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国際ロータリー2014～15年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2618 回例会 平成 26 年 8 月 1 日（金） 

◇ 月初めのお願い 

・出欠奨励委員会  小寺 真澄 委員長 

先月の出席率は７５％です。また来週の例会終了後、委員会を開催す

る予定でおります。詳細は後程ＦＡＸさせていただきます。 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）  吉田 稔 会員 

新体制になりまして、本日はフルメンバーで皆様をお迎えすることが

できました。 

また、第 1例会ということでテーブル抽選を行いました。皆様にもご協

力いただきありがとうございました。来月以降も第 1例会をテーブル抽

選日とさせていただきますのでご協力よろしくお願いいたします。 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      歌唱 

◇ お客様 

成田コスモポリタンＲＣ 

萩原 康宏 様 

習志野中央ロータリークラブ       

斉藤 弘 様 

米山記念奨学生        

ムンクバト 君 

◇ 誕生日 

飯田 正雄 会員、諸岡 正徳 会員 

甲田 直弘 会員 

【７月分】 

後藤 敦 会員 

 

◇ ニコニコボックス 

石橋 菊太郎 会員：7月 29日の土用の丑の日、大変盛況で鰻がよく売

れました。テレビ、ラジオ、新聞など多くのマスコミに取り上げてもら

いました。また、今月の広報なりたの表紙を長男が飾っております。 
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吉田 稔 会員：29 日、夜 9 時のＮＨＫニュースにトップで報じ

られました。土用の丑の日、お昼に社員の慰労も含めて食事をし

ておりましたら、カメラとマイクがドドドッと一斉に入ってきま

して、いきなり取材が始まりました。10 分程、成田や菊屋さんの

ＣＭをしたのですが、放送されたのはほんのちょっとでした。却

って口数の少なかった社員の方が立派に長く映っておりました。しかし流石にテレビの影

響はすごく、放送直後から次の日まで電話やメールが殺到いたしました。ＮＨＫの初出演

を記念いたしましてニコニコいたします。 

 

平山 秀樹 会員：こんにちは。成田コスモポリタンＲＣの会員

である城之内利彦さんが率いる少年野球チーム、成田ブラックエ

ンジェルズが第 36回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会への出

場が決まりました。成田大会で優勝し、千葉県大会で優勝し、関

東大会で優勝し、今回の決定となったそうです。実は、城之内会

員は私の従兄弟なので、ニコニコさせていただきます。誠に恐縮

ですが、後ほどファックスにてこの大会出場への支援のお願いをさせていただきます。先

のメディア協議会でも、読売新聞の林支局長が成田ブラックエンジェルズの話を聞いて、

残念だとおっしゃっていましたが、今年から読売新聞さんが全国大会のスポンサーを降り

たとのことです。これにより、旭川で行われる全国大会の旅費、宿泊を野球チームで賄わ

なければいけなくなり、大変困っていると言っておりました。どうか、ご理解をいただき

ご支援をいただければ幸いです。 

（この後の理事会で、ファックスによる支援依頼書の配付を認めていただいたと聞きまし

た。合わせて御礼もうしあげます。） 

  

斉藤 弘（習志野中央ロータリークラブ）様：会に入って 13年にな

り、現在会長エレクトをしております。妻は成田の出身で農家の 7

代目です。地元の小中、成田高校、千葉大教育学部を出て、中学校

の先生をやっておりました。お見合いで結婚したのですが、成田の

暖かさに感動しております。 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

 皆さん、お暑うございます。ここのところこのような挨拶で始

まることが多い毎日です。 

本日は、米山記念奨学生のムンクバト君、習志野中央ＲＣから斉

藤様、成田コスモポリタンＲＣから萩原様がお見えです、成田ク

ラブの例会をお楽しみください。 

このあとプログラムが沢山組まれておりますので簡単にご挨

拶させていただきます、先ずお手元にあるガバナー月信をごらんください、バナー紹介の

ところに成田クラブのバナーの由来が載っていますのでご覧ください。そして先日開催さ

れたメディア協議会は累計で 8 回目となりましたが今回は新たに時事通信社が参加してい

ただきとても有意義な意見交流が出来ました。単にロータリークラブメンバーと記者クラ
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ブとの懇親会ではなく素晴らしい協議会に発展していることを報告させていただき挨拶と

