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新潟市建築設計協同組合 

1 NcAU



　新潟市建築設計協同組合は昨年度で創立３５周年目を迎えました。

　１１月の「３５周年記念講演会・懇談会」、1 月半ばに開催した「３５周

年記念講習会」、そしてこの「睦び」の３５周年記念号の発行を最後に、

２０１８年度に予定された記念事業を無事終えるこができました。

　これもひとえに、組合員の皆様、講師の先生や新潟市の建築部局の皆様、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さらに事業企画運営にご

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協力いただいた各委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員の皆様のご協力のた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まものと感じております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紙面をお借りし改めて、厚く御礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さて、毎年度「睦び」の挨拶を書いていますが、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そのたびごとに一年の時間経過速度が加速度的に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増してゆくように感じている自分の年齢を実感し

ます。「もう一年がたってしまったのか・・」「ジャネーの法則」恨めしやという心境です。

　しかし、これとは別に、社会やビジネスの変化の「スピードや複雑性」がこれまで以上に増して

きていると感じているのは、私のみならず、若い皆さんも同様だと思います。

　「今何が起きているのか」「これから何が起きるのか」という問いは、ビジネス社会の誰もが向き

合わなければならない問いの中でも、最重要なものだと思います。

　日本の人口減少や少子高齢化は、明らかにあらゆる産業にとって実体的影響を及ぼし始めていま

す。建築関連産業においても同様に、人口減少や高齢化が引き金となって、あらゆる改革が試行さ

れています。

　その中で建築設計業務も、ＦＭ( ファシリティマネージメント )・ＣＭ( コンストラクションマネー

ジメント ) の発展や、建築に対する社会的要求の変化の「スピードや複雑性」が増加の一途をたどっ

ています。我々の設計ツールとしてのＣＡＤ環境も毎年バージョンアップをしないメーカーなど一

つもありません。

　このような状況の中で、われわれにとって重要なのは、「環境が変化する」ことに対して「組織

を永続させる」という意思があるならば、

それは組織のあり方やメンバーの考え方が「どん

どん変化していく」ことが前提となっていると考

えています。

　「集まり・組織する」ことによって生まれる新た

な価値を、このような状況の中であればこそ発揮

すべき時なのだと思います。

　二年前の「睦び」に、《「変えてはいけないもの」

を意識しつつ、「変わるべきもの」への対応を意図を持って準備しなければいけない。》と書いてい

ますが、今年は「準備」から「行動」へと転換してゆきます。

　そのためにも、２０１９年度は若き組合員の皆様の「力を結集」し、「対話」を重ね、「問題意識」

を共有し、「自己教育」しながら「行動」を起こすことに専心してゆきたいと思います。

“未来を予言する最善の方法は、それを自ら創り出すことである。”をモットーに「行動」開始　です。

　最後に、３６周年目を迎えた新潟市建築設計協同組合への皆様からのさらなるご指導ご鞭撻をお

願いし、巻頭のご挨拶とさせていただきます。

ごあいさつ 新潟市建築設計協同組合　　理事長：松元博文
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　　　　　　　　　　平成３０年１１月１６日に行われた組合創設３５周年記念講演会・懇談会を、

　　　　　　　　　組合員の皆さんのご協力で盛会のうちに無事終われましたこと誠にありがとう

　　　　　　　　　ございました。

　　　　　　　　　　また篠田市長には任期最後の日に ご臨席いただき ご祝辞を頂戴できたこと

　　　　　　　　　にあらためて感謝申し上げます。　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　さて平成３０年度も終わり平成３１年度が新たに始まります。

　　　　　　　　　　今年 5 月の第３６回通常総会は「令和」との新たな元号で迎えることとなり、

　　　　　　　　　小生も新たな気持ちで組合運営に取組んでいこうと思います。

　平成３０年度の組合経営実績といえば過去 2 年間の赤字決算から脱却し多少の黒字決算となり

そうな状況です。とはいえ先々の見通しが明るいわけではありません。

　組合として現在受注している学校大規模改造工事設計業務委託を継続していただける様に努める

ことは当然とし、更に設計業務と工事監理業務との一貫性を確保するための監理業務委託の受注に

努めていきたいと思います。

　また平成２９年度は市公募の建築プロポーザルに 2 件選考されました。

　公募件数が 2 件でしたので全て当組合が選考されたことになり担当組合員の技術提案が高く評

価された結果と思います。

　今後、難しい事とは思いますが建築プロポーザルに当組合より複数の提案参加が出来る様に市当

局に働きかけていきたいと思います。

　終わりに組合に寄せられる種々のご意見を、今後の組合運営に生かしていきたいと思いますので

今後とも組合員の皆さんの、ご指導やご助言を宜しくお願い致します。

ごあいさつ 新潟市建築設計協同組合　副理事長：涌井勝治

ごあいさつ 新潟市建築設計協同組合　副理事長：丸山健一

　　　　　　　　　　今年度は新元号の元年でもあり、例年よりも一層気を引き締めて組合活動に

　　　　　　　　　臨みたいと考えています。

　　　　　　　　　　創立３５周年目を迎えた昨年度は、１１月に「３５周年記念講演会・懇談会」、

　　　　　　　　　そして１月には「３５周年記念講習会」を行いました。

　　　　　　　　　　共に多くの皆様に御出席頂き、この場をお借りし改めて御礼申し上げます。

　　　　　　　　　　一昨年の「組合員講習会」で、組合員の皆様より頂いた貴重な御意見を胸に、

　　　　　　　　　本年度も松元理事長はじめ全理事が一丸となって様々な活動を行ってまいりま

　　　　　　　　　す。

　当組合を取り巻く状況の厳しさに変りは有りませんが、それでも将来の成果に繋がる種を撒き続

ける事が必要だと考えています。

　今年度も組合員皆様の為、誠実に役目を果たすべく努力したいと思いますので今後ともご指導・

ご鞭撻の程、宜しくお願いいたします。

3 NcAU



■総務委員会

　組合員の皆様には日頃から組合の事業にご協力いた

だき感謝申し上げます。

　平成３０年度の総務委員会の事業内容の中からいく

つかの内容について活動状況をご報告いたします。

　１．平成３０年度収支中間報告について

　　　平成３０年度の収支についての確認を行い、平

　　成３０年度の収支および決算見込みについて検討

　　を行いました。平成３０年度は大型物件も受注し

　　て、当初予算を超える見通しがついて組合にとっ

　　て一安心となりそうですが、次年度以降を考える

　　とまだ厳しい状況が続く見通しであることを確認

　　し、今後の監理業務受注に向けての対応や方針を

　　委員会で検討しています。

　２．平成３０年度組合員講習会について

　　　組合員講習会を下記の日程にて開催しました。

　　　　日時　平成３０年１１月１６日（木）

　　　　会場　朱鷺メッセ　スノーホール

　　　　内容　１．新潟市建築設計協同組合

　　　　　　　　　創立３５周年記念講演会

　　　　　　　　　講演　「ＺＡＨＡ ＨＡＤＩＤ案

　　　　　　　　　　　　　　新国立競技場の設計」

　　　　　　　　　構師　㈱日建設計　右高博之様

　　　　　　　　　　　　㈱日建設計　杉浦盛基様　

　　　　　　　２．懇談会　ホテル日航新潟　３１階

　３．貸付金規定の改正及び前払い金に関する規定の

　　新規制定について

　　　平成２９年度受注した大型物件「北区役所」及

　　び「潟東小学校移転」について、新潟市との契約

　　に基づく前払い金の支払いが発生し、この前払い

　　金の支払いに際し組合内で規定がなく、新規に制

　　定することとし総務委員会で検討しました。

　　貸付金の規定についても文章の整合性を図るため

　　改定を検討しました。

　４．組合内プロポーザルについて

　　　組合内プロポーザルを平成３０年度は一件受注

　　し、参加作品の組合員への公開について公開、非

　　公開等の基準が明確でなかったため、今後同様の

　　組合内プロポーザルは原則公開する方向で募集を

　　するように検討しました。

■業務委員会

　平成３０年度の業務委員会の事業内容について活動

状況をご報告いたします。

　１．新潟市発注の大規模改造工事について

　　　平成３０年度は小中学校大規模改造工事の設計

　　業務が 6 件発注され、それぞれの担当事務所を選

　　定しました。

　２．新潟市の特殊建築物等定期点検業務について

　　３年目となる小・中学校の特殊建築物の定期点検

　　業務も今年度分として５８件を受注し、担当事務

　　所を選定しました。

　３．その他

　・プロポーザルで受注した「潟東小学校移転改　築・

　　潟東中学校一部改築実施設計業務委託」の担当事

　　務所を選定しました。

　・新潟市より特定天井のある 4 施設の天井改修工法

　　検討業務を受注し、これについて担当事務所を選

　　定しました。

　・新潟市産業振興センターの今後の改修実施設計を

　　受注し、担当事務所を選定しました。

　・平成３０年小・中学校冷暖房設備設置実施設計を

　　１１校受注し、担当事務所を選定しました。

総務委員会
業務委員会

委員長：本間裕之

　日頃より皆様には、開発委員会にご理解とご協力を

いただき、感謝申し上げます。

　平成３０年度の開発委員会の活動は、２９年度に引

き続き、特定建築物（新潟市立学校施設等）定期点検

業務の合同説明会の準備・開催を８月に行いました。

　平成２９年までは、定期点検の調査は主に冬休み中

となるため、積雪による調査不能となる状況が心配さ

れていましたが、今年は夏休み期間にも調査が行える

よう、担当課から早期の発注をいただき説明会の開催

日を前倒ししました。組合での本業務は３年目を迎え、

平成３０年で全新潟市立学校施設等の定期点検を終え

ることになり、平成３１年からは２回目の点検に入る

ことになりますが、今後の体制整備も考えたいと思い

ます。また、１１月には構造委員会と合同で市組合の

３５周年を記念し、講演会・懇談会を開催しました。

講演会では計画を上回る多数の来場があり、日建設計

の右高様、杉浦様よりご講演いただき、とても興味深

い内容で大変好評をいただきました。懇談会では引き

続き講師のお二人を交え、いろいろなお話を伺うこと

ができ、また組合員同士の懇親も深められたと思いま

す。

　今後も開発委員会の活動につきまして、皆様のご理

解とご協力を、宜しくお願い申し上げます。

開発委員会 委員長：渡辺純一

Ｈ３０学校施設等定期点検合同説明会　１８.０８.０７

創立３５周年記念　講演会･懇談会　１８.１１.１６
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　組合員の皆様には日頃より事業委員会の活動にご理

解をいただきありがとうございます。

　平成３０年度は組合創立３５周年ということで機関

紙「睦び」３５周年記念号の作成を担当いたしました。

記念号の発行にあたり 2 つの特集記事を企画し掲載さ

せていただきました。

　１つ目は、組合員の皆さまの設計事務所来歴となり

ます。組合員の皆さまのご出身や、新潟建築家のつな

がり、また、組合設立時に多くの事務所が設立されて

いることなどが見て取れるものとなっております。

　２つ目は、座談会を２部構成で行い、新潟の地で設

計に携わる方々がどのような思いで建築と向き合って

きたのか、またその思いをどのように継承してゆきた

いのかといった視点で、お話を伺いました。

　企画にご協力いただきました皆様には、この場を借

りまして御礼申し上げます。

　　③　大規模改造の図面作成要領の検証ついて

　　　　改訂された図面作成要領の使い勝手について

　　　アンケートを取り、その結果を取りまとめまし

　　　た。　　

　　④　実務者講習会について

　　　　平成３０年度の実務者講習会は、平成３１年

　　　１月１８日 ( 金 ) 午後に新潟テルサで開催しま

　　　した。

　　　　新潟市の新階技監からの講演「新潟市のまち

　　　づくりの可能性」設備委員会が主体となっての

　　　外部講師の講演「ＺＥＢについて」、意匠員会

　　　からの活動結果報告、という 3 つのテーマで講

　　　習を行いました。

　　　「新潟市のまちづくり」については、その後も

　　　懇談会を開くなどして勉強を続けています。

　　　意匠委員会は、皆様の技術的な一助になれるよ

　　う活動を続けてまいります。こんなことを調べて

　　欲しい、こんな共通資料を作ってほしい、などの

　　要望がありましたら、 遠慮なくお聞かせください。

　

