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  サ≒ ヶヤΑ ゅョョ Κミ ) メヤハ   ( ケシプ:                                                                                 ゅΑィヱャヱΑィャや るョキボョ 

≒- れゅよゅピャゅよ るもΑヤョ れルゅミ るボヅルョ れΑヱミャや るャヱキ ヴプ るホケャや るボヅルョ ケよゎバゎ: 

≪- ケΑピゎャや るョもやキ チケΙや: 

 

≫-  ゅΑィヱャヱΑィャや ベよシゎ るΑもゅΑコΑヘャや ゅΑィヱャヱΑィャや るシやケキるΑカΑケゅゎャや: 

 

√- チケΙや オΑケゅゎ ゐやキェΕ るボΑホキャや るルョコΙや キΑキェゎ ラョ ¬ゅョヤバャや  ラミョゎ: 

 サ≪ :ヶヤΑ ゅョΑプ りケゅよハ メミ ヴヤハ メやキャや ウヤヅタョャや ヱや ヶョヤバャや ュシΙや ゆゎミや 

≒ れΑヱミヤャ るΑよケピャや キヱキェャや ヴヤハ ノボΑ ンキやヱ  
≪  るルヱミョャや キやヱョャやチケΖャ ゅヰェヅシ ヴヤハ ヱや ゅヰェヅシ れェゎ ュゎゎ ヴゎャや れゅΑヤョバャやヱ  
   
≫  ゆΑゎケゎ ノッヱるΑッゅョャや るΑィヱャヱΑィャや るルョコΙや ヶプ れをキェ ヴゎャや るΑィヱャヱΑよャやヱ るΑもゅΑコΑヘャや れやケΑピゎヤャ ヴルョコ  
√  ラハ れィゎルヱ るヤもゅワ ゐケやヱミ ネヱホヱ キバよ るΑやキよャや ヶプ れヤミセゎ キホ ラゅΑキヱャやヱ メゅよィャゅミ るΑバΑよヅャや ノホやヱョャや

ゅヰゎホヱ ¬ゅョヤバャや ゅヰプケバΑ ュャ メョやヱハ 
 

∽  ゅΑィヱャヱΑィャや りコΑミケ ケよゎバΑ ンクャや ヶシゅシΙや ヶィヱャヱΑィャや  ぺキよョャやるをΑキェャや  
∝ ヶィヱャヱΑィャや ヴッゅョャや ヶプ ゅヰシヘル ヴワ ラΓや るョもゅボャや るΑィヱャヱΑよャやヱ るΑもゅΑョΑミャやヱ るΑもゅΑコΑヘャや ラΑルやヱボャや 
∵ メΑヱヅ ラョコ クルョ ケΑピゎΑ ュャ ラΙや ゅルよミヱミ メミセゎャ れゅΑヤョハヱ ンヱホ ラョ ヮドェΚル ゅョ 
∫ ヴッゅョャや ゥゅゎヘョ ケッゅェャや 

サ≫- ≒-  ュヱヤバャゅよ チケΙや ュヤハ るホΚハ ウッヱΑ ンクャや  ヶャゅゎャや メヱキィャや メョミやヮよシゅルΑ ゅョよ ンケカΙや 

 
 

ゅΑィヱャヱΑィャや 
)チケΙや ュヤハ( 

ゅΑィヱャヱΑィャや ュヱヤハ ンケカΙや  ュヱヤバャや 
 ラキゅバョャや–  ケヱカタャや– ロゅΑョャや ゅΑィヱャヱΑィ– .................. .................. 

