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 るバよゅゎョ るヤもシや ノよゅゎケΑタボャや ケゅよゎカΚャ ゅΑィヱャヱΑィャや メゅィョOmar                                                                           

≒.:るΑャゅゎャや れやケゅよバャや ラョ メミャ ヶョヤバャや ュシΙや ヱや ウヤヅタョャや ゆゎミや 

≒ るヤョゅミャや りケヱヤよャや れゅヘタ サヘル メョェΑ りケヱヤよャや ヴプ ¬コィ ケピタや.  
≪.  ラキバョャや フΑケバゎ ゅヰΑヤハ ベよヅルΑ Ι るバΑよヅャや ヴプ りキヱィヱョ れゅよミケョゅヰルΕ  メミセャや ヱや キキェョャや ヶもゅΑョΑミャや ゆΑミケゎャや ヴャや ケボゎヘゎ

ヵケヱヤよャや ゅョヰΑヤミ ヱや. 
 

≫. ラキバョャや ベヱェショ ラヱャ.  
√. ラキバョャや ウヅシ ヴヤハ ラョ ) ヮゎΑハヱル ヱや(  サミバルョャや ¬ヱッャや りキセ.  
∽.  ヴャや るヘヤゎカョャや るホゅヅャや メゅミセや メΑヱェゎ ヴヤハ ラキバョャや りケキホ¬ヱッ.  
∝. ロヱセゎャや ヱや ケシミヤャ ラキバョャや るョヱゅボョ.  
∵. スキカャや ヱや  メミべゎヤャ ラキバョャや るョヱゅボョ サゅΑボョ.  
∫. ュゅタヘルΙや ウヅシや ケΑビ ロゅィゎや ヴプ ラキバョャや ケシミ ラハ アゎゅルャや ウヅシャや メミセ.  
∬.  りケやケェ るィケキ キルハ ¬ゅョャや ラョ ヮャ ヱゅショ ュィェ ラコヱ ヴャや ラキバョャや ラコヱ るよシル√  ンコヤΑシ.  

≒≡.  ベプヱ ュシボゎ ヴゎャや ラキゅバョャや Ιヱ るよミケョ ラキゅバョヱ るΑケタルハ ラキゅバョ ヴャや ヶもゅΑョΑミャや ゅヰよΑミケゎ
ラヱミΑヤシャや ンヱゎェゎ. 

 

≒≒. ゅワケをミやヱ るΑルキバョャや れゅハヱョィョャや ュワや ラョ ラヱミΑヤシャやヱ ラΑィシミΙや ヴヤハ ンヱゎェゎヱ やケゅセゎルや  
≒≪.  ラョ るよシゅルョ フヱケド れェゎ るΑバΑよヅ メョやヱハ メバヘよ れルヱミゎ るΑヱゎショ ウヅシや ァケゅカャや ラョ ロキェゎ サルゅィゎョ ゆヤタ ュシィ

.りケやケェャやヱ ヅピッャや 
 

≒≫. ラΑケヱゅィゎョ ラΑΑケヱヤよ ラΑヰィヱ ヴヤハ ラΑョゅボョャや ラΑキヱョバャや ラΑよ りケヱタェョャや るΑヱやコャや  
≒√. るΑヰィヱャや ラΑよ るΑヱやコャや サゅΑボャ コゅヰィ  
≒∽. りケヱヤよャや ヶプ ラΑヰィヱ ラョ ケをミや ヴホΚゎ ラハ るィゎゅルャや るΑヱやコャや  
≒∝. りケヱヤよャや ヶプ るョシィョャや ゅΑやヱコャやヱ フやヱェャやヱ ヮィヱΚャ ュドルョャや ゆΑゎケゎャや  
≒∵.  ヶプ るΑコミケョ るΑョワヱ るヅボル ァやヱキコや ヴプ ゅΑやヱコャやヱ フやヱェャやヱ るΑケヱヤよャや ヮィヱΙや ゅヰャヱェ ゆゎケゎゎ りケヱヤよャや

るヅボルャや ロクワ ラョ ラΑゎΑヱゅシゎョ ラΑゎプゅショ ヴヤハヱ ラΑキゅッゎョ ラΑワゅィゎや ヴプ るヤをゅョゎョ ネゅッヱや ヴプヱ 
 

≒∫. りケヱヤよャや ヮャヱェ ケヱキゎヱ りケヱヤよャや コミケョよ ケョΑ ヶョワヱ ヅカ  ヱや ラΑゎケョ るョシィョ るΑヱやコ ヱや るプゅェ ヱや ウヅシ ケヱヰド ケやケミゎ ヅケセよ
ミ りケヱキ メΚカ ケをミや( るヤョゅ≫∝≡ ) るィケキ 