させていただきます。 

 

◇ 奨学金授与  米山記念奨学生 ムンクバト 君 

今、博士論文を頑張っております。生活的にも充実しているので皆

様に心から感謝しております。 

 

◇ 表彰 

ポールハリスフェロー5回 

石橋菊太郎 会員 

米山功労者第 8回 

小川賢 会員 

 

◇ 入会式 

高橋 正（たかはし ただし）会員  千葉銀行成田支店 支店長 

推薦人 小柳 政和 会員、松田 泰長 会員 

顧 問 石橋 菊太郎 会員 

所属委員会  クラブ管理運営委員会  

Ｒ財団・米山記念奨学委員会 

職業分類  地方、外国為替銀行 

前任店が東金支店、住まいは生まれも育ちも銚子でございます。今回成田支店も成田線

で通っております。東金は一金融機関も入っていないというので東金ロータリークラブに

1 年ほど前に入会しました。先ほどオリエンテーションを受けましたが、その中でちょう

ど私が生まれた年の昭和 36 年に成田ロータリークラブさんが発足したということで何か

ご縁を感じます。在任期間中、精一杯皆さんのご指導を受ける中で少しでもお力になれる

ように頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

小坂 裕巳（こさか ひろみ）会員  京葉銀行成田支店 支店長 

推薦人 小柳 政和 会員、神﨑 誠 会員 

顧 問 近藤 博貴 会員 

所属委員会  Ｓ．Ａ．Ａ． 

Ｒ財団・米山記念奨学委員会 

職業分類  地方、商業銀行 

酒々井で生まれ育ち、成田は地元だという意識の中で成田支店の支店長になれましたこ

とを非常に嬉しく思っております。そして歴史のある成田ロータリークラブさんに入会さ

せていただくことは非常に光栄に感じております。これから色々なことを皆さんに教わり

ながらお役に立つようにやって行きたいと思います。ロータリーは初めてですのでわから

ないことが多々あるかと思いますので、ご指導の程よろしくお願いいたします。 
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◇ 委員会報告 

・社会奉仕   佐藤 英雄 リーダー 

8月 24日午前 9時より恒例の剣道大会が栄中学校で行われます。会

員の皆さんのご支援お願いいたします。詳細は後ほどＦＡＸいたし

ます。 

 

・雑誌・広報・ホームページ 矢島 紀昭 リーダー 

「ロータリーの友」８月号の記事を紹介いたします。1 ページ、Ｒ

Ｉ会長メッセージです。今月は会員増強・拡大月間。家族をロータ

リーに入れましょう。去年自身の奥様もロータリアンになられてお

ります。成田ロータリークラブでもご協力をお願いします。32ペー

ジ、米山記念奨学事業の基礎知識。米山記念奨学会とは？支援の対

象は？なぜ、外国人留学生支援なのか？ほかの奨学金と違う特徴は？わがクラブでも 1 年

未満の方が多くいらっしゃるのでそれぞれ勉強していただきたいと思います。 

 

・親睦    吉田 稔 リーダー 

２２日の屋形船の申し込みですが、月曜日が最終になります。集合場所が１６時Ｕ－シテ

ィホテル前になっておりますが、甲田会員のご厚意でＵ－シティホテル両脇のＮＡＶＩパ

ーキングであれば、出発前若しくはホテル到着後にフロントでロータリークラブと申し出

て頂ければチケットを手配して頂けることになりました。（最大料金 1000 円分） 

 

◇ 幹事報告   神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・印西ＲＣ 8/13（水）   

・白井ＲＣ 8/18（月）  

・印西ＲＣ 2014-2015 クラブ活動計画書 

      2013-2014 １年分週報 

・日本ボーイスカウト千葉県連盟より 

      「スカウトちば」第７４号 

      公益財団法人ボーイスカウト千葉県連盟維持財団より 

      B.S.千葉維持財団だより第２２号 H26.7.31 付 

 

