
● 家族の連絡先

氏　名 携帯電話番号・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ生年月日・血液型 会社名・学校名（電話番号） 備　考

▲
▲

● 避難場所や安否確認の方法を話し合っておきましょう

　 　わが家の避難場所

　 　わが家の安否確認方法

　 （遠方の親戚や知人の家を経由する、災害用伝言ダイヤルを利用するなど）

わが家の防災メモ

※ 詳しくは、NTT 西日本ホームページをご覧いただくか、NTT 西日本にお問い合わせ下さい。

　　　録音　　１ ７ １　→　１１　→　市外局番から電話番号　→　伝言を録音する

　　　再生　　１ ７ １　→　２　→　市外局番から電話番号　→　伝言が再生される

　　注）被災地の方も被災地外の方も、被災地の方の電話番号を市外局番から入力してください。　

▲

伝言の録音・再生は、「１７１」をダイヤルし、利用ガイダンスに従ってください。

▲

被災地 被災地外

災害用伝言ダイヤル
　　 サービス

１７１
伝言の録音・再生 録 音再 生

再 生録 音

災害発生時に提供される、NTT のサービスです。安否確認にご利用下さい。

サービスの開始はテレビ・ラジオ・インターネット等で通知されます。

災害用伝言ダイヤル（１７１）

災害時の緊急連絡先

　　  連　絡　先

　　 須佐総合事務所

　　 旭総合事務所

　　 福栄総合事務所

萩市消防本部

萩警察署

　  電 話 番 号

0838-25-3808

0838-23-3311

0838-28-0584

0838-54-2121

08387-2-0300

08388-6-0211

　　  連　絡　先

萩市 総務部 防災安全課

　　 見島支所

　　 大島出張所

　　 川上総合事務所

　　 田万川総合事務所

　　 むつみ総合事務所

     電 話 番 号

08387-6-2211

0838-55-0211

0838-52-0121

0838-25-2772

0838-26-0110

解除用の QR コード

登録用の QR コード

　※ 登録メールが届かない場合

　　xpressmail.jp と lg.jp のドメインから

　　送信される URL 付きメールが受信で

　　きるよう設定して下さい。

設定方法は取扱説明書や携帯電話販売店で確認して下さい。

●登録方法

　 「hagi@xpressmail.jp」へ電子メールを

　 送信すると、登録・変更メールが届きま

　 す。本文中の URL にアクセスして、必

　 要項目を選択して登録して下さい。

防災情報

萩市役所

ご家庭のパソコンや携帯電話

緊急情報を知るため萩市防災メールに登録しましょう。

携帯電話やパソコンに 24 時間、防災、気象、地震、津波、火災情報を電子メールでお知らせ

します。（緊急地震速報は配信しません。）

萩市防災メール

① 萩市防災メール

② 県内のテレビ、ラジオ、緊急地震速報受信機

③ 萩市防災行政無線

④ エフエム萩（77.5 メガヘルツ）

⑤ 萩ケーブルネットワーク（デジタル 121ch）

⑥ 萩市総合情報施設・農村型 CATV ( デジタル 121ch）

⑦ 漁協や学校の屋外拡声器

⑧ 消防署や総合事務所等のサイレン

⑨ 萩市公式ホームページ

防災情報の入手方法

災害時の情報入手・連絡方法

　　　　　　自主防災組織

自主防災組織とは、地域の方々が自主的に作
る防災・減災のための組織です。自主防災組
織を結成して、地震にそなえましょう。

● 自主防災活動の内容
 

　平常時・防災知識の普及啓発
　　　　・各家庭の安全確保
　　　　・地域内の防災環境の確認
　　　　・防災訓練の実施
　　　　・防災資機材の点検整備
　　
　災害時・情報収集伝達
　　　　・初期消火
　　　　・避難誘導
　　　　・救出救護
　　　　・給食給水