 メコΙコャや–  ラΑミやケよャや–  るΑもゅΑコΑプ ゅΑィヱャヱΑィ- . .................. ..................... 
.................. ¬ゅΑェΙや ュヤハ 
.................. ポヤヘャや ュヤハ 

 れゅヅΑェョャや ュヤハ–  れゅボよヅャや ュヤハ– れゅΑよヱシケャや ュヤハ ............ 
≪- :ヶャゅゎャや メヱキィャや メョミや ポャク ¬ヱッ ヶプ ゅΑィヱャヱΑィャや メゅィョ ヴプ れゅョゅヰシやヱ ケヱキ ュワケΑビヱ ゆケバャや  ¬ゅョヤバヤャ 

ュ ュャゅバャや ュシや ゅΑィヱャヱΑィャや メゅィョ ヴプ ロケヱキ 
≒   ゆミやヱミャやヱ ュヱィルャや ネゅヘゎケや キΑキェゎャ ゆケバャや ヮョキカゎシや コゅヰィ メヱや ノルタ 
≪  るΑよヱシケャや ケヱカタャや ラヱミゎ るΑヘΑミヱ ケゅェよャや ュヤハ サケキヱ ラキゅバョャや サケキ ラョ メヱや 
≫  ゅヰャ ゆェゅタョャや ケゅョキャやヱ ゅヰをヱキェ オΑケゅゎ ヮよ  ゅェッヱョ メコΙコャゅよ ゅタゅカ Κィシ キハや 
√   ヮよゅゎミ ヶプ) ュΑキゎショャや ュゅドゎルΙや ( りキェやヱャや りケΑゎヱャや ぺキよョ  ノッヱチケΙや るΑケドル 
∽   ほセル ヴゎャや りケやケェャやヱ ラゅバョヤャやヱ るプゅをミャや るΑャゅバャやるΑコゅピャや るヤゎミャや ヴヤハ るΑルヱミャや るッΑよャや ュシや  ベヤヅや ラョ メヱや

ロケヱタゎ ゆシェ ラヱミャや ゅヰルョ 
∝  ゅヰャゅミセや ゆシェ れやケィョャや フΑルタゎよ ュゅホヱ キハゅよゎゎ れやケィョャや ラや フセゎミやヱ ュΑドバャや ケゅィヘルΙや るΑケドル れよをや 

 サ√ - メョミや :ゅΑョヤハ ヮよシゅルΑ ゅョよ パやケヘャや≒-   ュゅハ チケΙや ケョハ キΑキェゎャ ヮャヱゅェョ メヱや れルゅミ≒∬≡∽ ........ベケヅャや ュやキカゎシゅよ 

≪-るルシ ラヱΑヤョ ............クルョ れやケヱタゅルΑキャや れッケボルや 



 

 

≫- るルシ ケゅΑヤョ ....... ヴャやヱェよ チケΙや ケョハ ケキボΑ 

  サ∽ - :チケΙや ケョハ キΑキェゎ ベケヅ ケミクや 

ラヱミャや りほセル 

サ≒- ヴヤΑ ゅョ ケミクや :≒ -  :ラヱミヤャ るΑシゅシΙや れゅルよヤャや 

≪-  ュワや:ュキシャや メゅミセや 

≫- :ュΑドバャや ケゅィヘルΙや るΑケドル るャキや 

サ≫-  メヤハ≒- ラヱミャや ラハ メップや るプケバョ ¬ゅョヤバャや ンキャ ウよタや 

≪- チバよ  ュキシャや るヤΑボをャや ケタゅルバャや ヴヤハ ンヱゎェゎ Ιゆャゅピャやヱ るΑャゅハ るヤΑボをャや ケタゅルバャや るよシル ヮよ ラヱミゎ ゅヰルョ 

≫- ュΑドバャや ケゅィヘルΙや ゐヱキェ 

√-ュΑドバャや ケゅィヘルΙや るΑケドル ¬ゅョヤバャや キΑぼΑ 

 

サ≪- ラケゅホ:≒ – るルケゅボョャや ヮィヱ 
 

ラΑヱミゎャや るョΑキホ ュキシャや ュヱィルャや れやケゅィヘルや ゅΑゅボよ ラハ るィゎゅルャや ュキシャや 

:ラョ ラヱミゎゎ  ラョ るΑャゅハ るよシルH , He  るよケゎやヱ れやコゅビ ラョ ュヱィルャや れやケゅィヘルや ゅΑゅボよ
るヤΑボをャや ケタゅルバャや ラョ るΑャゅハ るよシルヱ 

