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:ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ    

* ゅョ∨ベΚカΕや るヘシヤプ れゅΑケドル ュワぺ 
1 りキゅバシャや ).        2  るΑケェャや )   3 るΑャヱぼショャや ) 
 

:ヶゎほΑ ゅョ メヤハ 
Κゎカや *ィヱ フゅヰりキゅバシャや るΑワゅョ キΑキェゎ メヱェ るヘシΚヘャや ケドル れ . 

-  ケミプヱ ラゅシルま メミ るバΑよヅ フΚゎカや ゆよシよ  ∩るΑケェャや ヶプ チバよャやヱ ∩るヅヤシャや ヶプ チバよャやヱ ∩メゅョャや ヶプ りキゅバシャや ンケΑ チバよャゅプ ヮゎもΑよヱ ヮゎほセルヱ
ケΑカャや メゅョハぺ ヶプ チバよャやヱ ∩ラヘャやヱ りケヰセャや ヶプ チバよャやヱ.                                                 

 
ぺ コΑョΑ * ヱヅシケ ュヱヰヘョ∨キィョャやヱ りヱケをャやヱ りクヤャや ラハ りキゅバシャや 

-  .ラゅシルΗや るΑゅビ ゅヰルΕ るョもやキ ラヱミゎ ラぺ ゆィΑ りキゅバシャや ゅョぺ るョもやキ ケΑビヱ るゎホぼョ れゅΑバッヱ キィョャやヱ りヱケをャやヱ りクヤャや ラΕ 
 

 ヅケゎセや *ヱヅシケぺ  ∨りキゅバシヤャ りキやケΗやヱ メボバャや 
- ケセャやヱ ケΑカャや ラΑよ コΑΑョゎャや るミヤョ メボバャや ラΕ . 
-  ヴヤハ りケキボャや ヶワ りキやケΗや ラΕメゅバプΕや ペΑボェゎ . 
 
 

 *ヅヅカョ ュシケや ャヱヅシケぺ キルハ りキゅバシャや ヅヱケセ      .                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *ケシプ   ∨メやキゎハΙや ケゅΑバョよ キヱタボョャや 
- .るΑヅシヱャや ヱぺ ヶよワクャや ヅシヱャや ヮΑヤハ ペヤヅΑヱ ヅΑケヘゎ Ιヱ ヅやケプま Ι ヵぺ 
 

  ( ノッ✓ ( ヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) :るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ ) 
 りヱケをャや ラョ りケキホ ケプヱゎ ヱワ りキゅバシヤャ ヱシケぺ ラハ ヵケゅΑバョャや ヅケセャや *( .) 

  りキゅバシャや るΑワゅョ キΑキェゎ メヱェ るヘシΚヘャや フヤゎカや *(✓.) 
 ヱヅシケぺ キルハ キィョャやヱ りヱケをャやヱ りクヤャやヱ りキゅバシャや ヮよゅセゎゎ *(.) 

 
りケゅよバャや ロクワ メもゅホ ラョ * ∨ 

  " ラま  "れやケキホ ラョ ヮよ コΑョゎΑ ゅョ サゅシぺ ヴヤハヱ メボバャや りヱホ ゆィヱョよ メョバΑ ラぺ ヱワ ラゅシルΗや ヴャま るよシルャゅよ ケΑカャや 
- ヱヅシケぺ 
 
 

るΑヤカやキ ヅヱケセ  ヅヱケセるΑィケゅカ ヵケゅΑバョ ヅケセ 

 ヶプ るヤをョゎョメボバャや ヱ- .りヱケをャや ラョ ケキホ 
ヲ- るェタャや ラョ ケキホ 
ン- るヤもゅハ りゅΑェ 

メやキゎハΙや ケゅΑバョ 
ヅΑケヘゎ Ιヱ ヅやケプま Ι ヵぺ 
ヶよワクャや ヅシヱャや ヴョシΑ 

/ サケキ るヤもシぺ ポルよ  ヱヅシケぺ キルハ りキゅバシャや. 
  

https://instagram.com/rashaaalharbi?igshid=cqtqioh1qw8n
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  ( ノッ✓ ( ヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) :るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ ) 

ャや ヴヤハ ュヱボゎ ベΚカΕや ラぺ ヮΑヱミショ ンケΑ * れホヱャや ヶプ ゆゅシゎミΙやヱ ノよヅ ヮシヘル(✓ .) 
 

 フケハるΑャゅゎャや ュΑワゅヘョャや: 
ヮΑヱミショ キルハ ベΚカΕや : .るΑヱケ Ιヱ ケミプ ケΑビ ラョ ゅヰャゅバプぺ ヴャま ゅヰャ るΑハやキ サヘルヤャ メゅェ 

 
:ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ                                       

* ゅョ∨ヮΑヱミショ キルハ サヘルャや メやヱェぺ ュゅシホぺ 
1- ラョ :ヶバΑよヅ  .ァやコョャや メタぺ 
2- キゅヘゎショ:  .ゆΑケキゎャやヱ りキゅバャや ラョ 
 

∨ヮΑヱミショ キルハ りキゅバシャや ヅヱケセ ヶワゅョ * 
1) るェタ キよャや   .ラ 2) ァやゴヨャや メギわバヨャや.  3) .ロゲΒジΑ りゅΒェ      4) サゅレャゅよ ネゅヨわィΙや.     5) るョミェャや メΑタェゎ. 
 