　　　今後ともよろしくお願いいたします。

委員長：斎藤　学

「新潟市のまちづくり」懇談会　　 

事業委員会

　日頃より意匠委員会の活動にご協力をいただき大変

ありがとうございます。

　意匠委員会は、実務者講習会の企画・開催を担って

おり、組合の設計業務で役に立つ情報を皆様に提供す

ることを重要な役割と考えています。

　平成３０年度は、新潟市の新階技監のお話を聞くな

どして、今後の都市の発展に私たちがどう向き合い、

どう連携して行けるのかを考えたいと思いました。そ

うした中での平成３０年度の活動について報告させて

いただきます。

１．委員会開催と協議内容

　　第 1 回：平成３０年８月２１日

　　①　勉強会

　　　・資料読み合わせ

　　②　協議

　　　・建築法規関連での市の取り決め事項について

　　　・大規模改造の図面作成要領の検証ついて

　　　・実務者講習会について 

　　第 2 回：平成３０年１２月１３日

　　①　協議・検討

　　　・実務者講習会の内容の確認・検討と運営詳細

２．活動内容報告

　　①　勉強会

　　　　「新潟市財産白書」「新潟市技監・建築部長マ

　　　ニフェスト」「都市部の都市デザインと今後の

　　　進め方（技監試案）」の読み合わせをしました。

　　　新階技監は都市デザインに詳しい方ですので、

　　　事前に試案の資料をいただき知識の共有を図り

　　　ました。

　　②　建築法規関連での市の取り決め事項について

　　　外装塗材のアスベストに関しての、市の公共建

　　　築と労働基準監督署と廃棄物対策課による取り

　　　決めについて調査し、業務で役立つよう取りま

　　　とめました。

委員長：渋谷　聡意匠委員会
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　構造委員会の活動内容を報告させていただきます。

平成３０年度は３５周年記念講演会・懇談会を開発委

員会と共同で企画し、開催致しました。開発委員会と

の合同委員会を平成３０年１０月１０日（木）に開催

し、当日の役割分担、進行シナリオ等の確認など、各

委員からの意見を聞き、記念講演会・懇談会の準備会

議を行いました。今回の講演会は、( 株 ) 日建設計様

の協力で建築設計者として大変興味のある、「ＺＡＨ

Ａ　ＨＡＤＩＤ案新国立競技場の設計」と題して、実

際に設計に関わられた意匠・構造の設計担当者より紹

介いただきました。当日は組合員及び県内の建築関係

者約２００名から参加いただき、3 時間という制約の

中で、講師の方には意匠・構造と紹介したい内容が沢

山あったと思いますが、時間が短かったこと、参加者

には、聞きたい事が沢山あった事と思いますが、時間

の関係で質疑応答が出来なかった事は、お詫び申し上

げます。講演内容は設計者の思いが伝わるよい講演会

ができたと思います。

　ご協力いただきました皆様には感謝申し上げます。

　講演会概要、講演会の写真を下記に記載致します。

日時：平成３０年１１月１６日（金）１４：１０～１７：１０

会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター

　　　２階メインホール（スノーホール A）

講師：右高博之 氏

　　　( 株 ) 日建設計　デザインスタジオ主管

　　　杉浦盛基 氏

　　　( 株 ) 日建設計　構造設計グループ部長

参加者：組合員関係１１７名、県内建築関係者７０名

　　　　学生６名

　平成３０年度の設備委員会では「ＺＥＢ」について

組合員の皆様にお伝えしました。

　建築物における環境負荷低減は、いろいろな社会的

動きが見られます。

　その中で我々がよく目にし、又知っておくべき内容

が、「省エネ法」と「ＺＥＢ」になると思われます。

　省エネ法については、前回の活動において２年に渡

り、概要と計算例等をお伝えしてきました。又、日頃

の実務でもかなり関わる機会が多いのではないでしょ

うか。

　ＺＥＢ（ネットゼロエネルギービル）という言葉は

世の中に出てあまり年月が経っていませんが、経済産

業省でロードマップのとりまとめがあり、業界団体等

とも連携して取り組みが進んでいるので今後普及が進

むと考えられます。　

　１月１８日に行われました実務者講習会において、

講師をお招きし、「ＺＥＢについて」という内容で講

演を行いました。様々な事例を紹介頂き、大変興味深

い内容でありました。今後の業務の参考にさせて頂き

たいと思います。

　講師を始め、ご協力いただきました皆様、講習会に

参加されました皆様たいへんありがとうございまし

た。

実務者講習会

日時：平成３１年１月１８日（金）

会場：新潟テルサ３階大会議室

講師：市川拓也 氏

( 株 ) 山下設計　機械設備設計部 部長  

　講習会の写真。ＺＥＢに関するパンフレットを以下

に掲載します。

委員長：長橋鐡雄　

市川拓也講師の講演風景

構造委員会 委員長：伊藤　徹設備委員会

右高博之講師の講演風景 

杉浦盛基講師の講演風景
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寺山公園屋内教養施設　「い～てらす」 

寺山公園は隣接するスポーツセン
ターと連携して、多様なリクリエーショ
ンの場となると同時に、子育てや他世
代の交流の拠点となる公園です。公園
は芝生に覆われたひろばを中心に大型
複合遊具や散策路、駐車場が配置され、
中心に子育て交流施設と休息施設から
なる複合施設があります。 
施設内の子育て交流施設『い～てら

す』は、「遊ぶ」「つながる」「楽しむ」を基本理念とした育児支援・子育て世代の交流空間と、地域の世代間交
流の推進を目的として計画された公園の休息空間で構成されています。 
外観は３つの高さの異なる直方体が45度の相でかみ合うような形態を、曲
線の庇で繋ぐ構成をしています。それぞれの直方体の内部空間の天井高さは、
約5ｍ、4ｍ、3ｍとなっています。外壁は、高性能GWt=100+フェノール
フォームt=30外断熱にGL鋼板T=0.4の立平葺仕上/屋根は外断熱PFt=50+ウ
レタンフォームt=30(内部)にシート防水/軒天や開口部・独立柱周りに杉材を
多用しています。開口部は住宅用の樹脂+アルミの複合サッシにLow-Eペアガ
ラスを用い、外皮性能の省エネ化に努めています。 
内部は、3つの直方体の中にそれぞれ、｢休憩・飲食ゾーン｣｢幼児ひろば｣｢低
学年ひろば｣と名付けた主空間があり、杉材のルーバー/羽目板/横格子などの
形状に加工利用し、「内装の木質化」を図っています。内部のS柱(200～250角)はクッション材を下地にした床
用カラー長尺シート仕上としています。低学年ひろばの大型遊具は、構造集成材120角の軸組を面材で補強し、本
体構造と分離したオリジナル遊具です。ボルタリング/ネットクライミング/迷路/滑り台などが合体した遊具です。

幸いにも、この施設を含む
公園事業が、この秋に「国土
交通大臣賞」を受賞でき、市
の皆さんや設計・工事の皆さ
んが一堂に会し、楽しい時間
を過ごすことができました。 
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建築概要 
建設地：新潟市東区寺山1653 
用途地区：指定なし／22条地域 
主要用途：児童福祉施設 
構造：S造　2階建 
建物種別：準耐火構造（ロ-2） 
敷地面積：45,553.64㎡ 
建築面積：1,560.50㎡ 
床面積：1,357.79㎡（1F:1,331.73／2F：26.06㎡） 
最高高さ：7.114m

設計・工事期間 
2014年10月～’15年3月：設計者選定プロポ／基本設計 
2015年度：実施設計 
2016年10月～2017年10月：工事 
2018年：4月開園 
設計担当事務所（新潟市建築設計協同組合） 
総合／意匠：翔アトリエ 
構造：(株)建構造研究所 
設備：(有)オヤマツ設計事務所 
公園：(株)グリーンシグマ 
工事担当会社 
建築：(株)廣瀨／空調換気：研冷工業(株) 
電気：(株)荻荘電機／衛生設備：エアプラック(株)

建物完成時のドローン撮影

木製大型遊具：CG

休憩・飲食ゾーン テラス

低学年ひろば幼児ひろば

東：外観

南：外観
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ǉŇ^ȗȴȘȲȞȴȡǲƀæȍOǨǫĐĵǠȉǒȇǆƠÝǜȎȍȞ