るよシル H , He るΑャゅハ メホや 
るヤΑボをャや ケタゅルバャや るよシル ヵヱゎェゎ Ι るΑャゅハ 

≪- るルケゅボョャや ヮィヱ ュΑドバャや ケゅィヘルΙや るΑケドル ケゅよピャや るよゅェシ るΑケドル 
:りゅセル ケシヘゎ   

≫- るルケゅボョャや ヮィヱ メよゅワ ラΑヱキや ラΑゎセルΑや 
れやケィョャや キハゅよゎヱ ラヱミャや ノシヱゎ ラハ ロケドル るヰィヱ   

サ≫- :ヶヤΑ ゅョョ りケゅよハ メミ ヴヤハ メやキャや ヴョヤバャや ウヤヅタョャや ヱや ュシΙや ゆゎミや 

≒  れゅΑヱゎェョヱ れやケィョャやヱ ュヱィルャやヱ ゆミやヱミャや ポャク ヶプ ゅョよ キヱィヱャや メョィョるホゅヅヱ りキゅョ ラョ ¬ゅッヘャや ラΑよ ¬ゅッヘャや  
≪  ロケヅホ ラヱミャや ラョ ¬コィ∬≫ るΑもヱッ るルシ ケゅΑヤョ  
≫ ケクや キェや ヴプ るΑショセャや ゅルゎハヱョィョ ノボゎヱ ゅヰΑャや ヴョゎルル ヴゎャや りケィョャや ヴョショャや ゅヰハケゅよィャや ネやケクよ  
≫  りケやケェャやヱ ラゅバョヤャやヱ るプゅをミャや るョΑドハ るΑコゅビ るヤゎミ セルラヱミャや ゅヰルョ ゅ  
√  るョΑドハ るΑコゅピャや るヤゎミャや ヴヤハ るΑルヱミャや るッΑよャや ュシや ベヤヅや ュャゅハるプゅをミャや ラヱミャや ゅヰルョ ほセル ヴゎャや りケやケェャやヱ ラゅバョヤャやヱ  
∽  ヅゅシヱΙや ヶプ Ιヱよホ れホΙヱ ラヱミャや りほセル れケシプ ヴゎャや れゅΑケドルャや ケをミや るΑョヤバャや  
∝  クルョ ラヱミャや ほセル≒≫‰∵ ゅヰゎプゅをミ るヤゎミ ヴプ ラΑバョゎィョ ヮゎホゅヅヱ ラヱミャや りキゅョ れルゅミ ゅョキルハ るルシ ケゅΑヤョ  るΑもゅヰル Ι

ロゅィゎや メミ ヶプ ゅヰゎゅΑヱゎェョ れケをゅルゎヱ れケィヘルや るョΑドハ ゅヰゎケやケェヱ 
 

∵ れゅワゅィゎΙや メミ ヶプ やキΑバよ ノィやケゎゎヱ キハゅよゎゎ れやケィョャや  
∫  Κッヘョ ゅルゅミョ Ιヱ Κッヘョ ゅワゅィゎや ポヤョΑ Ι ラヱミャや  



 

 

∬  キハゅよゎゎ れやケィョャや ラや フセゎミやヱ ゅヰャ ンキタケ メΑャキ ュΑキボゎよ ュΑドバャや ケゅィヘルΙや るΑケドル キΑや ュャゅハ  
≒≡  シや りケワゅドラヱミャや ラゅよ ヮィゅゎルゎシや ヴプ メよゅワ ゅヰΑャや キルゎ ヱ ノシヱゎΑ Κッヘョ ゅルゅミョ Ιヱ Κッヘョ ゅワゅィゎや ポヤョΑ Ι  
≒≒ ラヱミヤャ るΑシゅシΙや るルよヤャや  
≒≪ ュヱィルャや れやケゅィヘルや ゅΑゅボよ ラョ ゅヰよヤビやヱ ラヱミャや るΑやキよ ノョ ほセル ラΑヱミゎャや ュΑキホ ゅヰッバよ るよケゎΕやヱ れやコゅピャや ラョ れゅバョィゎ  
≒≫ るΑミΑケョΙや ¬ゅッヘャや るャゅミヱ ヮゎヤシケや ヴハゅルタ ケョホ  ヴプ ゅシゅル≒∬∫∬ ュΑドバャや ケゅィヘルΙや るΑケドル キミぼゎ れゅョヱヤバョ メシケや  