 *ヶョヰシ ヅヅカョ ュシケや Ε ネやヱルヮΑヱミショ キルハ りキゅバシャや. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:ヶゎほΑ ゅョ メヤハ                                                
∨ヮΑヱミショ キルハ ペヤヅョャや ケΑカャや ヶワ ンヱタボャや りキゅバシャや * 

-  .メボバャや りヱボよ ペボェゎゎ ゅヰゎやク ヶプ るΑゅビ ヶワヱ メホゅハ ラもゅミ ヱワ ゐΑェ ラョ ラゅシルΗや りキゅバシ ゅヰルΕ 
 

 れやケゅよバャや メョミぺ:れシケキ ゅョ ¬ヱッ ヶプ ゅヰよシゅルΑ ゅョよ るΑゎΓや        
- キゅバシャや ラョ ネヱル ヶワ り  ゆΑケホ メゅョミ るよゅをョよ キバゎ  ヮΑヱミショ キルハ  .)るΑシヘルャや りキゅバシャや( 
-  ヶワゅヰゎやク ヶプ るΑゅビ ケよゎバゎ りキゅバシャや ラョ ネヱル ヮΑヱミショ キルハ  .)ンヱタボャや りキゅバシャや( 
-  るΑヱケ Ιヱ ケミプ ケΑビ ラョ サヘルャや ラョ ケキタゎ メゅバプぺ ゅヰルぺ ベΚカΕや フケハ フヱシヤΑプ .)ヮΑヱミショ( 
 

 
:れシケキ ゅョ ¬ヱッ ヶプ ゅヰよシゅルΑ ゅョよ るΑゎΓや れやケゅよバャや メョミぺ         

-  ぺキよョよ ュゎヰゎ ュャ りクヤャやヱ りキゅバシャや ヴヤハ るョもゅボャや るΑホΚカΕや れゅΑケドルャや ラぺ れルゅミ ンケΑ .)フΑヤミゎャやヱ ュやコャΗや( 
-  れルゅミ キルハ ゆィやヱャや ヮΑヤハ ュヱボΑ ヵクャや サゅシΕや .)りケΑカャや りキやケΗや( 
 

るΑシヘルャや りキゅバシャや ンヱタボャや りキゅバシャや 

 スΑバΑ ラぺ ラョ ラゅシルΗや ラミョゎ るΑボヤカ りキゅバシ ヶワ
 ュゅィシルや ペΑボェゎャ フキヰゎヱ るヤΑタヘャや ゆシェ ⇔ゅもルゅワ

.ヮゎゅプケタゎ ノョ ラゅシルΗや 

ペヤヅョャや ケΑカャや ヶワ 

ゅヰゎやク ヶプ るΑゅビ ヶワ 

ゆΑケホ メゅョミ ヶワ 

/ サケキ るヤもシぺ ポルよ ヮΑヱミショ キルハ りキゅバシャや るΑケドル . 
  

/ サケキ るヤもシぺ ポルよ  れルゅミ キルハ ゆィやヱャや るΑケドル . 
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:ヶゎほΑ ゅョ メヤハ       
* ぺゆィヱ  れルゅミ ∨りケΑカャや りキやケΗや ぺキよョ ヴヤハ キゅョゎハΙや 
-  ラョ ゅヰゎケΑカ キョゎシゎ Ι ゅヰルΕ .ゅヰゎやク ラョ ゅョルまヱ れゅΑゅピャや 
 

 :るΑャゅゎャや れやケゅよバャや ラョ キヱタボョャや ケシプ 
 .るΑもゅボヤゎャやヱ ゆィやヱャや ラΑよ " れルゅミ "コΑョΑ * 

-   ラヱミΑ ゅルワ ヮシヘル ヴヤハ ドプゅェヱ りゅΑェャや ラョ サもΑ キホ ラヱミΑ ゅョキルハ ラミャヱ ゆィやヱャや ペプヱ メョバΑ Ι るルゅよ ヮゎゅΑェ ヴヤハ ラゅシルΗや ドプゅェΑ ゅョキルハ ヵぺ
 .ゆィやヱャや ペプヱ メョハ キホ 

 
 ラΑよ "れルゅミ" コΑョΑ * .ラヱルゅボャやヱ ゆィやヱャや 

-   ポヤバプ ゅルワ ゆィやヱヤャ ⇔ ゅョやケゎェや ベケシゎ ュャ やクま ラミャヱ ∩⇔ゅΑホΚカぺ ⇔Κバプ キバΑ Ι ノョゎィョャや ラョ フヱカャや ヱぺ ゆゅボバャや ラョ フヱカャや ヶハやキよ ベケシゎ ュャ やクま
 ャや ヴヤハ りケキボャや ヮΑキャ ラョ メゅをョ ∩ゆィやヱャや ペプヱケシΑ Ι ラミャヱ るホケシャや ノΑヅゎシΑ ヱぺ スピΑ Ι ラミャヱ スピベ . 

 
 フケハウヤヅタョャや ヶャゅゎャや: 

 りケΑカャや りキやケΗや *  :れルゅミ キルハ ヶワ  .ゆィやヱャや ラヱルゅホ ケΑビ ケカへ ラヱルゅホ ゅヰャ ラヱミΑ Ι ヶゎャや ポヤゎ 
                                                                                                          

:ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ    
 ∨"れルゅミ" キルハ ゆィやヱャや キキェΑ ヵクャや ゅョ * 

- ラぺ  .りケェャや りキやケΗやヱ メボバャゅよ キキェゎΑ ゅョルまヱ ∩るバヘルョャや ヱぺ るよケィゎャゅよ Ιヱ ∩りクヤャや ヱぺ ラやキィヱャや ヱぺ るヘヅゅバャゅよ キキェゎΑ Ι ゆィやヱャや 
 

  コΑョ ゆィやヱャや ペΑボェゎャ *ケョやヱΕや ラョ ラΑハヱル ラΑよ "れルゅミ"∩ゅョワケミクぺ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ( ノッ✓ ( ヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) :るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ ) 
-  ( チケビ ヵぺ ラハ ロコルョ "れルゅミ" キルハ ゆィやヱャや✓.)                                                       
- ( るΑもゅボヤゎャやヱ ゆィやヱャや ラΑよ "れルゅミ" キェヱ .) 
- ( ロキェヱ メボバャゅよ "れルゅミ" キルハ ゆィやヱャや キキェゎΑ .) 
-  "れルゅミ " ケタェ( ュΑホ るをΚを キΑボゎ ヒΑタ るをΚをよ るΑバヅボャや ケョやヱΕや✓ .) 
 