 

≒∬.  ラΑヘタルャや キェや ラヱミΑ ゐΑェよ ラΑヰよゅセゎョヱ ラΑΑヱゅシゎョ ラΑヘタル ヴャや りケヱヤよャや ュシボΑ ンヱゎショ
.ケカΙや フタルヤャ りへケョ りケヱタ 

 

≪≡. ゅヰャゅミセやヱ れやケヱヤよャや ュゅィェや  
≪≒  ュェヘャや  ネやヱルや キェやヵケィェャや ヮミェ キルハ るΑよケヰミ れゅルェセ キャヱΑ  
≪≪. ケをぼョャや メやヱコ キバよ ¬ヱッゎャや ラやヱャや ケやケョゎシや  
≪≫  ラョ ラヱミョ ュヤシ ヱや ヶよシル ゆΑゎケゎ≒≡ ュホケ ラョ るよゎケョ ラキゅバョ≒ ) ポヤゎャや ( りキΚタ メホΙや (

 ュホケ ヴャや≒≡)サゅョャや りキΚタ ケをミΙや ( 
 

≪.:Κョゅミ ゅΑョヤハ )やケΑシヘゎ ヱや ( ΚΑヤバゎ ヴヤΑ ゅョョ メミ ) ケシプ ヱや ( メヤハ 

≒. ンキケヱ  ラヱヤよ コゎケやヱミヱ ヶィシヘルよ ラヱヤよ コゎケやヱミャや キヱィヱ 

 

≪.ラキゅバョャや コΑΑョゎ ヶプ るΑョワや スキカョャや るヘタャ 

 



 

 

≫ラキバョ ヮよセ メゅよヱΙや. 

 

√ るΑョワや ¬ヱッゎャや るΑタゅカャ .るΑィヱャヱΑィ 

 

∽りケやケェャや れゅィケキ サΑΑゅボョ るハゅルタ ヴプ ラΑャゅョケヱゎャや ゅョルΑよ れゅハゅシャや るハゅルタ ヴプ コゎケやヱミャや ュやキカゎシや. 

 

∝るヘヤゎカョャや  ラキゅバョャや ラΑよ  りキΚタャや フΚゎカや. 

 

∵ラキバョャや れやケヱヤよャ りコΑョョヱ るゎよゅを るΑケヱヤよャや ヮィヱΙや. 

 

∫るΑケヱヤよャや ヮィヱΙや るバΑよヅ フΚゎカや . ラキバョャや ヴプ 

 

∬ヮゎやケヱヤよ ュィェ フヤゎカや ゅョヰョ ラキバョヤャ るΑヰィヱャや ラΑよ るΑヱやコャや るョΑホ れゅよを. 

 

≒≡) れやケヱヤよャや メゅミセやヱ ュゅィェや ( りケヱヤよャや ケヰドョ フΚゎカや . 

 

≒≪.キΑィャやヱ れΑミΚョャや ラョ ゅルョを ヴヤビや れヱホゅΑャや 

 

≒≫ノルタョャや ュキルケヱミャやヱ ヶバΑよヅャや ュキルケヱミャや ラΑよ コΑΑョゎャや ラミョΑ. 

 

≒√ ヶもゅΑョΑミャや ゆΑミケゎャや フヤゎカΑ キホ.ンケカやヱ るルΑハ ラΑよ ゅヘΑヘヅ ゅプΚゎカや ゅョ ラキバョャ 

 

≒∽ラキバョ サΑャ キヱシΙや ラゅョケヰミャや . 

 



 

 

≒∝ケヅボョャや ¬ゅョャゅよ るョΑケミャや ケゅィェΙや フΑドルゎ . 

 

≒∵ラキゅバョャや コΑΑョゎャ ラヱヤャや サΑャヱ スキカョャや ヴヤハ キョゎバΑ . 