ȐȏȟȨǬǔȉǇ�ŎǰȃȇǯǎǒǊǁ ǭǎǏŲǓǍȈǽǞǥǇǁ

ǁ
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ƼćÔ�ǁ ǋĥŷ ǌǁ tƪűůȷåȸǁ

ǎȋǎȋ®ȎǦǘȊǮȁǆ*ȁŠǒǨǥǞǆǉǟȂǍǣǏǞȆǏǒǊǁ

ǭŮǨǫǇǠǛǖ��ǦǨǥǘȊǮȁǆƂȈ9Ǟǥȇ¢ȋȍVǖǚǭ

ǳǬǔǯǎǒȇǭªǨǫǱǇǣǲ�ǲj¸ȍ�ÖĠǰ,Ȉǫǆǣ

ǲǍǭ�ǲýfǰ�E¸ȍİǞǽǞǥǇ�ŖǐȉǭǆǂǄ õ!ǦǨ

ǥǒȇǆȁǏǧȅǨǭ�ȍOǨǫǎȊǴǣȎǯǚǭǳǞǯǒǨǥǒ

ȁǞȊǯǎǇĊźǰƂǨǫǔǫǆ$ǭǒǒȎǭǒǇ¨ǞǘȊǴ¥

rȁƊǜǯǎǞǆ��ǓǍȊǴ$ǬȁȃǨǫǔǥǇűůȍȃǨǫ

ǎȉìǞǜǳşǈǭƼćǜȎǰÆǐǫƴǔǆǣȎǯǲǓǍǨǫ�

ÎǓǍȉǭǎǏǚǭǬǠǇǁ

S�Éb��ÊÑ� ïĄǰţǨǫrƦǬs|ȍJêǜȊǥÖÜ

ǳïĄ�ǲ�ļŵǰ�ȇȊǥǲǬǠǒǇǁ

�PÑ� �ļǭǎǏǒǆ�ÖǳïĄǲȼ:ǲȻ!Ǔ�Ʃe�Ǭǆ

ǣǲƥĞ�êǭ�ļǲ	ÌǰƧȌǨǫǎǽǞǥǇǁ

S�Éb��ÊÑ� ĐĵǜȊǥǲǓȻɀõǇǁ

�PÑ� ǐǐǇÞ�ǰĊźǨǫǎǏǒǆRȁ�ȁ:ǒȇǯǎǲǓ

ȪȟȗȱǨǫǎǏ²ǟǇǁ

]�É�b��ÊÑ� �ÖǳǆǉƱŲȵȢȰȧȞȶȵƢĹǊǓǍȊǴ

ǎǎǾǥǎǯǇǍǭǳǧȅǨǭǞǥĪȈSǎǓ�ȊǴǇďǰű/

�E¸ǳ�ǬȁǣȎǯǰű/¼ƀǓ§ŨǯêĲǬǳǯǎǲǒȁ

ǞȊǯǎǘȊǮȁǆȌȈǭĽKǰĐĵǬǔǥǲǒǯǇįǓĐĵǞ

ǥǲǳÔZȾȺ�ǬȼȺõǇű/űůǲjSǳ±pǭêŗǲÍ�

bǲ¹�ǎȍǞǥȈǭǒǞǫǆǣȊǓǩǯǓȈǰǯǨǫǆ±Hű

ůȍǞǫǎȉ�E¸ǭĪȈSǎǰǯȊǥȈǭǒǇ±Hǭű/ǲƘ

ǎǳǍȉǭªǎǽǠǘǮǱǇǁ

GxÉ!�ÊÑǁ ǣȊǬǳñǰė
ǜȎǑƸǎǞǽǠǇǁ

c�Ñ� įǳĐĵǞǥǲǬǳǯǖǆ1�ǒȇ�E¸ȍPǘŋǕǆ

ǣǞǫ��ǆñǲ�Ǻǲ�ŋǕȍǞǽǞǥǇǁ

įǲĔǽȊǳč�ǬǠǇč�ǳĀƹ_ĕêǰÄȌȉęǬǍȈǆ

��ǳƟĎ�ǬǞǥǇǣǲǢǎǒ{'ǲƵǒȇř�ǭǎǏǒǆĎ

ȍǩǖȉǲǓswǔǦǨǥǲǬǠǓǆ{'ǲƵǳ�ļȍȃȋǏǯǁ

ƠÝôǁ ǋĥŷ ǌǁ ȷåȸƠÝűů�Ěǁ

Ȏǫ3ċªǨǫǎǯǒǨǥǲǬǆƿäǳ×Əƿäǰƒ|ǞǽǞ

ǥǇǥǦ�áǳǆĎȍǩǖȉÌVǰţǚǏǭǎǏǚǭǦǘǳŖǐǫ

ǎǽǞǥǱǇƿäJê¢ǆǚȊǒȇǲÖ�ǳ�ļǲ�ěǯȇƹ

ǎƓȊǳĊǎǯǭªǎǆã�ǲ�ļ�Ƥ|äǺƒ|ǇJêǠȉ

Öǰǆã�Ǭűů:Ɲǲ�řǓüǽǨǫǎǽǞǥǓǆ«ƙ�Į

.ǲŹ�°ǰȆȈğĿǰǯȈǽǞǫǆǮǏǞȆǏǒǭ®ȎǬǎǥȇǆ

ǥǽǥǽūǲĪȈSǎǓËĆĦǒȇč� ¸ǰ9VǞǫǑȈǆǣ

ǲÌǒȇǲń�Ǭh�ļűů�E¸ȷ��hűůȸǺǲ2ĮǓ

üǽȈǆËĆǰ·ǨǫǔǥǲǓÔZ ǃǅ �ǲÓǬǠǇįǓ2ĮǞ

ǥÖǲ¸\ÇǓ�ĜqǖȺȿ�ıǦǨǥǭªǎǽǠǇŉÉǳ�ǖ

ǫsoȷķȸǇÕƦǳ�ĮǬ��ȍǞǫǆÖǰǳrǳȏȲȥȐȡǭ

Ǟǫ>ǲűůǲ��ȍǠȉǇ	Ìȍ�ĔµYǰǚǯǞǫ$ǭǒĔ

ĂǞǫǎǥȆǏǯǇŉÉȆȈȁǆȏȲȥȐȡǲN2ǲÌǓ�ǦǨǥ

ÖȁǇǣȎǯÖ�ǬǞǥǇǥǦ�Öhűůǳǆ2Į�áǆƊȀǡ

ǰƣǖGȀȉ�ǓqǒǨǥǬǠǱǇ2Į ǂ �!ǬǆǬǔȆǏǓǬ

ǔǽǎǓ�ǩǲĎ�ȍ�ĔµYǰȃȊǭ�ǜȊȉǇ:ǒȇǯǎ

ǯȈǰȁŝ:ǬŶǻȉǯȈǆ1ƉǰŘǖǯȈǆǯȎǭǒǩǖȈ�Ǚ

ǫǎǖǇǣȊǓhűůǲ�ŊǦǭªǎǽǠǇǬǠǒȇǆWȈǲ1

ƉǰǳÀ�ȍPǘǽǞǥǓǆhÐ�ƚȷAűŗȸŝƇǒȇ�ļǲ

»ŤĠǯŲȃÀ�ǰǩǎǫǳǍǽȈŘǎǥŪǐǓǯǎǬǠǱǇ

Ǭȁǆ%[ǲŞǞ¯ǞǰǩǎǫǲŲȃǆ�ƦĠǯǩǯǓȈǭǒǆ

ǣǏǎǨǥŲǳȆǖŘǎǥŪǐǳǍȈǽǠǇǁ

S�Éb��ÊÑ� įȁ�ǆǑŲȍŘǎǫė
ǜȎǭTǟǦǯǭǇ

ËĆǒȇã�ǲs|ǰƒ|ǞǆJê¢ã�ǲűů�E¸ǰG

ȀǥǲǬǠǓǆ2ĮǞǫĤǗǰ¾�Ď�ǓǍǨǫǇȁǏs|ȍ9

ǫǔǥǲǦǒȇǆǧȂȎǭŜBǓǍȉǳǡǦǨǫǇ�ÖǳÆǐǫ

ȁȇǏǲǬǳǯǖǆǮǲ��ǬȁǣǏǬǠǓǆđjǬȁűůǬȁǆǭ

ǰǒǖF¹ǰ|ǷĢȀǭǎǏȆǏǯǇ�ǳǮǏǒ:ǒȈǽǢȎǓǆ

ǣǏǎǏ±XǬÆǐǫȁȇǏǭǎǏ²ŪǓŚǩēkǬǳǯǒǨǥǭ

ǎǏǲǓôĤǯǭǚȋǬǠǇǣǲ¢ǆs|ǰ·ǨǥȈǞǯǓȇǆŝ

˟ᛩࡈ
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:ǳ�¢ǮǏǞȆǏǒǭªǎ®ȎǦÖÜǓǍǨǫǆűůǓǎǎǲ

ǒǮǏǯǲǒǆÆǐȉ.ǰǎǚǏǒǆ¤xǯ=ÊȍǞǫǎǽǞǥǇ

�ǜǎÖǒȇÞ�ǰ�ļ�ǰǯȋǏǯȎǫªǨǫǎǯǒǨǥǲ

ǬǠǓǆŝ:ǲßǭǒÞèȍǩǖȉǲǓwǔǬǆŝ:ǬȡȴȠȴ

ȓȴȃȉǲǓwǔǦǨǥǲǬÚ¢ǲ=ÊǲǭǔȁȃǨǵȈűůȍ

ǞǯǓȇ�ǭ�ŎǰȁǲȍǩǖȈǥǎǭªǎǆ@ǲűů�E¸ȍ

ƊȀǥǲǓȻɀõǬǞǥǇã�Ǭ�Ʀǭ5Tűů�E¸Ǿǥǎǯ

ǲȍȃȈǯǓȇǆËĆǰ·ǨǫǚȆǏǭªǨǥǲǳǆ
uǆã�ǰ

ĝȊǫǎǥ²ǟǓǞǽǠȷķȸǇǮǏȁǆã�ǬȁǲȍǩǖǨǫǎȉ

ǭĝȊǫǞǽǏ²ǟǓǍǨǫǆǬȁËĆǰ�ȉÖǰǆ�Ʀǥǧǰǆ

ǉǢǨǒǖã�ǰáǫǆǚǚǬ|ȎǦǲǦǒȇǊǨǫŮȌȊǽǞǥ

ǓǆǍȉ±XǆeÌǬȃǨǫǎǖǚǭǲŞǜǨǫǍȉǭªǨǫǎǽ

ǞǥǱǇǁ

ǁ ǁ ǁ ǁ ǁ ǁ ǁ ǁ ǁ ǁ ė
��ǁ ȷåȸh�ļűů�E ǁ̧

ǁ

� � � � � � � � � � � }{��Aµ�MÀ½´®�¯� � � � � � � � � � � �

GxÉ!�ÊÑǁ ƍ�ǆűů�E¸ǲ�ÙȌȈǓqǖǯǨǫǎǽ

ǠǓǆġǜȎǳǮǲȆǏǰ²ǟǫǎȇǨǞȂǎǽǠǒǇǁ

�_Ñ� eÌǲűů�E¸ǳ��ǭǎǏǒǆǣǏǯȉ�ǓqǎǇ

ǣȊǳüǞǫ¯ǎǚǭǟȂǯǖǫǆǣȊǤȊǲȁǲǲŖǐÌȃǆ

ŚǨǥƕıǦǭǒǎȋǎȋǯȨȳȜȚǓǍǨǫǆǣǲ
ǬȁǲǪ

ǖȈȍǞǫǎǖȌǘǬǠǒȇǇǁ

S�Éb��ÊÑǁ įȁŕȏȡȱȑǯȎǫU@ȍ�ǘǥǲǳǆƼć

ǜȎǭ�ŎǬűůŗǨǫŝ:��ǯǲǒǯǭǇįǥǧǳǆ$ǒÆ

ǐǯǔȂ�ǓŚǥǯǎÖ�ǰŚǨǫǎǯǎǇF¹ǰĢȎǬ|ǻ

ǭǎǏÖ�ǦǨǥǲǬǆįǲ�E¸ǰáǥȚȞȟȧȁǆġF¹ǰ

ŝ:ǯȈǰ|ȎǬĐĵǞǫţǖǇǣǏǎǏ�ǦȋǏǯǭªǎǽǠǇǁ

c�Ñ� ǥǹȎűůŗǨǫ�E¸ǰGȀǫȁŖǐÌǳġǣȊǤ

ȊƘǏǭªǏǇ�E¸ǲŋºǭǎǨǫȁǆǍȉı�+�ǲŖǐǲ


ǬŋºǞǫǎȉǲǬǳǇÒǳȁǨǭĐĵǞȃǠǒǨǥǒȁǞȊ

ǯǎǘǮǆ�ǳǯǒǯǒưǞǖǯǨǫǎȉǒȇǱǇǁ

�PÑ� �ċÖ�ǲȣȶțȁoȌǨǫǖȉǞǆȁǧȋȎǣǲ�ǣ

ǲ�ǲŖǐÌǭǒ+¬ǓǍȉǒȇǆǣȊǰSǨǥOȈņǾÌǭǒǆ

�ǽǬļǎǫǔǥƄƅǭǒǆǣǏǎǏžĕǳ�ǔŋǎǬǎǘȉǇ

�E¸Ɣ^ǬšCǠȉǲǓǆ^ê�ƥȍǮǏȃǨǫǩǯǙǫǎ

ǖǒǭǎǏ�Ǉ1�ǲǣȊȍ�ǔŋǙȉȭȱȟȡǳǍȉǦȋǏǞǆ�

ǽǬƣǎ�ǔSǎȍǞǫǔǥǛŐǳ�ǔŋǎǬȁȇǎǥǎǯǭǎ

ǏªǎǳǍȉȆǱǇǁ

�_Ñ� ñǰ�ǔŋǗ�ǥǧǳǆĪĠžĕǦǭǒǆǍȉǎǳĎĠ

žĕǦǭǒǆǣȊȍ�ǔŋǎǬǎǘȉȌǘǬǠǒȇǱǇǁ

c�Ñ� ǡǨǭǩǯǓǨǫǔǥ�E¸ǳǆ�ȃĦǭǲ��ǲƒȀ

ÌǭǒȃȈÌǭǒȍĒŭǞǫǎȉǇǣȊȍ�ǔŋǗǚǭȁ45ǲ�

�ȍǠȉ�Ǭs�ǯǚǭǦǭªǎǽǠǇǁ

S�Éb��ÊÑ� ņS \ȁñǲ��ǰVǘǫȺȹõ��Šǖ

ǯǨǫǔǽǠǇǦǒȇǆņSȍ~ȉǥȀǰ$ǭǒǞȋǭ�ǲ��

ǓǍǽȈŮǏǩȁȈǳǯǖǫǆ�ǓƮǽǨǫǎȉǭǎǏ(-ȍ�¹

ǰǣȊǤȊǲÖ�ǲȃȈȆǏǬ�ǔŋǎǬţǘȊǴǭªǨǫǎǽ

ǠǇǎǩǬȁÑÎǳũǐǫǎǯǎǞǆ��ǚǏǞȆǏǆǍǍǞȆǏǭ

ǎǏ
ǬǆǣǲÖ�ǲ�ǥǧǓņSȍǩǖǨǫǔǫǆņSǭǎǏ

ņőǣǲȁǲȍō¿ǞǯǔȂǎǘǯǎǭǎǏǚǭǦǘǬȃǨǫǎ

ȉȌǘǬǳǯǎǭªǎǽǠǇ�ǽǬņSǓǩǖǨǫǔǥƕMǲž

ĕȍ�¹ǰĔǒǞǯǓȇȁǆñǲ��ǲÌǈǓǆƮǽǨǫ��ȍ

Ǡȉǚǭǲ±Xȃ(-ȍǮǏũǎǦǞǫȁȇǐȉǒǯǭǇǚȊǳ�

�E¸ǬȁǣǏǬǠǞǆņSǰǭǨǫǲÞƁǦǭªǎǽǠǇǁ

ǁ

� � � � � � � � � � � � � 5w&±µ�´®�¯� � � � � � � � � � � � � � �

GxÉ!�ÊÑǁ �@ǰøǻȉǭǆ�ǲÌǭǲƧ)¬Ǔ�ǈļǔ

ǪȇǎǭǎǏǒǆǑ�ǎǰȃȈǭȈǞǪȇǖǯǨǫǔǫǎȉǭ²ǟȇ

ȊȉǲǬǠǓǆġǜȎǳǮǏªȌȊǽǠǒǇǁ

c�Ñ� ÒǳǆűůȍyȀȉ@ǰ�ǲř\ȁ�ŎǰƮǽǨǫŲǞ

Sǎȷ�âƺǿȸǇĎ�Ǔ3ƛŅȌǨǥ÷ƬǬǆǽǥ�ǲř\ȁ

ƮȀǫ�Ŏǰ»ŤĠǯŲȍǠȉȷ�âƺǿȸǇ�ǳǣȊǓĊǖǯ

Ǩǥǚǭŝ#ǆįǰǞǥȇ�ªżǬǇǁ

�PÑ� Òǳ ¸ǲ�ȁġǆŝ:ǬűůȍŇƽǞǫǎȉǒȇǆǚ

ǲÖǳǚǏǦǨǥǆǍǲÖǳǚǏǦǨǥǭŮǐǥǘȊǮȁǆ�Ǭǳ

ŝ:ǬűůǠȉÖƦǓǯǎǇ»ŤĠǰŝ:ȍĭǖǯȎǫǎǏj

ƳǓ�ǯǖǯǨǫǔǫǎȉǇǑ�ǎǰȁǏǧȅǨǭśŧȍƥǎǫǆ

ŲǓǬǔȉȆǏǯÌVǳǍǨǥǼǏǓǎǎǦȋǏǘȊǮȁǆǯǒǯ

ǒưǞǎȆǱǇǁ

]�Ñ� ű/ȁǣǏǬǠǘȊǮȁǆ�Ĳǲ�ăǓ§ŨǬǠȆǱǇ

Ǒ�ǎşǈŮǎǥǎǚǭȁǍȉȌǘǬǆȔȚȍ½ǖǲǰ�âȃȈ

ǯǓȇǆȓȰȒȖóǎǯǓȇǇÒǲ�ǳįƗǲǚǭȁĒŭǞǫǖȊ

ǥǞǆįƗȁ�ǲ�Ɨǲĵǧ!ŒȍĒŭǬǔǥǇ�ǲ�ǲŠǎ
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�ƗǳøƈéŰƀÉǰǞǫȁǆŴÑƀÉǰǞǫȁǆűůŗǭ»Ť