 
 
 

りキΑボョャや るΑヅケセャや ケョやヱΕや るボヤヅョャや るΑバヅボャや ケョやヱΕや 

 るョゅバャや りキハゅボヤャ ケョやヱΕや ロクワ ノッカゎ 
.)ポャクミ るヤΑシヱャや キやケぺ るΑゅピャや キやケぺ ラョ( 

キΑホ ヱぺ ヅケセ ヵΕ ノッカゎ Ι 
  キィヱΑ ヱゎ キハやヱホ るをΚをヘュΑホ ゐΚを キΑ 

 ラヱミΑ ゐΑェよ ⇔ゅョもやキ メョハや
 メバプヴヤミ ラヱルゅボャや  るバΑよヅヤャ 

 ペよヅルΑ ゅョ ヵぺ るΑヤミ りキハゅホ
 ヴヤハ ペよヅルΑ ¬コィャや ヴヤハ

 メをョ メミャやΙ( )ゆクミゎ. 

 ⇔ ゅホキゅタ ラミプ サゅルャや るボを ゆシミゎ ラぺ れキケぺ やクま :メゅをョ
 ⇔ゅェャゅタ ラミプ ⇔やキΑバシ スΑバゎ ラぺ れキケぺ やクま 

 ゐΑェよ ゅョもやキ メョハや
  るΑゅピミ るΑルゅシルΗや メョゅバゎ

 れシΑャヱ.るヤΑシヱ 

  ゅヰゎやク ヶプ るΑゅピャや りキハゅホ
 ゆェ Κをョ ラゅシルΗや  

 ヮΑカΕ ラゅシルΗや   ラヱキよ
.るェヤタョ 

  ラヱミゎ ゐΑェよ メョハや
 ポゎキやケま   ラもゅミ ポルΕ

  りキやケΗや ヶワ ペヅゅル
 るΑヤミャや るハケセョャや 

 キよΙ ヵぺ ラぺ   ラヱミゎ
りケェ りケΑカャや りキやケΗや. 
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:ヶゎほΑ ゅョ メヤハ 

ョャや るΑバヅボャや ケョやヱΕや ノッカゎ Ι *ヅ ヵΕ るボヤキΑホ ヱぺ ヅケセ. 
- .ゅヰィもゅゎル ラハ ケドルャや フケタよ ゅヰゎやク ヶプ るョコヤョ ゅヰルΕ 

.キヰバャや ラカゎ Ι ∩⇔ゅョもやキ ベキタャや メホ ∩⇔やケΑカ ラミ :⇔Κをョ                                 
 

れシケキ ゅョ ¬ヱッ ヶプ ゅヰよシゅルΑ ゅョよ るΑゎΓや れやケゅよバャや メョミぺ:        

 ⇔ ゅョもやキ メョハぺ :るピΑタ ケよゎバゎ *ヴヤミ ラヱルゅボャや メバプ ラヱミΑ ゐΑェよ るバΑよヅヤャ  ( りキハゅホるΑヤミ .) 
 ⇔ ゅョもやキ メョハぺ :るピΑタ ケよゎバゎ * れシΑャヱ るΑゅピミ るΑルゅシルΗや メョゅバゎ ゐΑェよ .るヤΑシヱ ( りキハゅホゅヰゎやク ヶプ るΑゅピャや .) 

 

 
:るΑャゅゎャや ュΑワゅヘョャや フケハ                                      

タぺ キルハ りキゅバシャや*ェるバヘルョャや るΑケドル ゆゅ : サゅルャや ヮΑプ ゆビケΑ ゅョ ヶワヱ ケΑカャや ヶワ∩メバヘャゅよ ゅルケΑピャヱ ゅルャ ノプゅル ヱワ ゅョ ケΑカャやヱ . 
 

  ( ノッ✓ ( ヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) :るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ ) 
-   アもゅゎルャや ヶプ りケよバャゅプ ¬ヶセャや ノヘル ンキョ ヶプ ラョミゎ りキゅバシャや(✓.) 
-  .りクヤャゅよ るヅよゎケョ るバヘルョャやヱ るバヘルョャゅよ るヅよゎケョ りキゅバシャや(✓ .) 
- ヮΑプ ゆヱビケョャや キΑェヱャや ¬ヶセャや ヶワ りクヤャや (✓ .) 
-  .るョゅバャや るバヘルョャゅよ るヤタャや るボΑをヱ れシΑャ るΑタカセャや るバヘルョャや ( .) 
 

   :ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ                                                
 ∨ュゅゎルよ キルハ りクヤャや ゆゅシェ ヶプ メョゅハ ュワぺ ゅョ * 

- キやキゎョΙや メョゅハ . 
 

∨るバヘルョャや るΑケドルャ ラΑシシぼョャや るヘシΚヘャや ¬ゅョシぺ ケミクぺ * 
1-  ュゅゎルよ ヶョケΑィ .  2- メョ れケやヱΑゎシ ラヱィ . 
 

 りキハゅボャや ゅョ * ∨るバヘルョャや るΑケドル ゅヰΑヤハ ュヱボゎ ヶゎャや るΑシゅシΕや 
-  .サゅルャや ラョ キキハ ケよミΕ りキゅバシャや ラョ ラミョョ ケキホ ケよミぺ ペΑボェゎ 
 

 ∨ラゅプヱシヤΑヘャや ラΑよ ポケゎセョャや ケヱタゎャや ゅョ * 
-  .りクヤャや ラョ ネヱル ヶワ りキゅバシャや ラぺ 
 

∨ラゅヘヤゎカΑ ゅョΑプ *                  
-  .りキゅバシャや ペΑボェゎ ベケヅ 
 

ラケゅホ  ラΑよむキゅよョ りキゅバシャや  ラョ メミ キルハヱ ュゅゎルよ れケやヱΑゎシ ラヱィメョ メヱキィャや ゆシェ: 

 

/ サケキ るヤもシぺ ポルよ  るΑケドル メョヱ ュゅゎルよ キルハ るバヘルョャや . 
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:ヶゎほΑ ゅョ メヤハ 
 ∨ュゅゎルよ キルハ りクヤャや メョやヱハ ュワぺ キやキゎョΙや メョゅハ ケよゎバΑ * 