≫.:るΑャゅゎャや メヱやキィャや メョミや 

≒.メをゅョゎャや ケヱェョ ヴもゅルを ヴをΚを ヴハゅよケ ヴシやキシ 
るヰよゅセゎョャや ネゅッヱΙや ケやケミゎ キキハ     

 るィケキャやヶゎャや ノッヱャや サヘル ゅワキルハ キゅバΑ     
 

≪. りケヤよゎョャや ケΑビ りキゅョャや りケヤよゎョャや りキゅョャや 
ュヱヰヘョャや) れやケクヤャ ュドルョャや ヶシキルヰャや ゆΑゎケゎャや (  

 
 

ヴミよセャや ゆΑミケゎャやヱ るΑもゅルよャや ロキェヱャや- りケヱヤよャや- ュゅタヘルΙや ンヱゎショ   
ケシミョャや   

 

≫. るルΑョをャや るョΑケミャや ケゅィェΙや るョΑケミャや ヮよセ ケゅィェΙや  ケゅィェΙやるΑヱッバャや るョΑケミャや 
れやコΑョョャや 

 
 

   

るヤをョや    
 

√. コゎケやヱミャや れΑケΑよャや サヱゎシよシΙや 
ケシミョャや    

 

∽.ラキバョャや ポヤゎ  れΑシャゅミ    コゎケやヱミ   サゅョャや 
りキΚタャや ≒ ≪ ≫ √ ∽ ∝ ∵ ∫ ∬ ≒≡ 

 

∝.ラキゅバョャや )れΑャゅワ れΑケヱヤプ( るΑルヱΑや るヅよやケ れやク )ュゅカ サゅェル( るΑコヤプ るヅよやケ れやク ポヤゎャやヱ サよィャや ゅミΑゅョャや 
るルゅゎョャや   

 
  

 

∵. ンコヤヘャや ベΑケよャや ンコヤプΚャや ベΑケよャや 
ュヱヰヘョャや   

るヤをョや   
 



 

 

∫.ラキバョャや  れΑゎルィゅョ ポヤゎ れΑプやケィ れΑケΑよャや れΑケΑよヱルΑシケΙや サヱゎシよシΙや 
 るΑタゅカ

りコΑョョ 
 ケゅシミルや
ァヱキコョ 

      

 

 

≒≒ コゎケやヱミャや ゅミΑョャや 
ベボセゎャや れゅΑヱゎショ キヱィヱ   

 

≒≪.ラキバョャや るをΑキェ ケΑビ ウヅシや ヱク  れΑゎゅョΑワ コゎケやヱミ-れΑシャゅミ れΑルΑャヱゅミ ポヤゎ- ゅミΑゅョ れΑケよミ サよィ ゅルΑャゅィ 
 ベΑケよャや ネヱル キΑキェゎ       
 

≫≒. ラヱヤャや スキカョャや 
ネヱルゎャや   

 

≫≒. やゅルΑャゅィャや れΑゎルィゅョャや 
ぶ∨コヤプ ラョ メゅハ ンヱゎェョ    
 

≫≒. れΑャゅヰャや- れΑケヱヤヘャや やュゅカャや サゅェルャや 
るルゅゎョャや ネヱル   

るルゅゎョャや るバΑよヅャ るよよショャや るヅよやケャや   
 

 

√..:ゅΑョヤハ ゅヰよシゅルΑ ゅョよ れゅビやケヘャや Κョや 

≒.れΑャゅヰャや りケヱヤよ ヴプ キィヱΑ .................ヱゎショゅΑルΑルΑシミヱΙやヱ れΑよャΙや れやケヱヤよ ゅョルΑよ メをゅョゎ れれ ........................メをゅョゎ ンヱゎショ. 

≪. コゅヰィよ るΑヰィヱャや ラΑよ るΑヱやコャや サゅボゎ .........................るョΑボよ ケキボゎヱ るΑヱやコャや......................... るΑヱやコヤャ ラΑヰィヱャや ラΑよ りケヱタェョャやヴワヱ 

.........................ゅヰョゅィェや れヘヤゎカや ゅョヰョ キェやヱャや ラキバョャや れやケヱヤよ ヶプ 

∬. れΑョΑヤΑヱャや れΑシャゅミャや 
ケバゎ ケをやッΚャ るセるΑィシヘルよャや ベヱプ るバ .ヱや   

¬ヱッゎャや ラやヱャや   

≒≡. コゎケやヱミャや ラΑャゅョケヱゎャや 
 ヴヤハ るΑよケヰミ れゅルェセ キャヱゎ ゆよシヶプケヅ ヮゎやケヱヤよ   

ュやキカゎシΙや   



 

 