ĠǯŲȍǠȉǚǭǓ�ǯǨǫǎȉǇ»ŤŗǭǎǏȆȈ�E8ĒĠǯ

ÌǓĉǖǯǨǫǔǫǎȉǲǒǯǭǎǏ²ǟǳǠȉǇǁ

�PÑ� �ǲ�ȁ»ŤŗǲǳǡǇǥǦǆÒǭƘǨǫ�ê3#ǲȠ

ȴȪǓǠǛǖÏǎǇǦǒȇǆǚǧȇȁǍǽȈȗȬȮȣȖȶșȯȴȍŃ

ǒǖbȉØǓǯǖǫǆȁǏǧȅǨǭÖƦǲȄǭȈǓòǞǎǇǁ

S�Éb��ÊÑ� ĵjǓƘǐǚǣǠȊǆVǚǏȁǚǨǧȁ�Ďȍ

ǩǖȉǭǚȋǇ¨ǞǎǒȇǭǎǏĒĘǬǆǚȎǯĎȍǩǖȈǥǎǱǆ

ǚȎǯ�ǳǚǲ@ǭƘǨǫvÅǬǔǯǎȆǱǆǾǥǎǯ�ǬȃȈ

ǭȈǬǔȉð�ǨǫǆëĶǰąǨǫǎȉǭªǏǇň�$ȍǩǖȈǥ

ǎǲǒǭŘǎǫȁǯǒǯǒƎ�ǓƎǨǫǚǯǎǒȇǆǚǧȇǒȇȁ

ǍǽȈŘǒǯǖǯǨǫǞǽǨǫǇǚȎǯĎǩǖȈǥǎǆ�`ǳǚȎǯ

ǸǏǰǞǥǎǆ�ǽǬǳǚǏǦǨǥǘȊǮǆ�ǳǚȎǯŁàȁǍȉ

ǭÂçǞǫȁǆǯǒǯǒƎǨǫǚǯǎǇǣǏǯȉǭǆűůŗ.ȁÂ

çǲ�Ìǭǒĵǧ!ŒȍoǐǫǎǒǯǘȊǴǎǘǯǎǇ�êz

\�ǬÈŢǜȎǓǆËĆ�ǲŠ¹ǭşǈǯ�ȍȃȋǏȆǭ¼Ǚǒ

ǘǫȁǆǯǒǯǒ©ĻǓƎǨǫǚǯǎȆǱǇǁ

GxÉ!�ÊÑǁ �ċǒȁǞȊǽǢȎǓǆVǚǏǳ�ř\ǭǞǫǲ
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ȁoȌǨǫǎǖǇǣȎǯ
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ǯȇǝȉȍǐǯǎǒǯǭǳªǎǽǠǇǁ

ÈŢɂǁ ÞÎǳǆġîǒȇſƜǯǑŲȍ ǎǆsoD�ǰǯȈǽ

ǞǥǇǚǲǑŲǳǆǚȊǒȇǲËĆǲűůȍ¾ǨǫǎǖŠǎÌǈ
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組合員（設計事務所）の来歴
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㻌タ❧㻦 ᱓㔝ோྖ㻌タ❧㻦 ᱓㔝ோྖ㻌タ❧㻦 ᱓㔝ோྖ㻌タ❧㻦 ᱓㔝ோྖ㻌タ❧㻦 ᱓㔝ோྖ㻌タ❧㻦 ᱓㔝ோྖ㻌タ❧㻦 ᱓㔝ோྖ

௦⾲㻦 ▼ືᇛᏊ௦⾲㻦 ▼ືᇛᏊ௦⾲㻦 ▼ືᇛᏊ௦⾲㻦 ▼ືᇛᏊ௦⾲㻦 ▼ືᇛᏊ௦⾲㻦 ▼ືᇛᏊ௦⾲㻦 ▼ືᇛᏊ

タ❧㻦 ᒣᮏಙタ❧㻦 ᒣᮏಙタ❧㻦 ᒣᮏಙタ❧㻦 ᒣᮏಙタ❧㻦 ᒣᮏಙタ❧㻦 ᒣᮏಙタ❧㻦 ᒣᮏಙ

タ❧㻦⸨⏣ᯇኵタ❧㻦⸨⏣ᯇኵタ❧㻦⸨⏣ᯇኵタ❧㻦⸨⏣ᯇኵタ❧㻦⸨⏣ᯇኵタ❧㻦⸨⏣ᯇኵタ❧㻦⸨⏣ᯇኵ

❧㻦 噰ᘯ❧㻦 噰ᘯ❧㻦 噰ᘯ❧㻦 噰ᘯ❧㻦 噰ᘯ❧㻦 噰ᘯ❧㻦 噰ᘯ

❧㻦 ⚄⏣ṇ⏨❧㻦 ⚄⏣ṇ⏨❧㻦 ⚄⏣ṇ⏨❧㻦 ⚄⏣ṇ⏨❧㻦 ⚄⏣ṇ⏨❧㻦 ⚄⏣ṇ⏨❧㻦 ⚄⏣ṇ⏨
⚄⏣ᘓ⠏タィົᡤ⚄⏣ᘓ⠏タィົᡤ⚄⏣ᘓ⠏タィົᡤ⚄⏣ᘓ⠏タィົᡤ⚄⏣ᘓ⠏タィົᡤ⚄⏣ᘓ⠏タィົᡤ⚄⏣ᘓ⠏タィົᡤ

タ❧㻦 噰ᘯタ❧㻦 噰ᘯタ❧㻦 噰ᘯタ❧㻦 噰ᘯタ❧㻦 噰ᘯタ❧㻦 噰ᘯタ❧㻦 噰ᘯ

タ❧㻦 ⚄⏣ṇ⏨タ❧㻦 ⚄⏣ṇ⏨タ❧㻦 ⚄⏣ṇ⏨タ❧㻦 ⚄⏣ṇ⏨タ❧㻦 ⚄⏣ṇ⏨タ❧㻦 ⚄⏣ṇ⏨タ❧㻦 ⚄⏣ṇ⏨

ᨵ⤌ᨵ⤌ᨵ⤌ᨵ⤌ᨵ⤌ᨵ⤌ᨵ⤌

❧㻦 ኳᮌ୍❧㻦 ኳᮌ୍❧㻦 ኳᮌ୍❧㻦 ኳᮌ୍❧㻦 ኳᮌ୍❧㻦 ኳᮌ୍❧㻦 ኳᮌ୍

ᑠἑタィᑠἑタィᑠἑタィᑠἑタィᑠἑタィᑠἑタィᑠἑタィ

タ❧㻦 ኳᮌ୍タ❧㻦 ኳᮌ୍タ❧㻦 ኳᮌ୍タ❧㻦 ኳᮌ୍タ❧㻦 ኳᮌ୍タ❧㻦 ኳᮌ୍タ❧㻦 ኳᮌ୍
䜰䝬䜻ᘓ⠏タィົᡤ䜰䝬䜻ᘓ⠏タィົᡤ䜰䝬䜻ᘓ⠏タィົᡤ䜰䝬䜻ᘓ⠏タィົᡤ䜰䝬䜻ᘓ⠏タィົᡤ䜰䝬䜻ᘓ⠏タィົᡤ䜰䝬䜻ᘓ⠏タィົᡤ

タィົᡤ䚷ฟ㌟タィົᡤ䚷ฟ㌟タィົᡤ䚷ฟ㌟タィົᡤ䚷ฟ㌟タィົᡤ䚷ฟ㌟タィົᡤ䚷ฟ㌟タィົᡤ䚷ฟ㌟

ົᡤྡ䚷 䠄 ༑㡢㡰䠅ົᡤྡ䚷 䠄 ༑㡢㡰䠅ົᡤྡ䚷 䠄 ༑㡢㡰䠅ົᡤྡ䚷 䠄 ༑㡢㡰䠅ົᡤྡ䚷 䠄 ༑㡢㡰䠅ົᡤྡ䚷 䠄 ༑㡢㡰䠅ົᡤྡ䚷 䠄 ༑㡢㡰䠅 ົᡤྡ䚷 䠄 ༑㡢㡰䠅ົᡤྡ䚷 䠄 ༑㡢㡰䠅ົᡤྡ䚷 䠄 ༑㡢㡰䠅ົᡤྡ䚷 䠄 ༑㡢㡰䠅ົᡤྡ䚷 䠄 ༑㡢㡰䠅ົᡤྡ䚷 䠄 ༑㡢㡰䠅ົᡤྡ䚷 䠄 ༑㡢㡰䠅

௦⾲㻦 ᑠ⏣ຬ㑻௦⾲㻦 ᑠ⏣ຬ㑻௦⾲㻦 ᑠ⏣ຬ㑻௦⾲㻦 ᑠ⏣ຬ㑻௦⾲㻦 ᑠ⏣ຬ㑻௦⾲㻦 ᑠ⏣ຬ㑻௦⾲㻦 ᑠ⏣ຬ㑻

䞞㻿㻌 㻚 㻌 㼁㻌ᘓ⠏タィ䞞㻿㻌 㻚 㻌 㼁㻌ᘓ⠏タィ䞞㻿㻌 㻚 㻌 㼁㻌ᘓ⠏タィ䞞㻿㻌 㻚 㻌 㼁㻌ᘓ⠏タィ䞞㻿㻌 㻚 㻌 㼁㻌ᘓ⠏タィ䞞㻿㻌 㻚 㻌 㼁㻌ᘓ⠏タィ䞞㻿㻌 㻚 㻌 㼁㻌ᘓ⠏タィ

䞞㻯㻌㻭㻌㻰㻌 䝅䝇䝔䝮㻵 㻼㻌 㻱䞞㻯㻌㻭㻌㻰㻌 䝅䝇䝔䝮㻵 㻼㻌 㻱䞞㻯㻌㻭㻌㻰㻌 䝅䝇䝔䝮㻵 㻼㻌 㻱䞞㻯㻌㻭㻌㻰㻌 䝅䝇䝔䝮㻵 㻼㻌 㻱䞞㻯㻌㻭㻌㻰㻌 䝅䝇䝔䝮㻵 㻼㻌 㻱䞞㻯㻌㻭㻌㻰㻌 䝅䝇䝔䝮㻵 㻼㻌 㻱䞞㻯㻌㻭㻌㻰㻌 䝅䝇䝔䝮㻵 㻼㻌 㻱

㼁㻌 䡡㻌ᘓ⠏ィ⏬ᕤᡣ㼁㻌 䡡㻌ᘓ⠏ィ⏬ᕤᡣ㼁㻌 䡡㻌ᘓ⠏ィ⏬ᕤᡣ㼁㻌 䡡㻌ᘓ⠏ィ⏬ᕤᡣ㼁㻌 䡡㻌ᘓ⠏ィ⏬ᕤᡣ㼁㻌 䡡㻌ᘓ⠏ィ⏬ᕤᡣ㼁㻌 䡡㻌ᘓ⠏ィ⏬ᕤᡣ

䠣䠝タィ䠣䠝タィ䠣䠝タィ䠣䠝タィ䠣䠝タィ䠣䠝タィ䠣䠝タィ

㻹㻌ᵓ㐀ᐊ㻹㻌ᵓ㐀ᐊ㻹㻌ᵓ㐀ᐊ㻹㻌ᵓ㐀ᐊ㻹㻌ᵓ㐀ᐊ㻹㻌ᵓ㐀ᐊ㻹㻌ᵓ㐀ᐊ

䞞㻺㻌㻿㻌 㻷㻌ᘓ⠏ᵓ㐀◊✲ᡤ䞞㻺㻌㻿㻌 㻷㻌ᘓ⠏ᵓ㐀◊✲ᡤ䞞㻺㻌㻿㻌 㻷㻌ᘓ⠏ᵓ㐀◊✲ᡤ䞞㻺㻌㻿㻌 㻷㻌ᘓ⠏ᵓ㐀◊✲ᡤ䞞㻺㻌㻿㻌 㻷㻌ᘓ⠏ᵓ㐀◊✲ᡤ䞞㻺㻌㻿㻌 㻷㻌ᘓ⠏ᵓ㐀◊✲ᡤ䞞㻺㻌㻿㻌 㻷㻌ᘓ⠏ᵓ㐀◊✲ᡤ