-  .キやケプΕや ラョ キキハ りクヤャや メョセゎ ラほよ ウョシΑ ヮルΕ 
                                                                                

 キヱタボョャや ケシプケゅよバャや ラョ り :るΑャゅゎャや 
∨ュゅゎルよ キルハ るョゅバャや るバヘルョャゅよ るヤタャや るボΑをヱ るΑタカセャや るバヘルョャや* 

-  .るハゅョィャや ケΑカヱ キケヘャや ケΑカ ラΑよ ヅよケΑ キやキゎョΙや メョゅハ ラΕ 
 

 .メヱキィャや ゆシェ りキゅバシャやヱ りクヤャや ラΑよ ラケゅホ * 
りキゅバシャや  りクヤャや 

ペヤヅョャや /ヴョシΕや ケΑカャや く ャや ケΑカャやヶよシル く 

るヤョゅセ るΑヤミ  榮帙瑣杆 椚箍棔榮帙抛畍湫巍 く  キシィャゅよ るヅよゎケョ るΑもコィゥヱケャやヱ く 

るョもやキ      ヵぺ ゅヰゎやク ヶプ るΑゅビ るゎホぼョ        ヵぺ ヴヤハぺ るΑゅピャ るヤΑシヱ 
 

 
  ( ノッ✓ ( ヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) :るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ ) 

-  るΑケェャやま ンキェぺΑヘシヤヘャや メミゅセョャや ュキホ.る (✓ ) 
-   .ラゅシルΗや キルハ りコΑコハ るョΑホ ケよゎバゎ Ι るΑケェャや ( ) 
-  .ヅボプ ラゅシルΘャ ヵキヱィヱャや ヴルバョャゅよ ヅよゎケョ るΑケェャや ュヱヰヘョ( ) 
-   .ケをミぺ ラヱルゅボャや るャヱキ ヶプ キシィゎゎ るΑケェャや(✓) 
-  .るΑケェヤャ キΑキィ ュヱヰヘョ りケヱヤよ ヶプ るΑキヱィヱャや るヘシヤヘャや れョヰシぺ(✓) 
 

:るΑャゅゎャや ュΑワゅヘョャや フケハ                                                    
:るΑケェヤャ ュゅバャや ヴルバョャや * るャゅェ  .ラゅシルΗや りキやケま ヴヤハ ケシボャやヱ キΑボャや ュやキバルや 

 
:ヶゎほΑ ゅョ メヤハ 
 るΑケェャや ケよゎバゎ *ンキェま るヘシヤヘャや ヶプ メミゅセョャや ュキホぺ . 

1- .ケワヱィヱ るΑワゅョミ ヶルゅシルΗや キヱィヱャや ュΑョタよ るヅよゎケョ ゅヰルΕ 
2- .ノョゎィョャやヱ るバΑよヅャゅよ ラゅシルΗや るホΚバミ るョヰョ ゅヰルΕ 
 
*  ンヱヰヤャ りキゅッョ るΑケェャや りコΑケピャやヱ . 
-  .アもゅゎル ラョ ヮルハ アゎルΑ ゅョヱ ヮよゅよシぺ るプケバョ キバよ Ιま ⇔Κバプ コィルΑ Ιぺ ラゅシルΗや ヴヤハヱ るΑャヱぼショャゅよ ⇔ ゅΑヱッハ ⇔ゅヅゅよゎケや ヅよゎケゎ るΑケェャや ラΕ 
 

 .ケをミぺ ラヱルゅボャや るャヱキ ヶプ るΑケェャや キシィゎゎ * 
-  ラΑよ れゅホΚバャや ュΑドルゎよ ウョシΑ ヵクャや ヱワ ラヱルゅボャや ラΕヱ るΑケェャや ラハ るャヱもショャや るヰィャや ヶワ るャヱキャや ラΕ  ュヰホヱボェ ュヰャ ラョッΑヱ キやケプΕや

.ュヰゎゅよィやヱヱ 
 

.ヴッヱプ ヴャま メヱェゎゎ ラヱルゅホ ラヱキ るΑケェャや * 
-  .ケΑよバゎャやヱ メバヘャやヱ るミケェャや るΑケェ ラョ キェゎ ラΑルやヱボャや ラΕ 

                                                                    
 
 

/ サケキ るヤもシぺ ポルよ  .るΑケェャや 
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   :ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ 
 ∨るΑケェャや ュヱヰヘョよ るヅよゎケョャや ヶルゅバョャや キキハ * 

1- .ヵキヱィヱャや ヴルバョャや        2- .ヶシゅΑシャや ヶルバョャや         3 -  .ヶボヤカャやヱ ヶシヘルャや ヴルバョャや 
 

 ∨ヶシゅΑシャや ゅヰバよゅヅよ るΑケェャや ケヰドゎ ラΑぺ * 
-  ヶプ .ノョゎィョャや キやケプぺ ラョ キケプ ヱヰプ るャヱキャや ヶプ ゅヰよ メヱョバョャや ラΑルやヱボャや ペプヱ Ιま ¬ゅセΑ ゅョ メバプ ノΑヅゎシΑ Ι ラゅシルΗや ラぺ 

                                                    
 ケミクぺ *ャや ヶルゅバョや るヘヤゎカョャや .るΑケェャ 

1-  .メバヘャや るΑケェ 
2-  .ケゅΑゎカΙや ヶプ ペェャや 
3-  ケキホ ロやケミΗや キゅバよゎシや りケヱケッ .ラゅミョΗや 
 

 ∨るΑケェャや ュヱヰヘョ ゅヰよ ヅよゎケΑ ヶゎャや むキゅよョャや ゅョ * 
- メホゅバャや ラゅシルΘャ るΑシゅシぺ るヘタ .                       -   .りキやケΗゅよ ヅよゎケョ 
 - るΑャヱぼショャゅよ るヅよゎケョ.                                -   ケキタΑ Ι ヵクャや ヶハやヱャや ケェャや メバヘャゅよ るヅよゎケョΙま ケΑミヘゎ ラハ . 