 

サ≒- :ヶヤΑ ゅョョ りケゅよハ メミ ヴヤハ メやキャや ヶョヤバャや ュシΙや ヱや ウヤヅタョャや ゆゎミや                           ュィルャや りゅΑェ りケヱキヱ れやケィョャや 

≒  るヤゎミミ ケヱキゎ るャキゅよゎョ ゆクィ ンヱボよ ヅよゎケゎ ュキシャやヱ ) るΑョィルャや キヱセェャや( ュヱィルャや ヮゎキェヱ ヴルヱミ ュゅドル ロキェやヱ
るΑヤカやキャや ゅヰもやコィや るミケェ フΚゎカや ノョ ゅワケヱェョ メヱェ 

 

≪ メミセャや るΑシキハヱ るΑよャヱャヱ るΑヱゅッΑよ ヴャや ゅヰャゅミセや ゆシェ れやケィョヤャ ュΑシボゎ  
≫ るΑショセャや ヮハヱョィョャや ヮΑプ ノボゎ るルゅよゎャや ゆケキ りケィョ ヴプ ネやケク  
√ ゅΑゎやク りケやケェヱ や¬やヱッ ノセΑ ヵヱゅョシ ュケィ  
∽ るΑヱルや ラΑよ メハゅヘゎ りケゅよィ るΑケやケェ るホゅヅ ベΚヅルやヱ ュヱΑヤΑヰャや ラΑヱミゎャ ラΑィヱケキΑヰャや  
∝  ンケカΙや ヮヤェやケョ ラハ フヤゎカゎ ュィルャや りゅΑェ りケヱキ ヴプ るヤェケョゅヰルΕ ュィルャや ュィェ ヴヤハ キョゎバゎ  
∵ ケやケョェΚャ Κもゅョ ラヱミΑヱ ヮルΑヱミゎ メェやケョ るΑやキよ ヶプ ュィルャや  
∫  ケやキボョ ゆシェ ヶャヱΙや ュィルャや るヤゎミ ゅヰΑプ キやキコゎ ュィルャや りゅΑェ りケヱキ ヴプ るヤェケョ ヮゎヤゎミ ケボゎシゎ ュを ュΑキシャや りキゅョ

ゅヘΑをミ ゅョィル ヱや ゅヅシヱゎョ ゅョィル ゅルヱミョ 
 

∬  ヱェル ゆクィャや りヱホ ヴヤハ ネゅバセΙや りヱホ キΑコゎプ るΑヱヱルャや れΚハゅヘゎャや ケやケョゎシΙ ュィルャや アワヱゎ ケョゎシΑ るヤェケョ
ケョェΙや ラヱヤャ Ιヱェゎョ ュィェャや ヶプ  ケよミΑヱ キキョゎΑプ コミケョャや 

 

≒
≡ 

フΑをミャや ュィルャや キキョゎ ラハ アゎゅルャや ュィルャや  

≒
≒ 

 ケィヘルΑ るヤェケョネゅバセΙや るィΑゎル キキョゎャや ケやケョゎシΙ ュィルャや ゅヰΑプ  

≒
≪ 

 キケよゎプ ゅワやキョ ヒヤよゎ ヴゎェ ネゅバセΙや るィΑゎル キキョゎャや るΑヤョハ るィΑゎル ) ケョェΙや ベΚョバャや (  ュィルャや ケゅィヘルや りケワゅド
チΑよΙや ュコボャや ヴョシΑ ケΑピタ ュィル ラヱミゎΑヱ ュΑキシ メミセ ヴヤハ ロ¬やコィや 