䞟㛵ᮏᘓ⠏タィົᡤ䞟㛵ᮏᘓ⠏タィົᡤ䞟㛵ᮏᘓ⠏タィົᡤ䞟㛵ᮏᘓ⠏タィົᡤ䞟㛵ᮏᘓ⠏タィົᡤ䞟㛵ᮏᘓ⠏タィົᡤ䞟㛵ᮏᘓ⠏タィົᡤ

䞞䝜䜰タィົᡤ䞞䝜䜰タィົᡤ䞞䝜䜰タィົᡤ䞞䝜䜰タィົᡤ䞞䝜䜰タィົᡤ䞞䝜䜰タィົᡤ䞞䝜䜰タィົᡤ

␒ᘓ⠏タィᕤᡣ␒ᘓ⠏タィᕤᡣ␒ᘓ⠏タィᕤᡣ␒ᘓ⠏タィᕤᡣ␒ᘓ⠏タィᕤᡣ␒ᘓ⠏タィᕤᡣ␒ᘓ⠏タィᕤᡣ

ᖹཎタィົᡤᖹཎタィົᡤᖹཎタィົᡤᖹཎタィົᡤᖹཎタィົᡤᖹཎタィົᡤᖹཎタィົᡤ

䞞䝣䝻䞁䝔䜱 䜰タィ䞞䝣䝻䞁䝔䜱 䜰タィ䞞䝣䝻䞁䝔䜱 䜰タィ䞞䝣䝻䞁䝔䜱 䜰タィ䞞䝣䝻䞁䝔䜱 䜰タィ䞞䝣䝻䞁䝔䜱 䜰タィ䞞䝣䝻䞁䝔䜱 䜰タィ

ᔱ⏣ᘓ⠏タィᐊᔱ⏣ᘓ⠏タィᐊᔱ⏣ᘓ⠏タィᐊᔱ⏣ᘓ⠏タィᐊᔱ⏣ᘓ⠏タィᐊᔱ⏣ᘓ⠏タィᐊᔱ⏣ᘓ⠏タィᐊ

䞞⸨⏣タィ䞞⸨⏣タィ䞞⸨⏣タィ䞞⸨⏣タィ䞞⸨⏣タィ䞞⸨⏣タィ䞞⸨⏣タィ

䞟▼ືᘓ⠏タィົᡤ䞟▼ືᘓ⠏タィົᡤ䞟▼ືᘓ⠏タィົᡤ䞟▼ືᘓ⠏タィົᡤ䞟▼ືᘓ⠏タィົᡤ䞟▼ືᘓ⠏タィົᡤ䞟▼ືᘓ⠏タィົᡤ

䞟㚷ᘓ⠏◊✲ᡤ䞟㚷ᘓ⠏◊✲ᡤ䞟㚷ᘓ⠏◊✲ᡤ䞟㚷ᘓ⠏◊✲ᡤ䞟㚷ᘓ⠏◊✲ᡤ䞟㚷ᘓ⠏◊✲ᡤ䞟㚷ᘓ⠏◊✲ᡤ

䞟⩚⏕ᘓ⠏タィົᡤ䞟⩚⏕ᘓ⠏タィົᡤ䞟⩚⏕ᘓ⠏タィົᡤ䞟⩚⏕ᘓ⠏タィົᡤ䞟⩚⏕ᘓ⠏タィົᡤ䞟⩚⏕ᘓ⠏タィົᡤ䞟⩚⏕ᘓ⠏タィົᡤ

䞞⚟ᆅタィ䞞⚟ᆅタィ䞞⚟ᆅタィ䞞⚟ᆅタィ䞞⚟ᆅタィ䞞⚟ᆅタィ䞞⚟ᆅタィ

ᇼᕝᘓ⠏タィົᡤᇼᕝᘓ⠏タィົᡤᇼᕝᘓ⠏タィົᡤᇼᕝᘓ⠏タィົᡤᇼᕝᘓ⠏タィົᡤᇼᕝᘓ⠏タィົᡤᇼᕝᘓ⠏タィົᡤ

ᯇ⏣ᘓ⠏タィົᡤᯇ⏣ᘓ⠏タィົᡤᯇ⏣ᘓ⠏タィົᡤᯇ⏣ᘓ⠏タィົᡤᯇ⏣ᘓ⠏タィົᡤᯇ⏣ᘓ⠏タィົᡤᯇ⏣ᘓ⠏タィົᡤ

䞟୕ၿᘓ⠏タィົᡤ䞟୕ၿᘓ⠏タィົᡤ䞟୕ၿᘓ⠏タィົᡤ䞟୕ၿᘓ⠏タィົᡤ䞟୕ၿᘓ⠏タィົᡤ䞟୕ၿᘓ⠏タィົᡤ䞟୕ၿᘓ⠏タィົᡤ

䞞ᇶタィ䞞ᇶタィ䞞ᇶタィ䞞ᇶタィ䞞ᇶタィ䞞ᇶタィ䞞ᇶタィ

䞟ᒣཱྀᘓ⠏ົᡤ䞟ᒣཱྀᘓ⠏ົᡤ䞟ᒣཱྀᘓ⠏ົᡤ䞟ᒣཱྀᘓ⠏ົᡤ䞟ᒣཱྀᘓ⠏ົᡤ䞟ᒣཱྀᘓ⠏ົᡤ䞟ᒣཱྀᘓ⠏ົᡤ

䞞䝩䞊䝥タഛタィົᡤ䞞䝩䞊䝥タഛタィົᡤ䞞䝩䞊䝥タഛタィົᡤ䞞䝩䞊䝥タഛタィົᡤ䞞䝩䞊䝥タഛタィົᡤ䞞䝩䞊䝥タഛタィົᡤ䞞䝩䞊䝥タഛタィົᡤ

ᾛ㟁Ẽタഛタィᐊᾛ㟁Ẽタഛタィᐊᾛ㟁Ẽタഛタィᐊᾛ㟁Ẽタഛタィᐊᾛ㟁Ẽタഛタィᐊᾛ㟁Ẽタഛタィᐊᾛ㟁Ẽタഛタィᐊ

䞞ఀ⸨タഛタィ䞞ఀ⸨タഛタィ䞞ఀ⸨タഛタィ䞞ఀ⸨タഛタィ䞞ఀ⸨タഛタィ䞞ఀ⸨タഛタィ䞞ఀ⸨タഛタィ

䞟䜸䝲䝬䝒タィົᡤ䞟䜸䝲䝬䝒タィົᡤ䞟䜸䝲䝬䝒タィົᡤ䞟䜸䝲䝬䝒タィົᡤ䞟䜸䝲䝬䝒タィົᡤ䞟䜸䝲䝬䝒タィົᡤ䞟䜸䝲䝬䝒タィົᡤ

䞞䠦 䞉 䝒䜹䝃タഛタィ䞞䠦 䞉 䝒䜹䝃タഛタィ䞞䠦 䞉 䝒䜹䝃タഛタィ䞞䠦 䞉 䝒䜹䝃タഛタィ䞞䠦 䞉 䝒䜹䝃タഛタィ䞞䠦 䞉 䝒䜹䝃タഛタィ䞞䠦 䞉 䝒䜹䝃タഛタィ

䞟䝅䝇䝔䝮䠧䞟䝅䝇䝔䝮䠧䞟䝅䝇䝔䝮䠧䞟䝅䝇䝔䝮䠧䞟䝅䝇䝔䝮䠧䞟䝅䝇䝔䝮䠧䞟䝅䝇䝔䝮䠧

➨୍タഛタィ䞞➨୍タഛタィ䞞➨୍タഛタィ䞞➨୍タഛタィ䞞➨୍タഛタィ䞞➨୍タഛタィ䞞➨୍タഛタィ䞞

䞟⥲ྜタഛタィ䞟⥲ྜタഛタィ䞟⥲ྜタഛタィ䞟⥲ྜタഛタィ䞟⥲ྜタഛタィ䞟⥲ྜタഛタィ䞟⥲ྜタഛタィ

䞞㇂ᘓ⠏タィົᡤ䞞㇂ᘓ⠏タィົᡤ䞞㇂ᘓ⠏タィົᡤ䞞㇂ᘓ⠏タィົᡤ䞞㇂ᘓ⠏タィົᡤ䞞㇂ᘓ⠏タィົᡤ䞞㇂ᘓ⠏タィົᡤ

♏ᘓ⠏タィົᡤ♏ᘓ⠏タィົᡤ♏ᘓ⠏タィົᡤ♏ᘓ⠏タィົᡤ♏ᘓ⠏タィົᡤ♏ᘓ⠏タィົᡤ♏ᘓ⠏タィົᡤ

䞞㮭ᘓ⠏ົᡤ䞞㮭ᘓ⠏ົᡤ䞞㮭ᘓ⠏ົᡤ䞞㮭ᘓ⠏ົᡤ䞞㮭ᘓ⠏ົᡤ䞞㮭ᘓ⠏ົᡤ䞞㮭ᘓ⠏ົᡤ

䞞䝍䜻䝄䝽タィ䞞䝍䜻䝄䝽タィ䞞䝍䜻䝄䝽タィ䞞䝍䜻䝄䝽タィ䞞䝍䜻䝄䝽タィ䞞䝍䜻䝄䝽タィ䞞䝍䜻䝄䝽タィ

㧗ᰗᘓ⠏タィົᡤ㧗ᰗᘓ⠏タィົᡤ㧗ᰗᘓ⠏タィົᡤ㧗ᰗᘓ⠏タィົᡤ㧗ᰗᘓ⠏タィົᡤ㧗ᰗᘓ⠏タィົᡤ㧗ᰗᘓ⠏タィົᡤ

䞞ሐᘓ⠏タィົᡤ䞞ሐᘓ⠏タィົᡤ䞞ሐᘓ⠏タィົᡤ䞞ሐᘓ⠏タィົᡤ䞞ሐᘓ⠏タィົᡤ䞞ሐᘓ⠏タィົᡤ䞞ሐᘓ⠏タィົᡤ

䞞㕥ᮌタィ⏬䞞㕥ᮌタィ⏬䞞㕥ᮌタィ⏬䞞㕥ᮌタィ⏬䞞㕥ᮌタィ⏬䞞㕥ᮌタィ⏬䞞㕥ᮌタィ⏬

ᮌୗᘓ⠏タィົᡤᮌୗᘓ⠏タィົᡤᮌୗᘓ⠏タィົᡤᮌୗᘓ⠏タィົᡤᮌୗᘓ⠏タィົᡤᮌୗᘓ⠏タィົᡤᮌୗᘓ⠏タィົᡤ

ᑠᰗᘓ⠏タィົᡤᑠᰗᘓ⠏タィົᡤᑠᰗᘓ⠏タィົᡤᑠᰗᘓ⠏タィົᡤᑠᰗᘓ⠏タィົᡤᑠᰗᘓ⠏タィົᡤᑠᰗᘓ⠏タィົᡤ

ኴ㝧タィ䞞ኴ㝧タィ䞞ኴ㝧タィ䞞ኴ㝧タィ䞞ኴ㝧タィ䞞ኴ㝧タィ䞞ኴ㝧タィ䞞

䞞䛯䛺䛛ᘓ⠏タィ䞞䛯䛺䛛ᘓ⠏タィ䞞䛯䛺䛛ᘓ⠏タィ䞞䛯䛺䛛ᘓ⠏タィ䞞䛯䛺䛛ᘓ⠏タィ䞞䛯䛺䛛ᘓ⠏タィ䞞䛯䛺䛛ᘓ⠏タィ

䞟ീタィົᡤ䞟ീタィົᡤ䞟ീタィົᡤ䞟ീタィົᡤ䞟ീタィົᡤ䞟ീタィົᡤ䞟ീタィົᡤ

㐀ᘓ⠏ᕤᡣ㐀ᘓ⠏ᕤᡣ㐀ᘓ⠏ᕤᡣ㐀ᘓ⠏ᕤᡣ㐀ᘓ⠏ᕤᡣ㐀ᘓ⠏ᕤᡣ㐀ᘓ⠏ᕤᡣ
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CîKÊ¸Ò�&ß�½±	×��C×a�¼¶éàÅË²�C<±
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0L��	��¯ BÎÐ¾ê×¼S�Ò·¸»±9h×ç¸ÕØ>í