 

 
   :ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ                                                             

 ∨ケゎケゅシ メヱよ キルハ るΑケェャや ケタゅルハ ヶワ ゅョ * 

 
 

 ∨るΑケェャや ヶプ ケゎケゅシ れΙヱボョ ケヰセぺ ゅョ * 
- ΑルゅシルΗや キヱィヱ ラハ ロコΑΑョゎ ラミョΑ Ι るΑケェ ヮΑョシル ゅョ ラまヱ ヮゎΑケェよ るボヤバョ ヵケセよャや ラもゅミャや るΑワゅョ ラま  ラヱミΑャ ⇔Ιヱぺ キィヱΑ Ι ラゅシルΗや ラま ∩る

.⇔やケェ ロキヱィヱヱ ラゅシルΗや キヱィヱ ラΑよ ベケプ るョを サΑャ ゅョルま ∩⇔やケェ ポャク キバよ 
-  .ラもゅミ ヱワ ゅョハ メヱもショ ラクま ラゅシルΗゅプ ∩るΑワゅョャや ペよシΑ キヱィヱャや ラゅミ やクま 
- .∠ ゅッΑぺ ⇔ ゅプキワ ラΑケカΓや るΑケェ キバゎ ラぺ Ιま ゅルバシΑ Ι ∩ヮΑャま ヴバシル ⇔ゅプキワ ゅルゎΑケェ メバィル ラぺ キΑケル クま ゅルルま 
 

 
  ( ノッ✓ ( ヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) :るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ ) 

-  .ラゅシルΗや ヴャま メゅバプΕや るよシルヱ るΑバよゎ キΑキェゎよ コΑョゎゎ るΑャヱぼショャや(✓) 
-  .ケセヱ ケΑカ ∩ュやケェヱ メΚェ ヴヤハ メゅバプΕや フルタゎ(✓) 
-  .ヮャゅバプぺ ラハ メヱぼショ メホゅバャや ラゅシルΗや ラヱミΑ ラぺ りケヱケッャゅよ サΑャ( ) 
-   "れルゅミ" キバΑメヱぺ  .るΑャヱぼショャやヱ ベΚカΕや ラΑよ るヤタャや ラ∂Αよ ゐΑキェャや ケタバャや ヶプ フヱシヤΑプ(✓ ) 

                                                                                               
 *フケハ るΑャヱぼショャや: ラョ ヮルハ ケキタΑ ゅョよ ¬ケョャや ケやケホま ヶワ  メゅバプぺキバゎショヱ メゅバプΕや ロクワ アもゅゎル メョェゎャ  メをョラゅシルま  ヴヤハ ケキボャや ヮΑキャ

.ュヤドΑ Ι ラミャヱ ヮよタルョ ゆよシよ ュヤドャや 

/ サケキ るヤもシぺ ポルよ  .ケゎケゅシ メヱよ キルハ るΑケェャや 
  

/ サケキ るヤもシぺ ポルよ .ヶヘシヤプ ケヱドルョ ラョ るΑャヱぼショャやヱ るΑャヱぼショャや 
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:ヶゎほΑ ゅョ メヤハ 
ヶホΚカぺ ラもゅミ ラゅシルΗや * . 

- .ほヅカャやヱ ゆやヱタャや ラΑよ コΑΑョゎャや ヴヤハ りケキボャやヱ ケゅΑゎカΙや るΑケェ ヮΑキャヱ りケェ りキやケまヱ ⇔Κボハ ポヤゎョΑ ヮルΕ 
                                                                                                                    

* ∨るΑャヱぼショャや ソもゅタカ ュワぺ ラョ ュΑヤシャや メボバャや 
- ヱぼショ Ι ヮルΕ .るΑャヱぼショャや ュヰΑヤョェゎ ラミョΑ Ι ラヱルィョャやヱ メヘヅャゅプ ∩コΑΑョゎャや ヴヤハ ケキボΑ Ι ラョャ るΑャ 
 

 ∨ヶホΚカΕや フケタゎヤャ ゅルバプキΑ ヵクャや ヱワ るΑャヱぼショャゅよ ケヱバセャや ラぺ * 
-  .ラョゅッゎャや メゅミセぺ メミヱ ラヱバャや ュΑキボゎヱ チΑケョャや りキハゅショ キルハ ゅルケヱバセ ヱワ 
 

ケゅよバャや ラョ キヱタボョャや ケシプ り :るΑャゅゎャや 
 メミ ヶプ るΑャヱぼショャや ラゅシルΗや( *)メやヱェΕや . 

- .ゅヰィもゅゎル メョェゎΑ ヱヰプ ヶャゅゎャゅよヱ るΑャヱぼショャや るヤもゅヅ れェゎ ヶワ メやヱホぺヱ れゅプケタゎヱ れゅΑミヱヤシ ラョ ラゅシルΗや ラハ ケΑタΑ ゅョ メミ ラぺ 
                                                                                                                   

 *( ソもゅタカ ラョ るプケバョャやるΑャヱぼショャや) . 
-   ラゅシルΗや ヴヘバΑ Ιヱ るプケバョャや キΑやコゎよ キやコゎ るΑホΚカΕや るΑャヱぼショャやヱ ∩ゅヰΑヤハ ケΑシル ラぺ ヶピよルΑ ヶゎャや ュドルャやヱ キハやヱボャや るプケバョ ラョ キよΙ ヵぺ

 .ュドルャやヱ キハやヱボャゅよ メワゅィャや 
 

 るΑャヱぼショャや ソもゅタカ ラョ( * るΑルゅミョま .)ペΑボェゎャや 
-  ペボェゎゎ ラぺ るΑルゅミョま ラョ キよΙ るΑャヱぼショャや ペボェゎゎ ヶミャ ヵぺ クゅボルま キェやヱ ソカセャ ラミョΑ Κプ ∩メバヘャゅよ50  .れホヱャや れやク ヶプ ベケピャや ラョ ソカセ 
 

   :ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ 
るΑャヱぼショャや ソもゅタカ ヶワ ゅョ *∨ 

1) メボバャや: るΑャヱぼショャや ソもゅタカ ュワぺ . 
2) るΑケェャや :るΑケェ ラヱキよ るΑャヱぼショ Ι . 
3) るプケバョャや : るΑャヱぼショャや るΑホΚカΕや るプケバョャや キΑやコゎよ キΑやコゎゎ . 
4) ペボェゎャや  :キよΙ るΑャヱぼショャや ペボェゎゎャ   ラョ ヴヤハ りケキボャやボェゎΑメゅをョ メバヘャや ペ ( ノΑヅゎシゎ メワクゅボルま 50 )∨キェやヱ ラへ ヶプ ベケピャや ラョ ソカセ . 
 