≫ラキバョ ケよゎバΑ. ......................... ヶシゅシΙや ラヱミョャやヵケΑィャや ケィェヤャ れルョシΙや ヮルョ ノルタΑ ンクャや 

√.ラキバョ ......................... ヶハヱルャや ヮルコヱ∵‰∽  ヱワヱ ゅよΑケボゎソゅタケャや ケキゅタョ キェや 

∽ュゅタヘルΙや ゆシゅルゎΑ . ......................... るヅよやケャや りヱホ ノョるΑもゅΑョΑミャや 

∝ ラキバョ. ...............................................ゆよシよ ュゅタヘルや れゅΑヱゎショ ヴヤハ ンヱゎェΑ Ιヱ ヵケゅェョ ロケシミョ ......................... 

∵.ラキバョャ ヶもゅΑョΑミャや ゆΑミケゎャや サヘル サゅョャΙや ラキバョャ ......................... 

∬ミ やクや.ゅワケやキボョ るΑヱやコ ゅョヰルΑよ ラΑΑケヱヤよャや ラΑヰィヱャや ラゅ≒≪≡ .= ゅョヰャ るΑヰィヱャや ラΑよ るΑヱやコャや るョΑホ ラゅプ るィケキ ......................... 

≒≡ュャゅバャや アゎルゎシや . .........................メや るΑもゅルよャや れやキェヱャや ヅゅョルや≒√ 

≒≒ .ケよゎバΑ .........................ケヱヤよゎョ ケΑビ ヮルΕ  ラキバョ ヮよセ 

≒≪  ケタルハケタゅルバャや ケをミや ラΑィシミΙや タルハ ヮΑヤΑ るΑッケΙや りケセボャや ラキゅバョャ るルヱミョャやケ ......................... 

≒≫.キキェゎ. .........................るΑもゅΑコΑヘャや れゅヘタャや るΑミシゅョゎャや れゅヘタャや (  )ラキゅバョヤャ 

≒√ヴャや ラキゅバョャや フΑルタゎャ メをゅョゎャや るィケキ ュキカゎシゎ . ......................... れやケヱヤよャや ¬ゅルよャ ゅボプヱ 

≒∽ヶよケバャや ュャゅバャや. .........................るョΑケミャや ケゅィェΙや メゅィョ ヴプ ゆケバャや ¬やケよカ ュキホや ラョ ケよゎバΑ 

≒∝ポ フルタゎ ラΑゎΚよャやヱ るッヘャやヱ ゆワクャや . .........................ゅヰゎビゅΑタヱ ゅヰヤΑミセゎ るャヱヰシャ 

≒∵ラキゅバョャや . .........................ョャや れゅハヱョィョャや ュワや ラョ ヴワ るΑルキバゅワケをミぺヱ ヴヤハ ンヱゎェゎヱ るバΑよヅャや ヶプ やケゅセゎルや ンケタルハ O   ヱSi 

≒∫-ラキゅバョャや ラョ キΑシゅミΙやヱ れゅゎΑケよミャやヱ れゅルヱよケミャや メをョ るよミケョャや ラキゅバョャや ポヤミヱ るΑケタルバャや ラキゅバョャや ......................... 

≒∬ ラキバョ ..................... ラョ メゅハ ンヱゎェョ ヮャ ...................... ラキバョヱ .....................  やケキタョ やケよゎバΑソゅタケヤャ ヶハヱル ラコヱ ヴヤハや ヮャヱ 

≪≡- メ れッケバゎ やクや ヮゎやケヱヤよ ラΙ .........................ラキバョ ュキカゎシΑ るΑよケヰミ れゅルェセ キャヱゎ コゎケやヱミャや  ノルタ ヶプ ......................... 

≪≒-- メ れッケバゎ やクや ヮゎやケヱヤよ ラΙ ......................... るΑよケヰミ れゅルェセ キャヱゎラキバョ ュキカゎシΑ ラΑャゅョケヱゎャや  ノルタ ヶプ ......................... 

≪≪- ラキバョ ポェ ..........................ラキバョヱ ュヱをャや るェもやケ ヴヅバΑ .........................もやケ ヴヅバΑ.ェれΑケよミャや る 

≫≪-ゅヰルゅよ フタヱゎ れΑャゅヰャやヱ れΑケヱヤヘャや るルゅゎョ .........................るヅよやケャや キヱィヱ ゆよシよ ......................... 