　　　※ 自主防災組織に関するお問合せ
　　　　萩市総務部防災安全課防災係
　　　　電話：0838-25-3808

　　　　　避難場所での生活

避難場所に避難した被災者には、安否確認が
行われ、避難生活に必要な最小限の物資が供
給されます。

● ルールに従って、運営に協力しましょう。

　　他の被災者のプライバシ
　　ーを尊重しましょう。
 
　　清掃、給食・給水、物資
　　の配給等の活動に協力し
　　ましょう。

● 災害時要援護者への手助けをしましょう。

　　お年寄り、障害のある方、
　　病気の方、妊産婦、乳幼
　　児、外国人などに気を配
　　りましょう。

大規模な災害が起きた時、防災関係機関のみの活動では十分に対処できないことも考えられます。

災害時は、身近にいる人や地域で協力しあって、避難や救助活動を行いましょう。

地域で助け合いましょう

少しずつ減速し、路肩や空き地に停車

　
揺れがおさまるまで

車外に出ず、カーラ

ジオから情報を入手

自動車の運転中は

ガラス・瓦・看板などの落下に注意

ブロック塀・門柱などの倒壊に注意

街中・住宅地では

落石、がけ崩れに注意

山間部では

津波注意報の発表

を待たず、直ちに

高台や丈夫な建物

の上階に避難

津波に注意沿岸部では

地震時の行動

●生活必需品は備蓄でまかなう

●壊れた家には入らない

●災害情報・被害情報の収集

●自主防災組織を中心に行動

●避難場所では協力しあって集団生活のルールを守る

避難時の注意点
　●家を出る前に出火防止対策

　●外に逃げるときはあわてない

　●避難は徒歩で、荷物は最小限に

　●狭い道路、塀ぎわ、がけや川べり

　　に近寄らない

●家族の安全を確認

●隣近所の安全を確認

●テレビ・ラジオなどで情報を確認

●消火・救出活動などに協力

●すばやく火の始末、初期消火

●ドアや窓を開けて、逃げ道を確保

●スリッパや靴を履いて、足を守る

●まずはわが身の安全を確保

     ～３日程度

安全が確保できたら

揺れがおさまったら

地震発生

ガスの
  元栓

ブレーカー

　地震はいつ起こるかわかりません。日頃から必要な準備をしておくとともに、地震が発生した

ら、落ち着いて、避難や安否確認などの行動をとりましょう。

　家族の安否と周りの安全が確認できたら、周囲の人たちと力をあわせて、救出・救護活動など

に協力しましょう。

地震がおきたら・・・

ヘルメット ( 防災ずきん）、手袋、ポリ袋、

ライター、缶切り、筆記用具、貴重品など

その他

下着、上着などの衣類。タオル、ティッシュ、

眼鏡・補聴器、紙おむつ、哺乳瓶など

生活用品

保険証

（コピー）

健康保険証・お薬手帳（処方箋）のコピー、

常用薬、ばんそうこう、傷薬、解熱剤、

風邪薬、胃腸薬など

救急医薬品

調理しなくてもすぐに食べられる保存期間の

長い食品、レトルト食品、缶詰など

非常食

※乳幼児がいる場合は
　粉ミルク、離乳食など

予備電池も忘れずに

懐中電灯・携帯ラジオ

※懐中電灯は家族の人数
　プラス１本は必要です。

ミネラルウォーター、ペットボトル入りの

飲料製品

飲料水

※２次持出として、１人１日
　３リットルが目安です。

避難時の備えとして、生活用品などを非常持出袋にまとめて、

すぐに取り出せる場所に保管しておくと安心です。

用意しておく飲料水や非常食は最低３日分が目安です。

以下の項目を参考に、家族構成などを考えて準備しましょう。

また、非常持出品は３ヶ月に１回は点検してください。

非常持出品を準備しましょう

※ 耐震診断・耐震改修に関するお問合せ　萩市土木建築部建築課　電話：0838-25-3693

耐
震
化
の
完
了

耐
震
化
の
流
れ

まずは市役所に相談
耐震診断の実施

補強計画をたてる 耐震補強工事の実施
筋交いを入れて補強
しましょう

OK です

筋交いが
不足していますね

専門家による

地震による人的被害の多くは、壊れた建物の下敷きになったことによるものと言われています。

昭和 56 年 5 月以前に着工した建築物は現行の耐震基準を満たしていない場合があり、震度 6

弱程度の地震で倒壊することがあります。

耐震診断を受けて住宅の安全を確認し、必要に応じて適切な補強を行いましょう。

耐震診断・耐震改修

家具

ガスボンベ
固定しましょう

寝る場所
家具が倒れてこないところ
で寝ましょう

家具
・倒れないように固定しましょう
・中身が飛び出さないようにしましょう

テレビ
低いところに置いて、倒れな
いように固定しましょう

ストーブ
カーテン、ふすま、障子
など燃えやすい物から離
して使用しましょう

照明器具
しっかり取り付け
ましょう

花瓶など割れるもの
高いところに置かな
いようにしましょう

窓ガラス
飛散防止フィルムを

貼りましょう

屋根
破損や腐食など不安定な
ところは補修しましょう

額ぶちなど
しっかり固定