 ゆルやヱィ ケミクぺ * コルゅワ キルハ るΑルヱルゅボャやヱ るΑホΚカΕや るΑャヱぼショャや サゅルヱΑ ∨ 
1- ゅッΑぺ ケヱバセャやヱ ラやキィヱャや ヴヤハ メよ ヅボプ メボバャやヱ りケΑカャやヱ りケェャや りキやケΗや ヴヤハ るΑャヱぼショャや ュヱボゎ Ι . 
2-  ヶホΚカΕや フケタゎヤャ ゅルバプキΑ るΑャヱぼショャゅよ ケヱバセャやりキハゅショ( )ヴッケョャや . 
3-   ラぺ ヅルゅミヱ コルゅワ ペヘゎΑラゅシルΗや ゅバョ るヘヅゅバャやヱ メボバャや ポャク ケケボΑ ヵクャやヱ ヮョキハ ラョ ヮよィやヱよ ュゅΑボャや ヶプ ケェ . 
4-  ラョ ラΑハヱル ヴヤハ コルゅワ コミケ:れゅΑャヱぼショャや  )ぺ )ュワ¬ゅルよぺ ロゅィゎ ラΑキャやヱャや (:メをョ るΑバΑよヅャや るΑャヱぼショャや . 

                                                    )ゆ )ラΑョヱミェョャや ロゅィゎ ュゅミェャや(:メをョ るΑキホゅバゎャや るΑャヱぼショャや. 
 

∨るΑャヱぼショャや ュゅシホぺ ヶワ ゅョ *                                                                                     
1) ヤカャや るΑャヱぼショャやボるΑ .  2) るΑルキョャや るΑャヱぼショャや .  3) るΑハゅョゎィΙや るΑャヱぼショャや . 

 * ケミクや ゆルやヱィ ∨れルゅミヱ コルゅワ ラΑよ ベゅヘゎΙや 
1- ラま  ラゅシルΕや  .ヮよ ュゅΑボャや ュキハ ヱぺ ヮよィやヱよ ュゅΑボャや ヶプ ケェ ラヱミΑ 
2-  .⇔ ゅッΑぺ るヘヅゅバャや ポャヱ ロキェヱ メボバャや サΑャ ラΑゎャゅェャや ヶプ るΑャヱぼショャや ケケボΑ ヵクャや 
 

       :れシケキ ゅョ ¬ヱッ ヶプ ゅヰよシゅルΑ ゅョよ るΑゎΓや れやケゅよバャや メョミぺ 
-  ( ぺキよョ ヴヤハ ュヱボゎ ゆィやヱャや ヶプ "れルゅミ" るΑケドル ュやコャΗや  ヶホΚカΕや .) 
- ( ヮよゅゎミ ヶプ るΑホΚカΕや るΑャヱぼショャや ゆルやヱィ サゅルヱΑ コルゅワ フヱシヤΑヘャや ウッヱるΑャヱぼショャや ぺキよョ .) 
- ( メミセ ヶプ ラヱミゎ るΑもゅルィャや るΑャヱぼショャやるよヱボハ .) 

https://instagram.com/rashaaalharbi?igshid=cqtqioh1qw8n
https://instagram.com/rashaaalharbi?igshid=cqtqioh1qw8n
https://instagram.com/rashaaalharbi?igshid=cqtqioh1qw8n


.メヱキィャや ゆシェ るΑャヱぼショャや ュゅシホぺ ラΑよ ラケゅホ * 

 
                                                

ヅヅカョャや メョミぺ * れゅΑョヰシャやる るΑャゅゎャや :  
ゅョ るΑャヱぼショャや ネやヱルぺ∨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
 
  

 ヶワ ゅョるΑルヱルゅボャや るΑャヱぼショャや ュゅシホぺ∨ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ゅヰよゅェタぺ ヴャま れΙヱボョャや ゆシルぺ * 
 ラミョΑ Ι *( .ノΑッケ メヘヅ ロゅィゎ ゅルゎΑャヱぼショ るョヱゅボョコルゅワ サゅルヱΑ ) 

 
  ( ノッ✓ ( ヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) :るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ ) 

-  .るΑバΑよヅャや るΑャヱぼショャや ュハ るΑョワぺ メボゎ Ι るΑキホゅバゎャや るΑャヱぼショャや(✓ ) 
-  .ロキェヱ メボバャや ヴヤハ ュヱボゎ コルゅワ キルハ るΑャヱぼショャや() 
-  ."れルゅミ" フヱシヤΑヘヤャ ゆシルΑ "るΑャヱぼショャや ぺキよョ" ゆゅゎミ( ) 

                                                                                   
 
 

るΑルキョャや るΑャヱぼショャや るΑもゅルィャや るΑャヱぼショャや 

ケやケッΕや ラハ チΑヱバゎ メミセ ヴヤハ ラヱミゎ るよヱボハ メミセ ヴヤハ ラヱミゎ 

るΑホΚカΕや るΑャヱぼショャや るΑルヱルゅボャや るΑャヱぼショャや 

 ゆィΑ ラョ るΑタカセよ るボヤバゎョ ラヱミゎ
ケヱョΕや ラョ ケョぺ ヮΑヤハ 

 キキェョ ラヱルゅホ ゆシェ ラヱミゎ
¬ゅッボャや ュゅョぺ ヮΑヤハ ゆシゅェΑヱ 

ケΑョッャや ペプヱ メョバΑヱ フケタゎャや ラシェΑ :メゅをョ 
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:るΑャゅゎャや ュΑワゅヘョャや フケハ 