◇ 卓話 

自己紹介と損害保険業界 
三井住友海上火災保険会社 

成田支社長 八田光雄 

５月３０日に入会させていただきました八田でございます。何を話そうかいろいろ考え

まして過去の週報を見させていただきました。簡単に自己紹介と損害保険業界の現状につ

いてお話させていただきたいと思います。そして三井住友について、若輩者の私の話で恐

縮ですがよろしくお願い致します。 

休会のお知らせ 
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１９６９年生まれの４５歳です。出身は愛知県の清須市、

最近映画の清須会議などでも知られておりますが、名古屋

に隣接する市であります。と言いましても田んぼと畑が多

く風光明媚な所です。妻と中学１年の息子がおり東京に住

んでおります。大学は関西学院大学法学部政治学科、友だ

ちのお父さんが市長をやっていてかっこいいなあと志を

持って入りましたが、叶いませんでした。趣味は空手と海

外旅行。実は中学の時にプロレスラーになりたかったので

体操部に入り毎日体を鍛えておりました。中学３年の三者面談でプロレスラーになりたい

と言いましたら親に泣かれ、高校だけはと思い進学し、高校では空手部に入部いたしまし

た。空手を始めましたらその奥深さに心を打たれ、空手の世界一になりたいと、高校大学

と続けました。しかし、世の中は広く、大会に出ても一回戦で負ける始末でしたので趣味

程度になっております。４月からまた始めました。座右の銘は『我以外皆我師』「われい

がいみなわがしなり」吉川英治の宮本武蔵という小説の中に出てきます。自分以外の、人

でも物でも皆、自分に何かを教えてくれる先生だという意味です。 

 

私達は皆、この世に生を受けるときには、言葉も何も知らない純粋な心で生まれてきま

す。そして、親から、友達から、学校の先生から、自然から、いろいろなことを吸収し学

んで成長します。ところが、いつのまにか『学ぶ心』を忘れ、人の未熟さが気にかかるよ

うになってはいないでしょうか？すべての人から、学べることがある。すべての事は、い

い経験にできる。学ぼうとする心、強い向上心、自己を成長させようという意志があれば、

いろんなことから学び、成長していくことができるでしょう。 

 

尊敬する人は、両親と大山倍達。大山倍達は極真空手の創設者です。1970 年代に週刊少

年マガジンに連載された劇画『空手バカ一代』でも、主人公として取り上げられました。 

 

