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: ヶヤΑ ゅョ ヶヤョミぺ : メヱΕや メやぼシャや 

.  ヴェッΕや キΑハ ヱ ケヅヘャや キΑハ   れΑヱミャや ヵキΚよ ヶプ りキΑバシャや るΑルΑキャや れゅよシゅルョャや ラョ-≒ 

. ラゅッョケ ュヱタ  るッΑケプ キバよ ヶゎほΑ ケヅヘャや キΑハ-≪ 

. アェャや るッΑケプ キバよ ヶゎほΑ ヴェッΕや キΑハ-≫ 

.れゅェやケよャや/るェやケよャや  ヴョシΑ れΑヱミャゅよ ゅョΑキホ キΑバャや ヶプ ヮΑプケゎヤャ るΑよバセャや ゆゅバャΕやヱ ウΑィやケョャや ヮよ ュゅボゎ ラゅミョ-√ 

 サΑケヰャや ベキ ヴョシゎ  ラゅッョケャ やキやキバゎシや ウョボャや ゆヱよェ ラェヅャ ¬ゅシルャや ゅヰΑプ ノョィゎゎ るΑハゅョゎィや るよシゅルョ -∽ 

∝- るヤΑヤャや ヶプ ゐキェゎ るΑハゅョゎィや るよシゅルョ≒≫ ヱ≒√ ヱ≒∽  アΑコゅワΕや ラヱキキケΑ ラゅッョケ ケヰセ ラョ
.  ラゅバΑホケボャや   ヴョシゎ ンヱヤェャや ゅヰΑプ ュキボΑヱ れヱΑよャや ゆゅェタΕ 

 ュ≒∬∝≒ ヱΑルヱΑ ≒∬  ヱワ  れΑヱミャや ヵキΚよ メΚボゎシや オΑケゅゎ-∵ 

ュ≒∬∽≡ ケΑやケよプ ≪∽ ヱワ ュミェャや キΑャゅボョ ュャゅシャや 聴キよハ オΑセャや ヶャヱゎ オΑケゅゎ -∫ 

ュ≒∬∬≒ ケΑやケよプ ≪∝ ヶプ ケΑケェゎャや キΑバよ れΑヱミャや るャヱキ メゅヘゎェや オΑケゅゎ-∬ 

ュ≒∬∬≡-∫-≪ ヱワ れΑヱミャや るャヱキ ヴヤハ ュセゅピャや ヶホやケバャや ヱコピャや オΑケゅゎ-≒≡ 

 ケよゅィャや キョェΕや ケよゅィ オΑセャや  ヱワ ュセゅピャや ヶホやケバャや ヱコピャや ラョ れΑヱミャや ヵキΚよ ケΑケェゎ ロキヰハ ヶプ ュゎ ヵクャや ュミゅェャや-≒≒
. ゥゅよタャや 

. ケもよ ∵≡≡  ヱワ れΑヱミャや ヶッやケぺ ラョ ゅヰよゅェシルや キバよ るΑホやケバャや れやヱボャや ゅヰゎホケェ ヶゎャや ケゅよΓや キキハ-≒≪ 

. キΑバャや りΚタ ヴョシゎ 聴 ラΑキョゅェヱ ラΑケミよョヱ ラΑヤヤヰョ ケミゅよャや ゥゅよタャや ヶプ ラΑョヤショャや ゅヰΑキぼΑ りΚタ-≒≫ 

. キヱバャや れΑよャや ヶプ キΑバャや ュゅバヅ ヴヤハ りケシΕや キやケプぺ ノΑョィ ノョゎィΑ-≒√ 

. るプケハ ヶプ フヱホヱャや ァゅィェャや ¬ゅッホ キバよ ヶゎほΑ ヴェッΕや キΑハ-≒∽ 

.ケΑケェゎャや キΑハヱ ヶルヅヱャや キΑバャや  れΑヱミャや ヵキΚよ ヶプ るΑルヅヱャや れゅよシゅルョャや ラョ -≒∝ 

 

 

   れゅΑハゅョゎィや        ノよやケャや フタャや             れΑヱミャや ヵキΚよ れゅよシゅルョ : るバよやケャや りキェヱャや るヤもシぺ ソカヤョ  
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:ヶャゅゎャや ヶョヰシャや ヅヅカョャや ヶヤョミぺ :ヶルゅをャや メやぼシャや 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 キゅΑハΕや れやキやキバゎシや 

メゅョハΕや メΑヅバゎ れΑよャや ラΑΑコゎヱ ゆΑゎケゎ キΑバャや れゅΑヱヤェ キやキハま サよΚョャやヱ れゅィゅェャや コΑヰィゎヱ ¬やケセ 

キΑバャや ュヱΑ ケワゅドョ 

キΑバャや りΚタ  キΑバャや るもルヰゎ ュΑキボゎ キΑバャや ュゅバヅ るΑキΑバャや キΑバャや るッケハ メゅヘヅΕや ゆゅバャぺ 

 ゅョΑキホ れΑヱミャや ヵキΚよ ヶプ ァやヱコャゅよ メゅヘゎェΙや メェやケョ 

≒- るよヅカャや  ≪-るィヤョャや  ≫- りコキャや
キΑバャや 

√- ロヱヤΑャや  ∽-るプコャや  ∝-メやヱェゎャや  

 れΑヱミャや ヵキΚよ ヶプ るΑハゅョゎィΙや れゅよシゅルョャや ラョ 

≒- サΑケヰャや ベキ  ≪-ラゅバΑホケボャや  ≫- るョゎカャや
キΑバャや 

ヶシケキョャや ゆゅゎミャや ラハ ヶルピΑ Ι ソカヤョャや やクワ : るドヱェヤョ ケヱタャやヱ  



 