 

≒
≫ 

ョェΙや ベΚョバヤャ ヮャヱェゎ キバよ フΑをミャや ュィルヤャ ネヱケョャや ケゅィヘルΙや りケワゅドヴルヱケゎΑルャや ュィルャやヱ キヱシΙや ゆボをャや ゅルヱミョ ケ  

≒
√ 

れやケク  ァゅョキルや ラョ るィゎゅルャや るヤΑボをャや キやヱョャや ゅヰΑプ コミケョゎゎ りケΑよミ るヤゎミ  ゆクィ りヱホ ゅヰャ ゅワコミケョ ヶプ ュヱΑヤΑヰャや
るΑもゅッヘャや サルゅミョャゅよ ヴョシゎヱ ゅプヱル ケよヱシャや ゐヱキェ ラハ るィゎゅル りケゅよィ 

 

サ≪ケミクや . ヶヤΑ ゅョ :≒- メよゅワ ュΑシボゎ ゆシェ れやケィョャや メゅミセや : 

≪-  メェやケョュィルャや りゅΑェ りケヱキ 

サ≫ - メヤハ ≒ - ュィルャや りゅΑェ りケヱキ メェやケョ ヴホゅよ ラハ れヱョャや るヤェケョ フΚゎカや 

≪- ケやケョェΚャ Κもゅョ ウよタΑプ ヴャヱΙや ュィルヤャ るΑコゅピャや るヤゎミャや アワヱゎゎ 

≫-ゅヘΑをミ ゅョィル ヱや ゅヅシヱゎョ ゅョィル ラヱミゎΑ キホ パヱヤよャや るヤェケョ ヴプ 

√-ュカッャや ケョェΙや ベΚョバャや ヱや ケョェΙや ベΚョバャや ラΑヱミゎャ るカヱカΑセャや るヤェケョ ゐヱキェ 

∽. ¬ゅッヘャや サルゅミョよ ヱや ュシΙや やクヰよ ¬やキヱシャや ゆヱボをャや ヴョシゎ 



 

 

サ√-:ヶヤΑ ゅョョ メミ ラΑよ ラケゅホ≒るルケゅボョャや ヮィヱ. ヅシヱゎョャや ュィルャや フΑをミャや ュィルャや 
るヤゎミャや   

るカヱカΑセャや るヤェケョ ヴプ ヮΑャや メヱェゎΑ ンクャや ュィルャや   
≪- るルケゅボョャや ヮィヱ ゅプヱルャや ゅプヱル ケよヱシャや 

ケゅィヘルΙや ヮャ ゐキェΑ ンクャや ュィルャや   
ケゅィヘルΙや アゎやヱル   

≫- るルケゅボョャや ヮィヱ チΑよΙや ュコボャや キヱシΙや ゆボをャや 
ゆクィャや りヱホヱ るヤゎミャや   

ヮルΑヱミゎャ ヮよよショャや ケゅィヘルΙや りケワゅド   
サ∽- や: ヴヤΑ ゅョョ メミ ヴプ ゐキェΑ ラや ノホヱゎゎ やクゅョ- ゆ   ヶャヱΙや ュィルャや るヤェケョ ヴプ るΑヱヱルャや れΚハゅヘゎャや ¬キよ-  ゆヤピゎるΑヱヱルャや れΚハゅヘゎャやヱ アワヱゎャや ヶプ ュィルャや ケやケョゎシや   りヱホ ヴヤハ ネゅバセΙや りヱホ

 ュィルヤャ ゆクィャや 

:るΑショセャや るハヱョィョャや りほセル 

 サ≒-  メェやケョ ケゅタゎカゅよ ゥケセやりほセル :ケよΑヱミ キケやケΑィ ヶミヤヘャや  ュャゅバヤャ ケゅよピャや るよゅェシ るΑケドル ゆシェ るΑショセャや るハヱョィョャや 