入社は１９９３年、住友海上入社岐阜支店でした。１１９７年本店営業第二部第一課へ。

社会人として初めての転機が訪れました。東京を知る、大都市を知る、大企業を知る、大

きな組織を知る、これは非常に勉強になりました。その後７年間在籍し、次に大阪南支店、

阿倍野支社へ。現在天王寺あべのハルカスという新しい商業施設ができていますが、私が

勤務していた頃は、道路に人が寝ているような所でした。周りには通天閣やじゃんじゃん

横丁がありました。そこで２年半。２００７年１０月タイ支店へ。会社に入って第二の転

機が訪れました。もともと駐在員希望だったものですから、タイに赴任して３か月は毎晩

のように呑み歩き楽しかったのですが、さすがに３か月過ぎると飽きてきました。何か違

うなと考えた時に、英語が全く喋れないという欠点に目を向け、英語の先生に来てもらい

週に二回レッスンを受けるようにしました。半年から１年で少し喋れるようになりました。

副社長という肩書だったのですが、書類は意味もわからずにサインだけしていたような状

態でした。しかし、その頃から事情がわかり異文化に触れた感じがしました。 

タイの人は道を聞くと絶対知らないとは言いません。教えてくれるのですがだいたい間

違っています。会議を９時にやると言うと１０時。待ち合わせをしてなかなか来ないから

電話すると今家を出るという返事。言い訳は道が混んでいた、雨が降っていた。怒って今

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%B5%E7%9C%9F%E4%BC%9A%E9%A4%A8
http://ja.wikipedia.org/wiki/1970%E5%B9%B4%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%B1%E5%88%8A%E5%B0%91%E5%B9%B4%E3%83%9E%E3%82%AC%E3%82%B8%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%B1%E5%88%8A%E5%B0%91%E5%B9%B4%E3%83%9E%E3%82%AC%E3%82%B8%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%87%E7%94%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E6%89%8B%E3%83%90%E3%82%AB%E4%B8%80%E4%BB%A3
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後１０分遅刻するごとに１００バーツ（３００円）徴収すると言いましたら、時間ぴった

りに来るようになりました。どの国の人もお金には弱いんだなと思いました。 

タイでの仕事はホンダ、トヨタさんのディーラー回りでした。向こうのオーナーの方に

うちの自動車保険を売ってくださいとタイ全土を回っておりました。私もだんだん日に焼

けてタイ人と間違われ、タイ語で話しかけられるようになりました。何回日本人だと言っ

ても信じてもらえませんでした。最後の１年はタイの街を歩いていても社長とも言われな

くなりました。ここで学んだのは異文化だけではなく、タイ人の友人も沢山出来ました。

異文化でも学ぶ姿勢があれば、なんでも吸収して親しくなれるという事を実感した貴重な

３年半でした。２０１１年、日本に戻ってきて自動車法人営業部に配属されました。メー

カーさん担当です。英語で文章を書いたり、会議に出る必要があったので配属されたよう

です。赴任した次の日に火災保険のクレームがあり苦労しました。今は英語を忘れつつあ

ります。ロータリーも国際的な組織なので、いろんな機会にいろんな人とお会いできると

思いますので英語の勉強もまた始めたいと思っております。２０１４年に成田へ赴任。第

３の転機です。支社長は成田の責任者なので非常に責任が重い分、色々と私の采配でマネ

ジメントできるという楽しい一面もある中で活動させていただいております。 

 

続きまして、損害保険業界ついて簡単に説明させていただきます。 

 

損害保険業界を取り巻く環境 

マクロ環境の変化 

【国内】損保マーケットにおいて、自動車保有台数や住宅着工件数、企業の設備投資の推

移など日本のマクロ動向が、販売に大きな影響を及ぼします。 

失われた 20 年と言われる景気低迷も背景にあり、業界全体の保険料の伸びはこのところ  

鈍化していますが、一方で社会の複雑化や IT、代替エネルギー等の技術革新が、新たな 

リスクと保険ニーズを生み出しているという側面もあります。 

【海外】日系大手損保各社は歴史的に日系商社や大手メーカーの海外事業拡大とともに海

外ビジネスを拡げてきましたが、昨今の中堅、中小企業を含めた裾野の広いグローバル化

の進展に伴い、保険会社サイドも国内外ボーダレスの保険サービス提供を日常化させてき

ており、2000 年以降は、現地保険会社との提携や M&A などを通じて現地ローカル市場（現

地企業や個人マーケット）へのアクセスを強め、海外事業を次の成長の大きな柱に育てよ

うとする取り組みが目立ってきました。 

損保業界の自由化 

「護送船団方式」から 1996 年に改正された保険業法によって、大きく〝自由化〟に舵が

切られます。56 年ぶりに全面改正された同法には、「規制緩和・自由化」や「健全性の維

持」を柱として、①子会社方式による生保・損保の相互参入の解禁②商品・料率の届出制

の導入 

③料率算定会制度の見直し―などが盛り込まれました。 

同年 12 月には、算定会料率の使用義務が撤廃され、リスク細分型自動車保険が認可されま

す。これにより、各社の特色を出した保険商品や自由な保険料の設定が可能になったうえ、

通販専業の外資系損保が日本の自動車保険市場に参入しました。 
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市場規模 