≫≫- やサヱゎシよシΙ .ロケシミョ ......................... ケシミョヱれΑケΑよャや ......................... ケシミョヱゎケやヱミャやコ ......................... 

≫√-るΑタゅカ れΑシャゅミヤャ ......................... 

≫∽-  キΑキェャや ラョ メゅハ ンヱゎェョ ヮャ ラΙ サΑヅゅルピョャや ヮよクィΑ ......ラキバョ 

≫∝- ミャや ラキバョャ ベΑケよ れΑルΑャヱゅ ........................ヱ . ラキバョ れΑゎゅョΑヰャや.ベΑケよ ヮャ ........................ ヮェヅシ ヴヤハ ヮゎワゅよ ヮボよヅ れルヱミゎ やクや
≫∵- ヵコヤプΙ ベΑケよ ヱク れΑケよミャや ラキバョ ...............ヱ. や ラキバョ ゅルΑャゅィャベΑケよ ヮャ ............. ヴヤハ ヮもやヱゎェΙ ヶハヱル ラコヱ メボをや ヮャヱ ............... 



 

 

≫∫-  るハヱョィョ ヱや ¬ゅョャや ヴヤハ ンヱゎェョャや ラキバョャやOH  ヮゎキΚタ ヴもゅΑョΑミャや ヮよΑミケゎ ヶプ ...........¬ゅョャや ヴヤハ ンヱゎェΑ Ι ンクャや ラキバョャや りキΚタ ヱやOH 

≫∬- ヶバΑよヅャや れヱホゅΑャや ヶプ ヱョルャや ヅヱヅカ .........................キヤボョャや れヱホゅΑャや ヶプ ラヱミゎ ゅョルΑよ ......................... 

√≡-  れΑケヱコΙやヱ キΑィャや.ケゅィェや れΑミΚョャやヱ ケゅよシヤヘャやヱ ......................... 

√≒ .るョΑケミ ケゅィェや ラゅィケョャやヱ ぼャぼヤャやヱ ァゅバャやヱ キヱシΙや ラゅョケヰミャやヱ ラゅョケヰミャや ......................... 

√≪- るョΑケミ ケゅィェや サゅョャやヱ れヱホゅΑャや ....................... ゅヰゎキΚタ ........................ ベャほゎョ ベΑケよヱ るよやクィ ラやヱャや ゅヰャヱ メョェゎャや りキΑキセヱ 

∽.:ヴヤΑ ゅョ ケミクや 

≒メをゅョゎャや ケタゅルハ . 

 

≪ ¬ゅルよャや ゅヰΑヤハ フホヱゎΑ ヴゎャや メョやヱバャや.ヶヤカやキャや れやケヱヤよヤャ 

 

≫れやケヱヤよヤャ るΑィケゅカャや ソやヱカャや. 

 

√ラキバョャや りキΚタ. 

 

∽ラキゅバョミ フルタゎャ チケΙや キやヱョ ヴプ ゅワケプやヱゎ ゆィやヱャや れやコΑョョャや. 

 

∝ ゅヰΑヤハ フホヱゎΑ ヴゎャや メョやヱバャや .) れやケヱヤよャや メゅミセやヱ ュゅィェや ( りケヱヤよャや ケヰドョ 

 

∵るョΑケミャや ケゅィェΖャ ュΑΑボゎャ るΑケゅィゎャや サΑΑゅボョャや . 

 

∝.*  キやキハみよ ュホるΑルワクャや ヅもやケカャやヱ るΑョヰシャや れゅヅヅカョャや 

≒-ケヱカタャやヱ ラキゅバョャゅよ ケタゅルバャや るホΚハ           ≪ソ  ラキバョヤャ ンケヱヤよャや メミセャや.∽√    ≫ ベシゅルゎャや ヱや メをゅョゎャや.ヵケヱヤよャや ソ∽∵ 

√ケゅィェΙや ネやヱルや .             るヤをョΙや ノョ るョΑケミャや∽           るヤをョΙや ノョ ラキゅバョャや ベΑケよ.∝るヤをョΙや ノョ るルゅゎョャや. 