- ( れやコゅピャやヱ ヶルヱミャや ケゅよピャや ラョ ュィェャや るヤもゅワ メミセャや るョドゎルョ ケΑビ りキケゅよ るよゅェシ ラやケヱキ,H He   るΑもやヱセハ るミケェ ヶプ  ) 

-  ゅヰシヘル メヱェ キェやヱ ロゅィゎや ヴプ ゅヰルやケヱキャ ュヱィルャや ラハ アゎゅルャや ヅピッャや ンキやれクカほプ ウヅヤヘョ ソケホ メミセ 

- ゆミヱミ メミャ りやヱル ゅヰルョ メミ メミセ れセョミルや りケΑピタ れゅョやヱキ ラヱミ ソケボャや メカやキ ゅヰゎハケシ フΚゎカやヱ れゅもΑコィャや ゆクゅィゎ りヱホ 

- ヴャヱΙや サョセャや ゅルヱミョ コミケョャや ヱェル ゆクィルや るよゅェシャや りキゅョ ラョ ケよミΙや ¬コィャや 

- ャや ュΑドルゎΕ るΑヤカやキャや るミケェ コミケョャや ヴャや るヤΑボをャや キやヱョャや れルゅミプ ゅヰセゅョミルやヱ ゆミやヱミャや るΑヱル-  れホヱャや れやク ヶプ  アゎゅルャや ヅピッャや ンキや
 ラハれゅもΑコィャや ゆクゅィゎ ゅヰゎケやケェ ネゅヘゎケや ヴャや サョセャや りやヱル ヴプ ゅヰッバよよ ゅヰゎゅヰョやキヅタやヱ 

-  るΑヱヱルャや れΚハゅヘゎャや ¬キよΙや ¬キよヱ サョセャや りやヱル ヶプほよ るヅΑェョャや ¬やヱィΙや るΑボルゎャ ネゅバセャや るΑヱルゆミやヱミ 

サ≪- :ヶヤΑ ゅョョ りケゅよハ メミ ヴヤハ メやキャや ウヤヅタョャや ヱや ュシΙや ゆゎミや 

≒ るΑショセャや るハヱョィョャや りほセル れケシプ るΑケドル  キケやケΑィ ヶミヤヘヤャケよΑヱミ  
≪ コゅピャやヱ ヶルヱミャや ケゅよピャや ラョ るよゅェシ ラョ るΑショセャや るハヱョィョャや ゅヰゎハケクや キェや ヴプ れルヱミゎ ヴゎャや ュΙや りケィョャや  
≫ ヴャや るシルゅィゎョ るヅヤゎカョ キやヱョ ラョ るヤゎミ ラョ チケΙや メヱェゎ  コミケョャや りキェゎョ るヘヤビや ヴャや メカやキャや ラョ ュシボョ ュシィ

ゅΑもゅΑョΑミヱ ゅΑもゅΑコΑプ ゅヰッバよ ラハ るヘヤゎカョ 
 

√ ゥゅセヱャや ラョ ゆヤタャや ヵヱヤバャや ¬コィャや ノョ るΑッケΙや りケセボャや ラョ ラヱミョャやヱ ンケカタャや フΚピャや  
∽   ヴミケェャや ゥゅセヱャや ヮΑヤハ ベヤヅΑヱ ケヰタルョャや ゥゅセヱャや ラョ ンヱヤバャや ¬コィャや  
∝ れゅルもゅミ  クルョ るボΑホキ≫‰∽ ¬ゅョャや ヶプ ラΑィシミΙや ベΚヅヱ ヶもヱッャや ¬ゅルよャや るΑヤョバよ ュゅΑボャゅよ  れぺキよ るルシ ケゅΑヤョ  
∵ ラゅをΑョャやヱ ラヱよケミャや キΑシミや ヶルゅをヱ ¬ゅョャや ケゅカよ ラョ ラヱミョャや ヵコゅピャや フΚピャや  
∫ るΑゅヰルャや ヶプ ュヱΑケヱをャやヱ ュヱΑルやケヱΑャゅミ るバセョャや ケタゅルバャや ヮΑャや メヱェゎΑ ンクャや ケタルバャや  