 :ヶヤΑ ゅョΑプ ゆゎミぺ :ゐャゅをャや メやぼシャや 

≒-  れΑヱミャや ヵキΚよ ヴヤハ ュセゅピャや ヶホやケバャや ヱコピャや ヴヤハ るよゎケゎョャや アもゅゎルャや ュゅハ≒∬∬≡ ュ.  

-  ゅヰョャゅバョヱ るャヱキャや れゅシシぼョ ケΑョキゎヱ ゆヰルヱ ゆヤシよ れョゅホ 

≪-. れΑヱミャや ヵキΚよ ヶプ るΑルヅヱャや キゅΑハΕや  

- ヶルヅヱャや キΑバャや  

-ケΑケェゎャや キΑハ  

≫-. ゥゅよタャや キョェΕや ケよゅィ オΑセャや キヰハ ヶプ ゐやキェΕや コケよぺ ヵケミクや  

- ラョ ケをミぺ ベやケゎェや∵≡≡ . るΑホやケバャや れやヱボャや メよホ ラョ ヶゎΑヱミ ヅヘル ケもよ  

-. ュセゅピャや ヶホやケバャや ュゅドルャや ラョ れΑヱミャや るャヱキ ケΑケェゎ  

√-. ュャゅシャや 聴キよハ オΑセャや オΑケゅゎ ヶプ ゐやキェΕや コケよぺ ヵケミクや  

-. れΑヱミャや るャヱキ ケヱゎシキ ヴヤハ ペΑキタゎャや  

-. れΑヱミャや るャヱキ メΚボゎシや  

 

 

 

 

 

 

 

 

ヶシケキョャや ゆゅゎミャや ラハ ヶルピΑ Ι ソカヤョャや やクワ : るドヱェヤョ ケヱタャやヱ  



 

: ヶゎほΑ ゅョ ヶヤヤハ : ノよやケャや メやぼシャや 

≒-. ヶゎΑヱミャや ノョゎィョャや ヶプ りキΑキハ  るΑハゅョゎィΙや れゅよシゅルョャや  

-  ケヱケシャやヱ ゥケヘャや ケセル  

- るΑハゅョゎィΙやヱ るΑケシΕや ヅよやヱケャや キΑミほゎ  

- ケシΕや ラΑよ メプゅミゎャやヱ ラヱゅバゎャや ゥヱケ メゅカキま  

≪- ュヱΑ ヶプ メΚボゎシΙや キΑハヱ ュャゅシャや 聴キよハ オΑセャや サヱヤィ キΑハ アョキ≪∽  ケΑやケよプ.  

. ゥゅよタャや ュャゅシャや 聴キよハ オΑセヤャ ゅョΑケミゎ 

≫-キΑバャゅよ ュャゅバャや ¬ゅェルぺ ノΑョィ ヶプ ラヱョヤショャや メヘゎェΑ  

ュヰルΑよ ゅョΑプ るェケヘャやヱ フャべゎャやヱ るよェョャや コョケ ヮルΕ 

:ヶヤΑ ゅョ ヶプケハ :サョゅカャや メやぼシャや 

. キΑバャや ゅΑやキワ ラョ ネヱルミ ケゅよミャやヱ ケゅピタヤャ ュキボΑ ヶャゅョ ヒヤよョ : るΑキΑバャや 

 メコルョャ ラよワクΑ れやキΑシャや ラョ るハヱョィョ :りコキャや. るヤΑョィャや ゅΑやキヰャや れΚョゅェ ュやキホΕや ヴヤハ やケΑシ サヱケバャや  

.  ラやケボャや ュゎカ ヶよタャや ュョゎΑ ゅョキルハ ュゎΑ メゅヘゎェや : るョゎカャや 

: ラョ Κミ ラΑよ ヶルケゅホ : サキゅシャや メやぼシャや 

ヴェッΕや キΑハ ケヅヘャや キΑハ  

ゅッホ キバよるプケハ ヶプ フヱホヱャゅよ ュヰッケプ ァゅィェャや ¬  ラゅッョケ キバよ 
)メやヱセ ケヰセ ヶプ( 

キハヱョャや 

√ ュゅΑぺ  ≫ ュゅΑぺ  ュゅΑΕや キキハ 

ケワゅドョャやヱ れやキやキバゎシΙや ヮよセャや ヮィヱ 

 

 

ヶシケキョャや ゆゅゎミャや ラハ ヶルピΑ Ι ソカヤョャや やクワ : るドヱェヤョ ケヱタャやヱ  