 ベΚカΕや * :るΑボΑよヅゎャや ワヶ  .るΑルゅシルΗや メゅバプΕやヱ ポヱヤシャゅよ ュゎヰゎ ヶゎャや ベΚカΕや るヘシヤプ ラョ ¬コィ 
                                                                                                                  

   :ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ                                
∨ラΑぺヱ ∨るΑボΑよヅゎャや ベΚカΕや れケヰド ヴゎョ * 

-  ΑΙヱャや ヶプ ラΑケセバャや ラケボャや れゅルΑゎシ ヶプ.りキェゎョャや れゅ 
 

 ∨るΑケドルャや ベΚカΕやヱ るΑボΑよヅゎャや ベΚカΕや ラΑよ ヶシゅシΕや ベケヘャや ヱワ ゅョ * 
- .ゅヰΑプ ポセャや ラミョΑ ケゅミプぺ れシΑャヱ ゅヰゎドェΚョ ラミョΑ ヮルΕ メゅバプΕやヱ ポヱヤシャゅよ ュゎヰゎ るΑボΑよヅゎャや ベΚカΕや 

                                                                                               
∨るΑボΑよヅゎャや ベΚカΕや ゅヰャ ケΑセゎ ヶゎャや ヶルゅバョャや ヶワ ゅョ * 

-ゅヰャ メヱヤェ ゥやケゎホやヱ るルΑバョ るャゅェャ るΑホΚカΕや るシやケキャや   メをョ)ュΑェケャや れヱョャや るャゅェ( . 
- メΑヤェゎヱ ベゅΑシヤャ るΑョワΕや ¬ゅヅハまケやケボャ メヱタヱヤャ アもゅゎルャや )チΑケョ ラハ りゅΑェャや りコヰィぺ ノプケ(:メをョ . 
-ゅΑホΚカぺ れ   るルヰョャや :メをョ キキェョ ヶホΚカぺ ベゅをΑョミ ベゅをΑョ(¬ゅよヅΕや ∩  ∩りゅッボャや )ラΑΑョΚハΗや 
- ¬ゅよヅΕや( るΑャヱぼショャや キΑキェゎ ラヱャヱぼショ ュゅョぺ )ュワゅッケョ 
-ゅヰョワぺ りキΑキィ るΑボΑよヅゎ れΙゅィョ ケヱヰド:  ぺ- ベΚカΕや ヅャや .るΑよ 

                                            ゆ - るもΑよャや ベΚカぺ . 
                                            ァ - るΑルボゎャやヱ ュヤバャや ベΚカぺ . 
                                            キ-  るルヰョャや ベΚカぺ . 

:ヶゎほΑ ゅョ メヤハ 
∨るΑホΚカΕや ノもゅホヱャや るシやケキよ ベΚカΕや るヘシΚプ ュゅΑホ * 

-  .ヶハゅョゎィΙや ポヱヤシャや ヶプ ケΑよミャや ケΑΑピゎャや ゆよシよ 
 

ケΑΑピゎャや *   .ヶハゅョゎィΙや ポヱヤシャや ヶプ 
1-  .れゅΑルボゎヤャ キΑやコゎョャや メゅョバゎシΙや ゆよシよ 
2- .ラゅシルΗや ケΑタョよ るヤタゎョャや るΑョヤバャや れゅプゅセゎミΙや 

                                                              
  ( ノッ✓ ( ヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) :るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ ) 

-  .キΑキィ ウヤヅタョ るΑボΑよヅゎャや ベΚカΕや ウヤヅタョ (✓ ) 
-  .るΑルゅシルΗや メゅバプΕやヱ ポヱヤシャゅよ ュゎヰゎ ベΚカΕや るヘシヤプ(✓ ) 
-  .るΑケドルャや ベΚカΖャ ヶボΑよヅゎャや ヮィヱャや ヶワ るΑボΑよヅゎャや ベΚカΕや( ) 
 

      :れシケキ ゅョ ¬ヱッ ヶプ ゅヰよシゅルΑ ゅョよ るΑゎΓや れやケゅよバャや メョミぺ 
-  ( るΑョヤバャや メもゅショャゅよ るヘシΚヘャや ュゅョゎワや ヴャま ケΑセΑ ラゅミ ュΑキホ ウヤヅタョャや るΑヤョバャや るヘシヤヘ .) 
- ( ヱワ メΑャキャや るルΑバョ るャゅェャ ヶホΚカぺ ュヰプ ュΑキボゎャ るャヱゅェョ るΑボΑよヅゎャや ベΚカΕやるΑよヅャや ベΚカΕや .) 
 

ケゅよバャや ラョ キヱタボョャや ケシプ り :るΑャゅゎャや 
(ゅョヰルΑよ ベケヘャや ュビケ るΑケドルャやヱ るΑボΑよヅゎャや ベΚカΕや ヅよやケゎゎ .) 
- ェぺ ラョッゎΑ ヵケセよャや ポヱヤシャや ラΕミるΑホΚカぺ ⇔ゅョゅ ∩   るヘシヤヘャやヱ ソゅカ メミセよ ベΚカΕや るヘシヤヘャ キΑキィゎヱ ケヱヅゎ ケよゎバゎ るΑボΑよヅゎャや ベΚカΕや ラクま

 .ュゅハ メミセよ 
                                                       

/ サケキ るヤもシぺ ポルよ  .るΑボΑよヅゎャや ベΚカΕや 
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  ( ノッ✓ ( ヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ ):るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ )  