ëÐ·ËÒ·¸ÁÒÑÇÖ²�/ÃïØÓ¸ÑÅË»²¯

T��¯ pã£lÑ±OfÕØ1ÎÐÁÔ¿ëÙ·¿Ô·Ò>·Ô

¼èW�×*¤%Xß�8ÅÕ�½àÅË²ðü÷ñöÑóýòû

þöEÍîuÅËéÇê¸ÍÕ±ÍæÎÒ"½·]áË·Ô×î�

�ÅÐáË·ÔÒ>ÎÐ±Ê×4£y�Õ5s¼¶é±5s��î

*LÅÐ°2¥�8ÅÐ±Ofß1ÎÐ½àÅË²¯

9RØ÷ùü�Ñ±.�îKÅË×ÑÇ¼�Ï»éàÉïÑÅË²

ÊïÔRÕÝÒ}¹ÐáêÒ±��×7;,%XÒ�¾×0N�

�¬¼±v[··@Æ×5jÒ·¸Ý¸Õ�AÅÐ·Ë×Ñ±Êë

î��ÅË��CÕ�ÎÐáË·ÔÒ>·±�³ÔPÕ�·Ð	

×��C×¤îËË½àÅË²¯

T�±C£Õ�ÎÐ�³Ò�îÎËÒ½Õ±´G�ØM¹Ô·¿

Ó±�Ø�ÐàÇµÒ�íëÐ±?�¼�»èÔ»ÎË×ÑÇ¼±

ÈÎÒC£×��DÑ�³Ô�Åî�·Ð±?�¼�»ÎÐ½Ð±

Á×��CÑåÎÐ·Á¸Ò>·àÅË²¯

0L��	��¯ d�Ãï×uzØ·»¼ÑÇ»²¯
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Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

ØŨÝ�Ǉ ɓóɔɢǓɠ�ŃúƛĲĺ½Ǉ

a

=V���������a �ŃȆǾQǴÊǞȔǿǔqǪǱſǿǻǢǇ

Ƿǔ�yòß�ǼƨĠșȏǴǷǚǷǔ ßǔ�ǞǴǱ�öǆòȆ

·ȖǷǚǷǔũǢǻȓȀ�ŃĶǞǻǹǴǷǚȉǪǱǕō�ǔ�ö

ǆòȆǿũǞǻǞǴǱǾǸǬǤȖǺȍǔĒĘǹ�ŃȆǾ³Ɗǟā

ȔǔǯǾ¤ǔàƚǆòșŌǷǔ�ŃǾ�ƮyòȆũǠȉǪǱǕǇ

ĵȍyòǿí�Ȇ6ǷǚȉǪǱǤȖǺȍǔɗ�Ư�ȚǸǔȍǛǔ�Ȋ

ǱǢǻǚǹǚǛǦǹǸǔJöǬȕßǼǔÙēǸ�E½șËǪǷ�ǴǷ

ǠȉǪǱǕǇ

2N��
��Ǉ ØŨɓɢɣɠɔǨȚǿúƛżŹǸǬǤȖǺǔã9Ǟ

ȓúƛ©åǸǪǱǞǕǇ

2N������Ǉ ã9ǔ�E½Ǽ.ǴǱǾǿ³HǲǴǱǾǸǬǟǔ

ǯǾßǞȓǔãŊĪǼǿúƛșȏȗǛǹǿǴǷǚȉǪǱǕyĢß

�Ǟȓ�ÒǿúƛǸǪǱǕǇ

2N��
��a ĵȍǔqyß�ǿúƛńǸǪǱǕǯȖǟǔ�śċ

DǾßǼqyǾÓÉǼĮƇǪǱȓǔúƛǸǿǱȅȚ�śǸǠǻǚ

ȒǹǕðȍ�ǻǚǾǸėġǲȒǹǚǛſșǨȖǷǔǯȖǸ³Hǹǚǚ

ȉǬǞǔ�zżŹǾ��șƤÃǪȉǪǱǕȏȔǱǚǦǹșƍǚǷǠ

ǱǹǚǛȘǤǸǿǻǚǾǸǬǟǔīǨȚȍǔÙēǸuȌȕǠǴǞǤ

ǿûǖǸǪǱǟǔŏǤǷǚǢǛǳǼÙēȏ�ŃǼ�Ǭȕǚǹǟ

mȘǴǷǠǱǹǚǛǦǹǿǙȔȉǬǞǕǇ

W �Ǉ ȏǴȁȔmȘǴǷǠǷǚȕǹǚȉǬǕǱǲǔã9ǼÄǚ

Ǳ�ŃżŹșȏǴǷǚǦǛǹǚǛ�ǚǚǿmȘȓǻǚǾǞǻǹ

ǚȉǬǕ¡ǼāǴǷǔƸ�Ǽǚǚ��ǲǻǹǕǇ

2N��
��Ǉ ȏǴȁȔş7ǸżŹǪǱȍǾǟ¡ǼǻǴǷǢȕǹw

ǪǚǸǬȒǽǕĐƗɓɣɤɔǨȚȍ�Ǿ�E½Ȇ.ǴǷǞȓǔmȘǴ

ǷǠǱǹǚǛµǫǸǪȑǛǞǕǇ

=V�����Ǉ ǯǛǸǬǽǕȉǴǱǢ�ŃșıȓǻǚǸ.ǴǱǾǸǕ

 ßǔaƹǿ¾ÌǠǸǪǱǕȉǭǿǔǯȖǟøǪǞǴǱǸǬǽǕȪ

ɆɒȽȿɐȪɌǾƧǨȏţǾrǨǹǞș!ǚ7ǤǻǟȓǊîșÌǠ

�ǥǷǚǢǾǟǬǧǢøǪǞǴǱǕǦȖǿǬǧǢšǚ��ǲǹǚǇ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

ƙ��ƎǇ ɓóɔh�ŃżŹ�E½Ǉ

Ǉ

ȉǪǱǕǯǾƻȒǛȏǢǔ{Ũ«ƳșıǴǷǔyòǸ�ŃșyȚǸ

ǚǻǢǷȍ�Ģ¹[ƽ�ȖȀǔ��<ǼǻȖȕ��ǻǾǞǻǹ

ǚǔmȘȔȉǪǱǽǕ ßǿǯȖǸƽ�ȖǱǕǇ

Ǉ

a a a a a a a a a �[m�~/ky&};vxi�qza a a a a a a a a Ǉ

2N��
��a �ĴǼ.ǴǷǔ-ƕǞȓǾÓǜǿǙȔȉǪǱǞǕÓ

ǜǷǢȖȕǹǚǛȒȔǿǔűǷŴǜȕǹǚǛǁĔǲǴǱǸǪȑǛǞǕǇ

=V���������a ǯǛǸǬǽǕğj Ǌǉǉ `ǫȎǻǚǤȖǺȍǔ

ğjșűǱÚǟǚǚǰǔšǚ \ȍǚǴȁǚűǱȈǛǟǚǚǰǹ

ŸȘȖǱǾǿŴǜǷǚȉǬǕ�ȍťǚ�ǼǿǔğjǲǤǫȎǻǢǷ

Ţǖǻ�ĚșǸǠȕǲǤűǱȈǛǟǚǚǰǹȒǢŸǴǷǚȉǬǕť

ǚßǼ�µǬȕǾǿq�ǻǦǹǲǹǚȉǬǕǇ

W �a ĹłǸŸȘȖǱǦǹǸǚ6ǟǙǴǷǔżŹǟŊȘȕǹ�

Ƌ�ǼƴȉǴǷȊȚǻǸĹłșǬȕǾǸǬȒǕã9ǿ�2ǾȡɊ

ȬÆǚǹǞȪɒɋɐȥǾÆǚǻǾǸǬǤǺǔ¶ȖǷǢȕǹƀŉǻƥ

7ȍ�ǨȖǷǕĹłǴǷǚǛǾǿűǜǻǚǹǦȗșÆǛǾǲǹǕÌǚ

ǷǚǻǢǷȍǔǯǾŭǼǙȕ¨ŰǻȍǾșÆǚ6ǪǷǚǢǾǲǹŸ

ȘȖǱǾșŴǜǷǚȉǬǕǇ

2N��
��a ǯǛŸǴǱÓǜșȾɒȬǼżŹșũǻǛ�Ǹ§ǟ

ǤǷǚȕǦǹȏǔ}ƑǪǷǠǱǦǹǿǙȔȉǬǞǕǇ

�]�a Ǜǳǿż*öŘǻǾǸǔûǖǻǝ~ûǹǝ�ǠVǚǪȉǬǕ

�E½ǔ�ĥêǔĂƯǸȍƫƠńǹǞǔƠƐńǹǞǕǯǛǻȕǹǯȖ

ǰȖǼĨĊǾ�ûâǟƢǛǾǸǔºïĚǾǹȔȉǹȌÚȍ/ǷƢǴ

ǷǢȕǾǸǬǕÙē�ǸǙȖȀ ĘĹłǟǙǴǷǔÙē�Ǿâ�

ǸĹłǪǷǔįȍ�ȍ�őǸǬǽǕbǼǻȖȀĹłǾâ�ǟȍǴǹ

ŉǞǢǻǴǷǔâ�ȍƢǛǕȉǱǔ�Ńż*ǹcçż*ǾĹłȍƢǛǕ

ȉǭǔǯǾöEǾĨĊ�ûâǟǺǛǚǛºïĚșĄȌǷǚȕǾǞ

șƂƊǬȕǦǹǞȓuȌȉǬǕǯǾ�Ǹǔ³H�E½ǾȏȔÚȍo

ĸoûǻǾǸǔǯȖǼVȘǮǷȏǴǷǚǞǻǤȖȀǚǤǻǚǕǇ

Ǉ
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Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

�ƨ,Ǉ ɓäɔȠɇɂȲżŹ�E½Ǉ

Ǉ

ŰǿǔǦǾVȘǮȕǹǚǛǦǹș§ǟǤǷǚǷǔǦǾ�ǿǦǛǚǛȄǛ

Ǽ5ġșǬȕǹǚǛǾșÂÏǪǷǔȬȦȫɈɒɌǾ�Ǹ¨ŰǻȍǾ

șÕġǪǷǚǢǕǙǹǿǔÙǪǚÁŪǲǹǞǯǾgđǿmȘȕǾǸǔ

ǋ=ǢȓǚC�ßƯșQȔȉǬǕǯǪǷǔưȘȕ�ǟoǚǾǸǔǯȖ

ǰȖǾǚǚǹǦȗșYPǬȕǹǚǛǾǟ§ǞǥǷǚȕǹǦȗǸǬǕǇ

W �a ĵǿǔǝ~ûșǄǞǮǻǚǹǚǛǞǔǗǜǔǦȚǻǲǴǱ

ǾɚǘǴǷŸȘȖǻǚȒǛǼ§ǟǤǷǚȉǬǕǻǞǻǞaƹǲǤǸ

ǿġŷǪǷȍȓǜǻǚǾǸǔŢǖǻȍǾș!ǴǷ|ºǪǱǾș
²

ǪǷ�ǜȕǦǹǕǯȖș1äǬȕǦǹǕǸǠǙǟǴǷǔǄǠǟǚǚÚ

ǾǄǠǻȓǚǚǾǸǬǟǔǦȚǻǵȍȔǫȎǻǞǴǱǴǷŸȘȖȕ

Ǿǟ�ħƖǚǾǸǕ�ĚǴǷǆ$ǻȍǾǻǾǸǔżŹǾ3�șǪ

ǴǞȔǹ�ǜǷǔWǫÚXǸƜȌǷǚǢǦǹș§ǟǤǷǚȉǬǕǇ

2N��
��a 01Ě�ǲǹǔǦǛǚǴǱſǪǟȒǢ6ǷǠȉǬǤ

ȖǺȍǔdf�ĂǾÚǹǞǹȍǝſșǬȕǹǔǯȖșȉǹȌȕǾȍq

mǫȎǻǚǸǬǞǕ�Ǟ§ǟǤǷǚȕǹǚǛǞǔĊ³ǪǷǚȕǦǹǴ

ǷǙȔȉǬǞǕǇ

=V���������a ɏɒȤȪɉȱȽǹǞȍȏȔȉǬǤȖǺȍǔ�

ĂǾ³űș�ǸȍǞȚǸȍ.ȖȕǦǹȍ ĘǸǠȉǮȚǪǔ01Ǿ

Ě�ǸǬǹǯǾȆȚǾÕġǿƶǪǚǹǦȗǟǙȔȉǬȒǽǕ Ę


łȍąȉǴǷǚȉǬǪǔ£½ǾÅ ŘǾŗǜȍǙȔȉǬǪǔ£½Ǿ

3ƥǸȍƥŖǟǚǢǵǞ7ǞȖǷǚǱȔǪǷǔƥŖǧǹǼȉǱƢǛ

³űȍǙȔȉǬǾǸǔǯǛǚǴǱǾșŐVĪǼǔÕġǪǷǔÍõǪǷ

ǚǢǾǿǔǻǞǻǞƶǪǚǸǬȒǽǕȧɃɈȶȦɒȪɉɐǾ?ǿǔé

 Ǽq�ǲǹǚȉǬǕbƃ?ǟǻǚǹżŹǟǸǠǻǚǢȓǚǼ

ǴǷǚȉǬǕǇ

2N��
��a aƹșÌǚǷŬğǬȕǾȍq�ǻǾǸǬǟǔŚǠ

Qȕ?ǟǻǚǹaƹșÌǤǻǚǹǚǛǾǿǬǧǢǚȉǬǕǇ

=V�����a ƙ�ǨȚǟǝǴǪȎǴǷǚȕǹǝȔǔǝ�ǚǼƂƊ

ǟƢǴǷǔǯȖǟ¤ǖ^ǀǼǻǴǱȔǕǯȖșǊ`ƏǦǪǳȎǛǹ&

ģșsǴǷǪȉǛǾǸǔé ǼășǵǤǻǢǷǿǚǤǻǚǹǴǷǇ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