国内の損害保険業界の市場規模は 7 兆円強 

国内の損害保険会社の 2012 年度の正味収入保険料の合計は 7 兆 3,718 億円です 

（損保協会加盟 26 社の合計）。 

市場規模はここ 10 年間、大きな変化はありません。国内損保 26 社の実績を年度別に見て

も、正味収入保険料は 6 兆円台後半から 7 兆円台前半で推移しています。 

 

 

【ご参考】生命保険業界の現状 

日本は生命保険大国 

日本の生命保険業界の市場規模は、2011 年度末約 40 兆円（生命保険料の収入）となって

おり、米国に次いで世界第 2 位の規模を誇っています。最新の調査では、生命保険の「世

帯加入率」は 90.5％（※1）で、実に 10 世帯のうち 9 世帯が何らかの生命保険商品に加入

しているという「保険大国」なのです。 

 

保険料内訳構成 

自動車関連の保険で 6 割占める 

保険種目別で大きなシェアを占めるのが自動車関連の保険です。自動車保険  （49.0％）

と自賠責保険（12.5％）を合わせると、全体の約 6 割を占めており、これらは国内の自動

車の保有台数や新車販売台数に大きく左右されます。続いてボリュームが大きいのが火災

保険（14.5％）で、住宅着工件数や企業の設備投資の動向が影響します。以下、賠償責任

保険等の新種保険（11.6％）、傷害保険（9.2％）、海上・運送保険（3.2％）と続いてい

ます。 

 

保険料内訳推移 

時代とともに変わりゆく損害保険商品 
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損害保険会社の社名に「火災」や「海上」などの文言が入っているように、多くの損保は

火災保険会社か海上保険会社として発足しています。実際に、1960 年代頃までは火災保険

と海上保険が中心的な保険種目でした。その後のモータリゼーションの進展で自動車の保

有台数が増えると、自動車保険や自賠責保険など自動車関連の保険が主力商品となってき

ました。 

近年は企業を取り巻くリスクも多様化しており、それに伴って新しい損保商品も次々と開

発されています。たとえば、自然（再生可能）エネルギー活用の気運が高まる中、メガソ

ーラー事業者の賠償責任リスクなどに対応した新種保険などはその一です。 

 

３メガ損保グループの誕生 

保険の自由化の流れによる新商品の開発負担や保険料率の競争激化などが各社に より効

率的な経営の必要性を志向させ、合併による規模の拡大が進んだと言われています。■

2001 年の「第一次再編」によって、14 社あった上場会社が 8 社に集約されました。      

 また、業 界再編の背景にはバブルが崩壊し日本経済が長らく停滞していたことや、差

し 

 迫る少子高齢化に備えることもその理由のひとつとして考えられます。 

■合併によるコストの削減などにより、事業費は一定の改善をみましたが、 

 ここ数年は、自動車事故件数の増加や自然災害の増加などで損害率は上昇傾向に  

 あり、今後の改 善が課題となっています。 

 

３メガ損保とシェア 

3 メガ損保グループで約 9 割のシェア 

日本における損害保険会社の数は保険業法が改正される 1996 年時点で 27 社（外資系を除

く）ありましたが、保険料率や商品等の自由化の進展に伴い、事業運営の効率化などを狙

いとした経営統合や合併の動きが活発化し、現在は 3 メガ損保グループ（MS&AD グルー

プ、東京海上グループ、NKSJ グループ）で日本における損保市場の収入保険料の約 9 割

を占める寡占市場となっています。 
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保険種目別損害率推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然災害への年度別支払保険金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震保険付帯率推移 