しましょう

ブロック塀
　ひび割れ、破損、傾き、  
   グラつきなどは補修し 
   ましょう

・

わが家の安全対策

　地震はいつ起こるかわかりません。非常時に備え、非常持出品を用意しておく、避難場所や連絡

方法を話しあっておくなどの準備と心がまえが大切です。

　また、家屋の耐震化や家具の固定などを行い、日頃から地震に備えましょう。

地震にそなえて・・・

地震と揺れ等の状況（概要） 

出典 : 気象庁震度階級関連解説表（平成 21 年 3 月 31 日）

近年の主な地震被害（国内）

       発生年月日

H  7 年   １月 17 日

H12 年 10 月   ６日

H13 年   ３月 24 日

H15 年   ９月 26 日

H16 年 10 月 23 日

H19 年   3 月 25 日

H19 年   ７月 16 日

H20 年   ６月 14 日

H23 年   ３月 11 日

                  地 震 名

兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）

平成 12 年鳥取県西部地震

平成 13 年芸予地震

平成 15 年十勝沖地震

平成 16 年新潟県中越地震

平成 19 年能登半島地震

平成 19 年新潟県中越沖地震

平成 20 年岩手・宮城内陸地震

平成 23 年東北地方太平洋沖地震

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ

   7.3

   7.3

   6.7

   8.0

   6.8

   6.9

   6.8

   7.2

   9.0

最大震度

     ７

   ６強

   ６弱

   ６弱

     7

   ６強

   ６強

   ６強

     7

                    人 的 被 害

死者 : 6,434　不明 : 3　負傷者 : 43,792

負傷者 : 182

死者 : 2　負傷者 : 288

死者 : 1　不明 : 1　負傷者 : 849

死者 : 68　負傷者 : 4,805

死者 : 1　負傷者 : 356

死者 : 15　負傷者 : 2,346

死者 : 17　不明 : 6　負傷者 : 426

死者 : 16,131  不明 : 3,240  負傷者 : 5,994

※ 平成 24 年 1 月 13 日現在

※ 

地震の揺れと被害 

液状化について

萩市街地や埋立地等では、地

震の強い揺れにより、地盤が

液状化する恐れがあります。

液状化が発生すると、建物が

沈下・傾斜するほか、ライフ

ライン（電気・ガス・水道）

や道路も被害

を受けること

があり注意が

必要です。

震源断層位置図

福岡県

島根県

広島県

山口県

萩北断層

菊川断層

萩市

弥栄断層帯

徳佐－地福断層
才ヶ峠断層

三ヶ岳東方断層

　　 　　地　震　名

① 菊川断層による地震

② 萩北断層による地震

③ 才ヶ峠断層による地震

④ 徳佐－地福断層による地震

⑤ 三ヶ岳東方断層による地震　

⑥ 弥栄断層帯による地震

マグニチュード

　　７．０

　　６．８

　　６．９

　　７．２

　　６．４

　　７．６

萩市での最大震度

　　　5 弱

　　　6 強

　　　6 弱

　　　6 強

　　　  4

　　　6 弱

　 地震のタイプ

　　内陸地震

　　内陸地震

　　内陸地震

　　内陸地震

　　内陸地震

　　内陸地震

出典： ①～⑤ 山口県地震被害想定調査報告書（平成 20 年 3 月，山口県） 
　　   ⑥ 　　島根県地震被害想定調査　　　  （平成 23 年 12 月現在，島根県調査中） 

萩市への影響が大きいと考えられる地震

　萩市ゆれやすさマップは、市域を５０ｍメッシュ（５０ｍ×５０

ｍの網目）で覆い、萩市への影響が大きいと考えられる 6 つの活

断層【菊川断層・萩北断層・才ヶ峠断層・徳佐－地福断層・三ヶ岳

東方断層・弥栄断層帯】による地震の震度を推定し、最大震度を色

分けで示したものです。地形・避難場所・道路・鉄道などの情報を

合わせて掲載しています。

　活断層からの距離が近いと揺れは大きくなりますが、距離が離れ

ていても表層地盤が軟らかい場合には揺れが大きくなります。

　家庭や地域での避難体制作りや危険の回避など、自主防災活動の

参考に、萩市ゆれやすさマップをご利用ください。

ゆれやすさマップとは 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /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 <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