ĐƗņ�Ǉ ɓóɔɣǈɤ�ŃżŹǇ

Ǉ

ǚȕǪǔ�ĐƗǨȚǟǝǴǪȎǴǱbƃ?ǔǚȘȐȕȽɍȭɐǟ�

¾ǲǹǔǝ~ǨȚșƄ¦ǪȏǬǚǪǔġŷȍǪǷȍȓǚȏǬǚǕĵȍǔ

ȍǴǹƄÞǟǛȉǢǻȔǱǚǻǹǴǷǚȉǬǕş7ǾŗǜǷǚȕǦ

ǹșǪǴǞȔġŷǪǷǚǱǲǠǱǚǹǛǪǔȍǳȗȚǝ~ûǾŗǜ

ȍǪǴǞȔŚǠQȕ?ǿé ǼƧŰǲǹŗǜǷǚȉǬǕǇ

2N��
��a ØŨɓɢɣɠɔǨȚǸǬǹǔǝ~ûĮ¾ǹǚǛȒȔǿ

³H�E½ǨȚǹǾ¿VǮǟoǢǻǴǷǠȉǬǤȖǺȍǔǦǛǚǛȳ

ȩȜɐș}ğǪǱǚǔȊǱǚǻĮƇǟoǚȘǤǸǬȒǽǕǇ

2N������a ƶǪǢŗǜǭǼǔǸǠȕǲǤȪɐȽɌǼǪǷèı

Ôș�ǻǢǪȒǛǹǪǷǚȉǬǕǯǾ�ǸǸǠǻǚǦǹǿǪȑǛǟǻǚǕ

�(ǞŁǜǟǙȕǻȓȀǔ�ħ7ǞȔȏǬǚŁǜșƤÃǪȒǛǹǿ

§ǟǤǷǚȉǬǕō�ǔȪɐȽɌǸ7ǞȔȏǬǢżŹǪǱÚǟ{/

ǲǹǚȉǬǪǔǙǹǿǔŌď¯ǾǦǹȍƿǼǙȔȉǬǕǇ

2N��
��a ÙēǲǹǔĹƷŦƧȍ6ǷǠǱȔǬȕǾǸǔȈǞǾ

įǾżŹșǬȕȒȔǿë�ǟMǪǢǻȕǦǹȍǙȕǾǸǪȑǛǞǕǇ

2N������a ƫǅǲǹǔ�ôǾƥ7ǸàƚǾ ǋ�ǌ =kǲǹŸ

ǚȉǬǞȓǔÙē�ǾµŴǸȏǴǷǚȕǹǔ¬ȓȖȕǦǹȍoǖǙȔ

ȉǪǱǽǕǇ

2N��
��a ³HżŹǾ�ǸȍǔÙēǾdf¯ȊǱǚǻǹǦȗ

ǸƶǪǚǹǦȗǴǷǙȔȉǬȒǽǕƈë�șļǠžȌȕǹǔş7Ǿȏ

ȔǱǚǦǹșčǪǷǚǞǻǠȎǚǤǻǢǻȕǕĵǻȚǞǿǔťǚǦȗ

ǿ�ĚǾ³H¯ȊǱǚǻǹǦȗǼǔǚșÇǴǷǚǠǟǳǸǔ�ș

QȕǼǵȖǷǔ�ȊȏǬǨǹǞ!ǚȏǬǨǾÚȆƧŰ�ǟȪȻȴ

ǪǷǚǴǷǚȕȒǛǻµŴǟǙȔȉǬǕǇ

īǨȚǿǔÙēǸ��șǪǷǚǢ�Ǹ§ǟǤǷǚȕĖȏǔǝ~ûǹ

ǝſșǨȖǱȔǪǷǚȕǦǹǿǙȔȉǬǞǕǇ

W �a IÛĥǾ�Ńl�ǸǔÁŪv]�Ǹ�őǲǴǱ�ȍǔǯ

ǾǦǹșŸǴǷǚȉǪǱǕIÛĥǿǬǧǚĹƷǻǾǸǔżŹȬȮȜ

ɌǿǺǛǪǷȍǧǵǢǻǴǷǪȉǛǕǱǲǔǯȖǟȉǱIÛĥȓǪǚ

�ŃǼǻȕǾǞǻǹȍŸǴǷǚȉǪǱǽǕí�ǾȉǽșǬȕ¨ŰǿǇ
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Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

ĐƗ×TǇ ɓóɔȧɐȻȟɌȴǇ

Ǉ

ǻǚǹŗǜǷǚȉǬǕǯǾdfǼVǴǱ�ĚșǵǢǴǷǚǢǾǟƧ

ŰǲǹǚȉǬǕǇ

Ǉ

a a a 3u|,O�d��~Z�4�{~�j}�(rxipma a a a a Ǉ

2N��
��a }ƱǼǔ�!ǴǷǚȕ ǏǍǐ ǾÿǼ ǎǑǒ ǟ6ǷǠ

ǱȔǔ��ǾƜȌÚǼǪǷȍ�ĚǾżŹǲǤǸǿǻǢǷɂȷȫɅɐ

ȴǼȍưȘǴǷǠǱȔǹǔǚȗǚȗǹmȘǴǷǠǷǚȉǬǕż*Ǽư

ǪǷǿǔ�ŃǾÁŪȒȔȍǬǧǚȬȺɒȵǸƜȚǸǚǱȔǪȉǬǕǯ

ǛǚǴǱǹǦȗǼ�ǪǷǔǺǛ�ªǨȖǷǚȉǬǞǕǇ

�]�a Ě�Ǿ�ǸǻǚǹC�ǸǠǻǚǾǸǔÙǪǚÁŪș!ǴǱ

Ě�Ǽǿǔ�ǼQȔŋȋȒǛǼ§ǟǤǷǚȉǬǕȬȦȫɈɒɌǟM

ǪǞǴǱǹǪǷȍǔƽ�ǴǷǔīǸǯǾ°iș1äǪǷǚȉǬǕż

*ǿǔgđǟǺȚǺȚůƵǼǻǴǷǠǷǔgđâȍǬǧǢqƩǼǙ

ȕǾǸǔĚ�ǼưȘǴǷǚǞǻǚǹıƊǿ�ǞǻǚǸǬǕǇ

2N��
��a ǯǛǬȕǹǔ�E½3ǸȍC��ȊǱǚǻȍǾǹǞ

°i1äǹǚǛǾǿĹ÷ĪǼũǻǴǷǚȕǹǕǇ

�]�a ǯǛǸǬǕǛǳǿĚ�ǧǹǼżŹŰƾâșǵǢǴǷǚǷǔǯ

ǾĚ�ǹǾưȘȔÚǔƆñƼĭǔaƹǾ ºÚĈǼŠȕȉǸȉǹȌ

ǷǝǠȉǬǕ01Ě�ǸǙȖȀĹłǹɋɐȤǬȕǾǸǔ01L$ǟ

ǙȕȍǾșaƹǼĬȔƘȚǸǚǞǻǚǹǚǤǻǚǕǯǾjVǿǔǦ

Ǿ°ișĬȔƘȌȕȒǴǷǚǛǾș
ȌȉǹȌǷǝǠȉǬǕǻȕȇǢ

¾¼ȔǟǻǚȒǛǻŰƾâșǵǢǴǷȊȚǻǸ`ŵșǪȉǬǕɖǵ

Ě�ǟŊȘǴǷǔɂȶɈțɌGǸǠǯǛǻȍǾǿǪȉǬǕ4xǼȉ

ǹȌǷǔǯȖȍ/ƥ`ŵǪǷǚȉǬǕǇ

2N��
��a ǙǹǿȽɎɁɒȩɌǻȚǞǸK?șĄȌȓȖǱǹ

ǠǿǔÍõȍĄȌȓȖȕǫȎǻǚǸǬǞǕǯǾǹǠȍǔȏǿȔÙǪǚ

ÁŪșÍõǨȖȉǬǞǕǇ

�]�a ěǼÙǪǚÁŪșėġǼ.ȖȕǵȍȔǿǙȔȉǮȚǕĄȌ

ȓȖȖȀȏȔȉǬǤȖǺȍǕ�ǀǼVǴǱȍǾșǻȕȇǢÍõșǪ

ǷǚǦǛǴǷ§ǟǤǷǚȉǬǕşĘȞȷɌȣɒǾ;ģǹǞșǊȿɒǇ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