 サ√-  ネゅヘゎケや ゆゅよシや ケミクや:) ケシプ ヱや メヤハ ( りキケゅよ れほセル ラや キバよ チケΙや りケやケェ 

- 

- 

- 

- 



 

 

 サ∽-  ) メヤハ (: ヶヤΑ ゅョ ケシプ 

≒- るよゅェシャや れクカや  れクカほプ ゅヰシヘル メヱェ キェやヱ ロゅィゎや ヶプ ¬ヅよよ ゅヰシヘル メヱェ ケヱキゎラや キバよ ウヅヤヘョ ソケホ メミセ  ケΑビ れルゅミ
メミセャや るョドゎルョ: 

 
 

≪-  ゆミヱミャ りやヱル ゅヰルョ メミ メミセΑャ ウヅヤヘョ ソケホ メミセ ヴヤハ れルゅミ ヴゎャや コゅピャやヱ ケゅよピャや るよゅェシ ヶプ りケΑピタ れゅョやヱキ れルヱミゎ: 

 

≫- ゅΑィΑケキゎ ヴャヱΙや サョセャや りケやケェ るィケキ ネゅヘゎケや 

 

√- ¬やヱィΖャ るΑボルゎ ゐヱキェ ほよ るヅΑェョャやるヘΑヘカャや れやコゅピャや ラョ サョセャや ラョ るよΑケボャや るタゅカ ゆミやヱミャや るΑヱル: 

 

 

∽-  ヶャや るΑケカタ るヤゎミ ラョ チケΙや ケヱヅゎ:ヵヱィ フΚビヱ れゅヅΑェョヱ れやケゅホ ヮΑプ ヴェ ゆミヱミ 

 

∝- りキケゅよ れほセル ラや キバよ チケΙや りケやケェ ネゅヘゎケや 

 

 
∵- :チケΙや れゅルヱミョ コΑゅョゎ 

 

∫- ヶャヱΙや ヵコゅピャや フΚピャや ラヱミゎ: 

 

∬- ゅΑィΑケキゎ ゅヰゎェヱヤョ りキゅΑコヱ るよクバャや ロゅΑョャや れやク るΑャヱΙや れゅヅΑェョャや ラヱミゎ: 

 

≒≡-ヵヱィャや フΚピャや ヶプ ラΑィシミΙや ュミやケゎ: 

 

サ-∵ -  ゅΑヅΑヅカゎ Κミセ  ュシケや:るΑャゅゎャや れゅルゅΑよャや ヮΑヤハ ゅルΑよョ チケΙや ヴプ ヶヤカやキャや ネゅヅボヤャ 

 ケΑヘシヱをΑヤャや-  ケΑヘシヱルΑシΙや–ゥゅセヱャや 

– ャやヤ ヴィケゅカャや ゆ– ヶヤカやキャや ゆヤャや 



 

 

 

 

 

サ ∫- ラΑよ ラケゅホ : ≒- るルケゅボョャや ヮィヱ ヵケカタャや フΚピャや ヶミケェャや ゥゅセヱャや 
ヮΑヤハ ベヤヅΑ   

) ケヱヰタョ ヱや/ ゆヤタ (るャゅェャや   
≪- るルケゅボョャや ヮィヱ ヶヤカやキャや ゆヤャや ヶヤカやキャや ヶィケゅカャや 

) ケヱヰタョ ヱや/ ゆヤタ (るャゅェャや   
≫- るルケゅボョャや ヮィヱ るΑッケΙや りケセボャや チケΙや ゆャ 

るルヱミョャや キやヱョャや るプゅをミ   
るルヱミョャや キやヱョャや るヤをョや   

 