1964 年に発生した新潟地震をきっかけに 1966 年に誕生した地震保険は、1995 年の阪神

淡路大震災、2011 年の東日本大震災の発生を経て、現在では火災保険の契約者が地震保険

を付帯する割合は 50％を超える水準に達しています。（2012 年度末 56.5％） 

この（家計）地震保険では、巨大地震の発生に際しても制度の安定性が確保できるよう「地

震保険に関する法律」に基づき政府が再保険を引受ける、官民一体の制度運営がなされて

います。 
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保険業界の今後 

国内生損保が海外進出を加速 

■国内の保険市場は保険会社各社にとっての最大のマーケットである一方 

 ①少子高齢化やそれに伴う生産労働人口の減少、 

 ②自動車保有台数や住宅着工件数の伸び悩みなど 

 市場全体は成熟化してきており、今後収入保険料が数量ベースで大きく伸びていくこと

は難しいかもしれません。 

■一方、海外の保険市場に目を転じると、新興国市場などに保険の普及率が低く、人口の 

 増加や経済成長を背景に、今後保険市場が大きく拡大していきそうな国や地域が数多く   

 あります。 

 こうした中、特に国内の大手保険会社各社の多くは、今後の成長の糧を求めて、海外の 

 現地保険会社との業務提携や M&A などを通じて海外事業基盤の拡大を図っています。 

 ただ海外展開は収益機会の拡大だけが狙いではありません。地震、台風といった自然 

 災害リスクが引き続き保険リスクの大きな不安定要素である中、国内だけではなく海外

に事業を展開することで、事業リスクを分散させるという狙いもあるのです。 

 

アジアや BRICs は伸び盛り 

海外保険市場で伸び盛りと言えるのがアジアや BRICs などの新興国市場です。 

欧米やヨーロッパ各国などは保険の普及率（保険料の対 GDP 比）は日本同様に高く、8～

10％程度です。一方、アジアの新興国市場や BRICs などのそれは、2～4％台で今後大き

く伸びる可能性を秘めています。 

 

グループ概要 
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三井住友海上の国内外ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

本日は取りとめのない話になってしまいました。御清聴ありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

 
第２回理事・役員会 

 
１．８、９月の例会及び事業、行事計画の確認 
８月の予定  

１日 (金) 月初め例会 会員卓話 第２回理事・役員会 
８日 (金) 通常例会 会員卓話 

 １５日 (金) 休会（お盆）  
 ２２日 (金) 納涼家族例会 屋形船 Ｕ－シティホテル前 １６：００集合 
２９日 (金) 通常例会  

９月の予定  
５日 (金) 月初め例会 第３回理事・役員会 

ガバナー補佐公式訪問 
１２日 (金) 通常例会 月見家族例会 ゆめ牧場 
１９日 (金) 通常例会 会員卓話 
２６日 (金) ガバナー公式訪問  

※8 月 24 日（日）成田ロータリークラブ主催 剣道大会 場所：栄中学校            承認 
２．会員退会の件（６月３０日付） 
細矢 正雄 氏、加瀬間 俊勝 氏                              承認 
３．会員入会の件 
高橋 正氏（千葉銀行） 
小坂 裕巳氏（京葉銀行）                                  承認 
４．剣道大会支出の件 
１００，０００円                                      承認 
５．地区大会記念ゴルフ大会参加の件 
引き続き希望者を募る                                    承認 
６．日本赤十字社千葉県支部への寄付の件 
１５，０００円の支出                                    承認 
７．第３回成田スポーツフェスティバルへの協賛の件 
１８，６００円の支出                                    承認 
８．その他 

・2790 ロータリー米山奨学委員会 米山卓話依頼での案内→ＯＫ 
メイキャップ費免除、奨学生 5,000 円交通費 

 ・クラブ会報（週報）配布方法のアンケート（メール orＦＡＸ） 
 ・深堀会員から、会員からの新盆見舞いは辞退                       承認 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

渡辺 孝 会員 ７月３０日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

平山 金吾 会員 ８月１日 米山理事会 

堀口 路加 会員 ８月１日 広報公共ｲﾒｰｼﾞｾﾐﾅｰ 

松田 泰長、佐瀬 和年、石川 憲弘、神﨑 誠、設楽 正行、 
小柳 政和、佐久間 高直、小寺 真澄、石橋 菊太郎 
深堀 伸之、吉田 稔、小宮山 四郎 各会員 

８月１日 第２回理事・役員会 

  

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６４ ６３ ３９ ２４ ６１．９％ ９３．７５％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