∵Ιや メョミや . メゅミセやヱャやヴヅΑヅカゎ ュシケ れゅルゅΑよャや るよゅゎミ ノョ 



 

 

≒ソ れΑシャゅミャや ラキバョ ヴプ ァヱキコョャや ケゅシミルΙや .√∫             √ソ ゅヰゎョΑホ ァゅゎルゎシやヱ るΑヰィヱ ラΑよ るΑヱやコ.∽∝ 

≪ソ れΑプやケィャやヱ サゅョヤャ ヴミよセャや ゆΑミケゎャ ゅルΑよ コΑΑョゎャや .∽∽     ≫ ソ るョシィョャや るΑヱやコャやヱ ゅヰヰィヱヱ りケヱヤよャや るプゅェ.∽∝             

∽ソ れΑャゅヰャや ラキバョ ヴプ ュヱΑキヱタャやヱ ケヱヤミャや れゅルヱΑΕ ュドルョャや ゆΑゎケゎャや.≫∬ 

∫- ヴヤΑ ゅョ ケシプ: 

≒- ラキゅバョャや ヶプ るルゅゎョャや フΚゎカや 

 

≪-  ュキハラキゅバョャや コΑΑョゎヱ キΑキェゎャ ラヱヤャや るΑタゅカ ヴヤハ キゅョゎハΙや 

 

 

≫-  るッケバョャや  ラキゅバョャや チバよ ケヱヰドるバセΕ るョヤドョ るプケビ ヴャや ゅヰヤボル キバよ りケワゅよ ラやヱャほよ サョセャや 

 

√- ラキゅバョャや るシやケキ ヶプ るΑョワや ンケヱヤよャや メをゅョゎヤャ 

∽- ΙキィヱΑ コゎケやヱミャや ヶプ ュゅタヘルや 

 

∝- りキヤボョャや るΑハゅルタャや ケゅィェΙや ラョ ゅヰゎヤΑをョ ラハ るΑバΑよヅャや るョΑケミャや ケゅィェΙや コΑΑョゎ ラミョΑ 

 

∵- ゅルキバョ アヤをャや ケよゎバΑ ゅルキバョ ケよゎバΑ Ι ヵケィェャや ュェヘャやヱ 

 

∫- メョェゎャや りキΑキセヱ るΑャゅハ りキΚタ れやク るョΑケミャや ケゅィェΙや ラヱミゎ ラや ゆィΑ 

 

∬- ュゅタヘルΙやヱ ケシミョャゅミ ュΑケミャや ケィェャや ソやヱカ るプケバョ ゆィΑ 

 

≒≡- るΑケヱヤよャや ヮィヱΙや るバΑよヅ フΚゎカや 

 

≒≒- バよ フタヱチ  ベΑケよャゅよ れΑゎゅョΑヰャや れゅルΑハ セヵコヤヘャや ヮよ 

 

≒≪- るΑャゅバャや りケやケェャや れゅィケキ サΑΑゅボョ ヶプ ラΑャゅョケヱゎャやヱ れゅハゅシャや るハゅルタ ヶプ コゎケやヱミャや メカキΑ 

 

≒≫- れΑシャゅミ りケヱヤよ メヘシや フヱケェャや ケケミゎゎ 

 

≒√- ュヤドョ フヰミ メカやキ ラキゅバョャや ヴヤハ フケバゎャや ラミョΑ 

 

 

≒≡ :ヶヤΑ ゅョ フルタ 



 

 

≒-ベΑケよャや ネヱルャ ゅバよゎ ラキゅバョャや 

 

 

≪-ケシミョャや るΑタゅカャ ゅバよゎ ラキゅバョャや 

 

 

≫- ゅヰハやヱルΕ ゅバよゎ るョΑケミャや ケゅィェΙや 

 

 

 

√- ゅヰゎΑプゅヘセ るィケキャ ゅバよゎ ラキゅバョャや 

 

 

∽- るルゅゎョャや ネヱルャ ゅバよゎ ラキゅバョャや 

 

 

√-:ヶヤΑ ゅョ ゆゎケ 

≒- サワヱョ サゅΑボョ ベプヱ ゅΑキハゅタゎ ラキゅバョャや 

 

 

≪- :ゅΑキハゅタゎ ヶハヱルャや ゅヰルコヱ ゆシェ ラキゅバョャや 

 

≫- ケケミゎゎ ヴゎャや ゅΑやヱコャや ュΑホ ゆシェ ヶルやケヱキャや メをゅョゎャや ケヱゅェョ ネやヱルや  ヶプ ネゅッヱΙや ポヤゎ ケやケミゎ キキハヱ るヰよゅセゎョャや ネゅッヱΙや ゅワキルハ
りケヱキャや 

 


