

案　内：（公財）柿田川みどりのトラスト、柿田川自然保護の会

内　容：　富士山からの恵みである湧き水で形成された柿田川に直接入って自然観察を行う、貴

重な機会を設けることができました。

　開会式で、案内役から「8月11日が、『山の日』として新たに祝日になったが、柿田川の

水は富士山からやってきている」こと、「柿田川の生きものや植物に触れて豊かな自然を

実感し、保全の気持ちを持ち続けてほしい」ことが説明されました。

　川に入った後、親子で捕まえた生き物を水槽に集め、案内役から名前や生態の解説を受

けました。

　今回は、ウツセミカジカ、ホトケドジョウ、ミシマバイカモ、ヒンジモといった貴重な絶

滅危惧種・準絶滅危惧種をはじめ、テナガエビ、ハグロトンボといった生きものを観察し

ました。(捕まえた生き物は、外来種のアメリカザリガニを除いて、すべて川に返しました。）

「富士山の自然と恵み　柿田川」親子で水に親しむ自然観察会1
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親子で一緒に、川の中の生き物を探しました。

日　時：8月21日（日）10時15分から14時25分まで

場　所：富士山自然休養林内　富士山高鉢山からブナ広場から西臼塚駐車場

参加者：50名

案　内：富士箱根伊豆自然観察指導員連絡会

内　容：　8月11日（木）は、新しく国民の祝日に制定された「山の日」です。また、今年は富士箱根

伊豆国立公園が指定されてから、80周年の節目です。

　これを記念して、富士山の1合目から2合目に当たる美しい森林帯をハイキングしながら、

動植物の観察会を行いました。

　モミ、カエデ、ブナなどの木々とのふれあいの中で、森と人とのかかわりや、素晴らしさ

を感じることができました。

シナノキの解説 豊かな緑に覆われた林内

「山の日制定記念」　富士山高鉢山自然観察会2



富士山エコレンジャー33

会議の様子

　ウルトラトレイル・マウントフジの主催者により、9月2日に裾野市須山支所で「コース及び環境

モニタリングの説明会」が開催され、富士山エコレンジャーからは吉永副会長が出席しました。

　今年は、昨年開催された環境省・静岡県主催の意見交換会とは異なり、既に決まったコースの

説明として、会議が開催されました。

　富士山エコレンジャーの要望に応じ、モニタリング基準

の設定やモニタリング箇所の増設などの対応がなされたも

のの、環境負荷が大きい側火山周辺コースの「迂回」の要望
については、主催者から明確な回答は得られませんでした。

　今後もこういった場を設け、対話を続けていくこととな

りましたので、引き続き、環境への影響を注視し、レースが

適切に運営されているか確認していく必要があります。

出席人数：16名

参加団体：環境省（沼津・富士五湖自然保護官）

　　　　  静岡県自然保護課、須山登山道保存会、須山振興会

　　　　  主催者（事務局、裾野市商工観光課　生涯学習課）

（1）主催者が開催した「ウルトラトレイル・マウントフジ2016説明会」への参加

　昨年に引き続き黒塚、須山口登山歩道において、富士山エコレンジャーによるウルトラトレ

イル・マウントフジのコースの植生保全環境調査が実施されています。

　レース当日は荒天で、落雷や涸れ沢の急な増水等により、ランナーの安全が確保されないと

して、一周レースはコース短縮、半周レースは途中中止となりました。

　しかし、半周レースにおいて1,000人を超えるランナーに利用された須山口登山歩道では、

歩道のエグレや拡幅、主催者が設置した丸太の流出、植生の踏みつけが確認されました。

　主催者が行った環境モニタリングの結果も踏まえ、今後も主催者に適切な対応を求めていき

ます。

（2）「ウルトラトレイル・マウントフジ2016」のコース事前事後調査

第1回
日　時　9月22日（木）　8時から13時まで
参加者　富士山エコレンジャー　3名

第2回
日　時　9月24日（土）　13時から18時まで
参加者　富士山エコレンジャー　2名

第3回
日　時　9月25日（日）　8時から16時まで
参加者　富士山エコレンジャー　2名

第4回
日　時　10月26日（水）　8時から13時まで
参加者　富士山エコレンジャー　4名
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静岡県くらし・環境部環境局自然保護課内
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● 設　立 平成11年10月23日
● 会　長 増澤　武弘
　　　　（静岡大学客員教授）
● 会員数 492団体・個人（H28.11.30現在）

　本会は、昭和60年に発足し今年で32年目になる会です。｢自然に親しみ、自然を理
解し、自然を保護する｣をスローガンに身近な自然や富士山周辺の自然の観察を通し
て感動体験を積み重ねてきました。会員は、富士市を中心に富士宮市・沼津市・静岡市・
伊豆の国市から集まった155名で構成されています。我が会の特徴は、会長をはじめ
とした運営委員が30名と多く、植物・野鳥・蝶・地層・星座・自然遊びと多彩な指導者が
そろっていることです。そのため多種多様な観察会が可能です。

富士自然観察の会
富士市富士岡296

TEL・FAX　0545-34-3659

44 会員活動紹介会員活動紹介

◎浮島ケ原自然公園のガイド

主な観察内容の紹介をします。

◎年間行事

◎支援活動

浮島ケ原自然公園観察会

富士山麓自然観察会

エコクラブへの支援

年間を通して土日祭日に公園ガイドをしています。
特に市指定天然記念物の絶滅危惧種のサワトラノオ
を中心としたサワトラノオ祭りを5月第一日曜日に
行っています。

・富士市の環境活動への支援
市ブナ林観察会講師派遣、少年自然の家講師派遣、
学校環境教育講師派遣

・こどもエコクラブへの支援
自然観察会の案内提供と指導（富士山大作戦等）

・まちつくりセンターへの支援
自然塾講師派遣、環境学習講師派遣、
各種活動講師派遣

・年間15回の観察会を実施
（植物・バスハイク・リース作り
キノコ・アニマルトラッキング・星座・野鳥観察等）

・毎月1回実施（平日観察会年間12回、須津川観察会
年間12回、こどもの国観察会年間12回）計年間36回

合計51回の自然観察会を実施しています。
（延べ参加者は、昨年度1，250名でした。）

※活動の様子や案内は、次のホームページ及びブログにて掲載してありますので
　アクセスしていただければありがたいと思います。
　「浮島ケ原自然公園」（会全般）　　「自然発見・自然遊び」（会長ブログ）　



<<
  /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
  /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 true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Japan Web/Internet)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /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.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