Ǉ

�Ƈ�ǾûxǇ

Ǉ

ȫ�ǧǹÍõǪǻǨǚǹǞǲǹȘȖȘȖǟċƒǸǠȕǾǞǻǹǕǇ

ǙǹǿǔǙǢȉǸȍǔȽɎȫȝȤȴɋɒȯɒǾŗǜÚșŚǚǷǔǯǾ

�ǸŗǜǷÍõǬȕµǫǸǬǞǽǕǇ

2N��
��a ƙ�ǨȚǿǔÜǢǞȓɜɟɡșQȔ.ȖȓȖǷǚȉǪ

ǱǤȖǺȍǕǇ

W �a ǯǛǸǬǽǕɜɟɡǿÿǾ��ȆǾŎÀǾȢɒɁȜɐȴǼ

ǻȕƠ2ǞǻǹǴǷǚȉǬǕ�șQȕǹǔŌǃǹÁŪǿÇǴǷǚ

ȕǤǺǔȏǿȔɝɛɞș!ģǬȕŀǾ°i5ġŞ?ǹǪǷǿŧǳǷ

ǢȕǹµǫǷǚǷǔǯǦșeȌȕǾǟɜɟɡǹǞǼǻǴǷǢȕǾǫȎǻ

ǚǞǻǹǴǷǚȉǬǕǇ

ťǚ�ǟ.ǴǷǔ�őǼɜɟɡș!ǴǱßæǟǙȕǾǸǬǟǔƸ�

ǼäBǲǹǚȉǪǱǕťǚ�ǿÐ șǬǣǼŴǜȉǬǪǔ�ŃǾ

ıƊǟǻǢǷȍÐ ǿǸǠȕȘǤǸǬǕɜɟɡșȏȔǻǟȓ�ŃǾı

ƊșŴǜȕǾǸǔť¾ŝºǼǿBïǟǙȕǹǚȉǬǕǇ

ǯǪǷǔ�²ĻƯșǵǢǴǷǚȉǬǾǸǔɝɛɞ�Ǿ�ĚșĭǸű

ǷĳƂǸǠȕǦǹǿqǠǻɅɋȱȴǲǹǚȉǬǕ»ǖǟťǚǦȗǿǔ

�ĚǟǸǠȕȉǸǺǛǻȕǞ7Ǟȓǻǚƥ7ǟǙȔȉǪǱǞȓǕǇ

ǯǪǷǔɜɟɡǿǔż*ɑúƛǹ�őǼȏǴǷǚǢǹǔƸ�ǼBĞĪ

ǼǻȕǾǸǿǻǚǞǻǹŗǜǷǚȉǬǕǇ

ǱǲǪǔ}ƱǼ�ĚșǵǢȕÁŪǿȏǴȁȔğjǸǬȒǽǕǵǢǴ

ǷǚȕǾǿ�ǸǬǪǔǯǦǿmȘȓǻǚǹǴǷǚȉǬǕǇ

2N��
��a ĵǟăǼǻǴǷǚȕǾǿǔȽɎȫȝȤȴǾɂȷȫɅ

ɐȴöEǾÍõȍ6ǷǠǷǚȕĖǸǬǕ�Ħƞ_ȍ�őǼȽɎɁɒ

ȩɌǸÍõǪǻǨǚǹŸǴǷǠǱǹǠǼǔżŹ�E½ǲǤǸǿ�ª

ǸǠǻǢǷǔ�ǼıƊǾǙȕ�ș.ȖǷȰɒɄșǵǢȓǻǚǹǸǠ

ǻǢǻǴǷǢȕǕǯǛǚǴǱǹǦȗǸǔ�öĸǹǾȧɊɀɍɒȪɉɐȊ

ǱǚǻǦǹșŗǜǷǚȉǬǞǕǇ

=V�����a ¥ìƚȔǾȽɎɁɒȩɌǸǙǴǷȍǔ»ǖ�ŃǲǤ

ǸǻǢǔ�Ǿ7ƨǾ�ǹŋȋǹǔÍõǹǪǷǿǞǻȔmȘȕǾǸǿ

ǻǚǞǹǚǛăǿǪǷǚǷǔƹĩǚǞǻǹŗǜǷǚȉǬǕǇ

˟ᛩࡈ

18NcAU



<_~,OMzrxd��~,OMz~`��{jh�uim�a a a a a a a a a Ǉ

2N��
��a "ǜȀǔ�ǞȓöEșRǤȕßǼǿǔùŰǟąȉ

ǴǷǚȕǦǹǟoǚǸǬǟǔßǼǿdfǹǾſǪVǚǾǹǠǼțȵ

ȸȜȩɒǹǪǷN@ǬȕǦǹȍǙȔȉǬǕûǖǻưȘȔÚǟǙȕ�Ǹǔ

�ǹ»ǖǾĽjș=ȔǠǴǱ�ǠVǚǸǿǻǚÚǟšǚǾǞǻǹ

ǚȉǬǤȖǺȍǔġ²Īǻư%ǼǵǚǷǝŗǜǿǙȔȉǬǞǕǇ

=V���������a öEǾ3�ǼȍȒȔȉǬǟǔgéĪǼǿǔ

ȍǛ�ǪżŹŘǟ��Ǭȕ³Ɗǟq8ǞǻǹǚȉǬǕĽjǼÈ

ȘȖǭǔöEș-�ǪǷƜȌǷǚǢĹ÷¯ǟ¨ŰǞǻǹǚȉ

ǬǕǇ

�]�a £½Ǿ�ǼȍǔŢǖǻ�ǟǚǷǔɋɒȯɒȪȱȽș6ǪǷ

�Ǵȁȕ�ȍǚȖȀǔƆÕ?ȏÍõ?ǾǙȕ�ȍǚȕǕǯȖǰȖ

ǾĽjǸ�ƧǪVǚǻǟȓȰɒɄșúºǬȕǦǹȍq8ǞǻǹǕǇ

2N��
��a šǚư%¯șǵǢȕǼǿǔ��ǲǤǫȎǻǢǷǔɏ

ɒȢɐȥȥɌɒȽǾȒǛǻċDǻȔǔpǾǝƦș1ǼǪǻǟȓǔ�

ŃȏǔÙēǼ�ǪǷǾǚǻǺșſǪǷǚǢǦǹǟ¨Űǲǹǚȉ

ǬǕǯǛǪǷǔǝ�ǚǾǚș1äǪǷǚǢ�ǿǔöEșƜȌǷǚ

Ǣ�ǸȍȽɊȬǼ+ǢǹǴǷǚȉǬǕǇ

öE|	ßǼǔŅ\ǪǷǝǪȉǚǸǿǻǢǷǔÅ ŘǟƴȉǴǷ

ǗǙȖȉǭǞǴǱǽǘǗǦȖǿȍǛǳȑǴǹǦǛȏȖȀȒǞǴǱǽǘȊ

Ǳǚǻǔ³űÎ�ǟǙǴǷȍȒǚǾǞǻǹǞǚȉǬǕǇ

ǙǹǔŋVǹǪǷǿǔ�ǞȓǾöEvźǼǵǚǷǔ(ǖǾ�E½ǲ

ǤǸǿ�ªǟƶǪǚȒǛǻõ�ǔəɕĴǚȕǞȓǦǯ�ªǸǠȕõ�ǔ

"ǜȀǔqŲüÑ'ǾȒǛǻĚ�Ôǟoǚ��ǸǔŋVȆvźǬ

ȕǦǹǾɅɋȱȴșțȺɒɌǪǷǚǠǱǚǹŗǜǷǚȉǬǕǇ

Ǉ

a a a a a a a a a a 3>~�yRQ�s�qz}wixa a a a a a a a a a Ǉ

2N��
��a ã¤ǼǔÙēǾdǸżŹșǬȕǦǹǼ�ǪǷǔ�ǔ

ǺǾȒǛǼǴǷǚȕǾǞșǝŚǠǪǱǚǹǚȉǬǕǇ

W �a ÙēǸ�ȚǸǚȕǞȓĜćș7ǞǴǷǚȕǵȍȔǻǾǸǬ

ǟǔ-Ûǔǧ�őǪǱÛé�öqyǾ<yƭǇ ĉoƨǨȚǟǔĵǟ

ăǶǚǷǚǻǚ�¢ǾšǨșǚǢǵǞÓǜǷǢǲǨǴǱǾǸǬǕn

ǞȓǾųĖǸűȕǦǹȍq�ǲǻǹǕǯǾȒǛǻǦǹșŗǜǻǟȓǔ

ş7ǟ�ȚǸǚȕÙēșšǢǪǱǚǻǹǔãƙǿ�ǢǴǷǚȉ

ǬǕǇ

=V�����a żŹ�E½/�Ǿ£=ǹǚǛǞǔ»ǖǾ�ĚǾþ

ŞȏȳȩȜɐŀǾ$)ș�ǥȕA?ș®ȓǻǚżŹǼȒǴǷǔÙ

ēǾ�ǱǳǾ�ŃǾűÚǟmȘȕǦǹǸǔÙēǼšǚ�ŃǟȍǴ

ǹkǜǷǚǢǾǞǻǹǚȉǬǕǇ

2N��
��a �ƨǨȚǿǔãƙǿí�ǾÚǸǾ��ȍoǚǸǬ

ǤȖǺȍǔÙēǹí�ǸƢǚǿǻǚǸǬǞǕǇ

�]�a í�Ǿ�E½ǲǴǷí�ǾĚ�ǲǤșȏǴǷǚȕǲǤǫ

ȎǻǢǷ/bǾĚ�șȏǴǷǚȕȘǤǸǔÙēǼǚȕǞȓǴǷǔ�

įǾ��șǪǷǚǱǴǷǚǚŽǸǬǕǙȉȔĝǢŗǜǱǢǻǚǻǹ

ǴǷǚȉǬǕí�Ǿż*�E½ǼǿƌǤǷǚǻǚǻǹǚǛăÇ

ǳǸȏǴǷǚȉǬǕǇ

ǱǲǔÙēǸǪǞǸǠǻǚ��ǟȏǴȁȔǙǴǷǔd,Ǽ�İǪǱ

��ȍq8ǼǪǷǚǠǱǚǹŗǜǷǚȉǬǕǇ

2N��
��a ĵǿǔqyƜyǸÙēǼìǱǾǸǬǟǔÙēǾȉ

ǳǿǔǬǧǢǠȖǚǲǹǚȉǬǕ&ĕ�ǟȉǳǾ�șČȖǷǚǷǔ

ŇáȓǪǚ½ǟǚǴȁǚǙȕǾǼǔ�ȚǸǚȕÚǖǟăǶǚǷǚ

ǻǚǕƉƣǪǬǡǞǻǹǚȉǬǕǦǾ<ǔƪĆǾūșűǷǠȉǪ

ǱǤȖǺȍǔƪĆǾ�Ǳǳǿş7ơǸțȺɒɌǪǷǚȕȜɅɒȫǟ

ǙȔȉǬǕǇ

ÙēǾ�Ǳǳǿǔí�ǾÚșűǬǡǷǚǷǔXǦǛǼǙȕșÇǴǷ

ǠǷǔǯȖǸĬȔ�ǥȒǛǹǚǛŗǜǟ�ǚăǟǪȉǬǕÙēȓǪǨ

șċǞǪǷǚǢǹǔȍǴǹŇÖǻūǼǻȕǾǼǻǹǚȉǬǕǇ

� a ��?�^��a ǹǼǞǢÙēǸĢȉȖŝǴǱǾǸǔcdǼ

´İǟǙǴǷǔǯǾ�Ǹǔ�ŃǼǺǛQȔŋȊǔĨ�ǨǮǷǚǢǞ

ǲǹǛǾǸǬȒǕ»ǖǟǚǻǢǻǴǷȍǔş7ǟżŹǪǱȍǾǿ

āǴǷǚǢǹŗǜǱǹǠǼǔǺǛǚǛǚǸǵǢȕǾǞǕǯǾǚș

RǤŎǚǸǚǢ�șǺǾȒǛǼŝǷȕǾǞǕŚǚǷȊǱǚǸǬǕǇ

�]�a -ķǔƙ�ǨȚǟ.½ǪǱǹǠǼ½ƭǹ�őǼũDǪǷǚ

Ǳǹ�ǴǷǚȉǪǱǟǔǯȖǟǬǧǢq�ǲǹǴǷǚǷǔã9ǿ

�őǼDǚǷǔǺȚǻ�Ǟǝ�ǚǼ7ǞǴǷǠǱ�Ǹǔ�ĴǾȏ

ȔÚș1äǪǷǚǢǾǟȒǚǾǞǻǹǚȉǬǕǇ

2N��
��a »ǖǾ-ƕÚȍǔÁŪǿÓȘȓǭǔş7ǸƓǼǵ

ǤǷǠǱǹǚǛſșȒǢřǼǪȉǬǟǔīǨȚǿǺǛǝŗǜǸǬǞǕ

ĵǿǔU�ǟÇǴǷǚȕÁŪȏıƊǟ��ǸŊȘǴǷǪȉǛǾǿ

±ǪǚăǟǬȕǾǸǬǟǕǇ

W �a ǯǛǸǬȒǽǕȏǴȁȔ1äǴǷq�ǲǻǹǴǷǚǷǕ

"ǜȀǔ�E½ǾɅɐȸɒǸWǫȍǾșűǷǔŚǚǷǔµǫȕǦǹǸ

°iǴǷ1äǸǠǷǔżŹǼ�ǪǷȍſǟǸǠȕǹǚȉǬǕŋV

ȍǯǛǲǹǚȉǬǕ1äǬȕǦǹǸǔȊȚǻǟ�őǼȏǴǷǚǤ

ȕǦǹǻǾǞǻǹǴǷǚȉǬǕǇ

2N��
��a �ŃǼ�ǬȕÁŪȏǚȍǔ1äǪǷǚǢ�ǟq

8ǲǹǚǛ�ǸǬǽǕľ�ƥǸǝŚǠǪǱſȍǯǛǸǬǟǔÿǾ�

�ǾÚǖǼ�ǠŎǚǸǚǠǱǚȍǾǟǱǢǨȚǙȔȉǬǕǇ

ŋVǹǪǷǿǔÿǾ��șÅǛÚǖǹ-ƕÚǔȉǱǔ�Ǿś]Ǿ

ÚǖǹŋV]ǻǺǾ¡Ǹǔ�ŃǼ�ǬȕÁŪȏǚș1äǪǷǚ

ǢjșÍ#ǪǷǚǢ�ǟ¨ŰǲǹµǫȉǪǱǕǇ

�¤ǾŋVċDǼĢǞǪǷũǠǱǚǹǚȉǬǕǇ

éÛǿǙȔǟǹǛǧǩǚȉǪǱǕǇ
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平成 30 年 11 月 16 日

「ZAHA　HADID 案新国立競技場の設計」　

　

講師　右高 博之 氏　

　　 ( 株 ) 日建設計 デザインスタジオ主管

　　　杉浦 盛基 氏　

　　 ( 株 ) 日建設計 構造設計グループ部長

創立３５周年記念 _ 講演会
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創立３５周年記念 _ 組合員懇談会
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平成 31 年 1 月 18 日

「新潟市のまちづくりの可能性」

講師　新階 寛恭 氏

　　　新潟市技監

「ＺＥＢについて」

講師　市川 拓也 氏

 　　( 株 ) 山下設計 機械設備設計部長

創立３５周年記念 _ 実務者講習会
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