-  .ヅボプ ヶよヅャや メゅィョャや ヶプ るΑよヅャや ベΚカΕや キキェゎゎ() 
-   .るΑホΚカΕや るΑよヅャや メもゅショャや ヴヤハ るヤをョぺ ォゅシルゎシΙやヱ ュΑェケャや れヱョャや ケよゎバΑ(✓) 
-  .ヅやケホ ヱよぺ ヶルゅルヱΑャや ゆΑよヅャゅよ るΑよヅャや ベΚカΕや れヅよゎケや(✓) 
-  .ヮシヘル ゆヅャや ュキホ るョΑキホ るΑよヅャや ベΚカΕや(✓) 
-  .チΑケョャや るェヤタョ ヮΑプ ゅョ ペよヅΑヱ チΑケョャや りキやケま ュケゎェΑ Ιぺ ゆΑよヅャや ヴヤハ( ) 

                                                                                                   
      :れシケキ ゅョ ¬ヱッ ヶプ ゅヰよシゅルΑ ゅョよ るΑゎΓや れやケゅよバャや メョミぺ 

-  ヶワ ⇔ゅΑをやケヱ ゅヰゎシキルワ ュゎ ヶゎャや れゅルもゅミャや メヱぺゎミよャや(ΑゅΑケ .) 
-  ヱワ ゆヅャや サシぼョ ケよゎバΑ ヶルゅルヱΑ ゆΑよヅ(ヅやケボよぺ.) 
-  ヶワ るΑよヅャや ベΚカΕや ゅヰェケヅゎ るョΑホ ュワぺ .)るャやキバャや るョΑホ( 
 

 フケハウヤヅタョャや :ヶャゅゎャや 
 :るΑをやケヱャや るシキルヰャや * りキΑキィ れゅルΑィ メゅカキまヱ るΑバΑよヅャや フヱケドャや ヶプ ゐキェゎ Ι るボΑケヅよ るΑをやケヱャや りキゅョヤャ ラゅシルΗや メΑキバゎ  ソもゅタカ ァゅゎルΗ

.りキΑキィ 
                                           

 :ヶヤΑ ゅョ るェタ ヴヤハ メャキ 
* ∨るΑホΚカΕやヱ るΑよヅャや メもゅショャや ヴャま キゎョゎ るΑよヅャや ベΚカΕや 

 メをョ ヶホΚカぺ ケやケホ ヴャま ァゅゎェゎ ヶゎャや るΑよヅャや ゅΑゅッボャや ラョ ケΑをミャや ポゅルワ ラぺ ゐΑェ 
- ォゅシルゎシΙや .            - ュΑェケャや れヱョャや .              - メシルャや ラΑシェゎ.  -  りゅΑェャや るョΑホ . 
 

:ヶゎほΑ ゅョ メヤハ 
 .ロケヱヰド クルョ ゆヅャゅよ ベΚカΕや ヅゅよゎケや* 

-  ゆヅャや るヘΑドヱ ラΕ .ァΚバャや メΚカ ラョ ュャΕや ヴヤハ ¬ゅッボャやヱ キェャや ヶプ メをョゎゎ 
 

 .ゅヰゎΑョワぺ ラョ ュビケャや ヴヤハ るΑをやケヱャや るシキルヰャや ラョ フヱカゎャや  * 
-  .ヶホΚカぺ ヱワ ゅョ ゅヰルョヱ ヶルΑキ ヱワ ゅョ ゅヰルョ りキΑキハ ゆゅよシΕ ゅヰルヱップケΑ 

                                                                                    
   :ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ 

∨ヮシヘル ゆヅャや ュキホ るョΑキホ るΑよヅャや ベΚカΕや ラぺ * 
-  ゆヅャや サシぼョ ケよゎバΑ ヵクャや ヅやケホ ヱよぺ ヶルゅルヱΑャや ゆΑよヅャゅよ ゅヰヅゅよゎケや メΑャキャや  ヅやケボよぺ ュシホ メΚカ ラョ ヮシヘル れホヱャや ヶプ るΑよヅャや ベΚカΕやヱ

 .るΑホΚカΕや ュΑボャや ラョ るヤョェ ラョッゎΑ ヵクャや ケヱヰセョャや 
 

∨ヅやケボよぺ ュシホ ゅヰルョッゎΑ るΑホΚカぺ るョΑホ ュワぺ ケミクぺ * 
-  .チΑケョャや ケやケシぺ ヴヤハ ドゅヘェャや るョΑホ 

                                                        
るΑよヅャや るΑホΚカΕや メもゅショャや キキハ *  ∨るミもゅセャや 

1ォゅシルゎシΙや ) .       2ュΑェケャや れヱョャや ) .   3るΑハクィャや ゅΑΚカャや ) . 
 

 ∨るΑよヅャや ベΚカΕや ゅヰェケヅゎ ヶゎャや ュΑボャや ュワぺ ゅョ * 
-  .ァΚバャや ヶプ るャやキバャや るョΑホ 

                                                                                                        
 

/ サケキ るヤもシぺ ポルよ るΑをやケヱャや るシキルヰャやヱ るΑよヅャや ベΚカΕや . 
  

https://instagram.com/rashaaalharbi?igshid=cqtqioh1qw8n
https://instagram.com/rashaaalharbi?igshid=cqtqioh1qw8n
https://instagram.com/rashaaalharbi?igshid=cqtqioh1qw8n
https://instagram.com/rashaaalharbi?igshid=cqtqioh1qw8n
https://instagram.com/rashaaalharbi?igshid=cqtqioh1qw8n


 キキハ *れゅョゅヰシま  .るΑをやケヱャや るシキルヰャや 
1- ァゅゎルま .るΑヱキΕや ラョ キΑキバャや                             2- .ヶェタャやヱ キΑヘョャや るタゅカ ¬やクピャや ラΑシェゎ 
3-   ュヱゅボゎ れゅゎゅよル ケΑプヱゎ.るΑヱやケェタャや メョやヱバャや         4-   ァゅゎルま .チやケョΕや アャゅバゎ るΑヱキぺヱ れゅェゅボャ 
5- .るャヱェゎョャや れゅシヱケΑヘャや ヴヤハ ¬ゅッボャや               6-   キッ るャゅバプ れゅェゅボャ フゅセゎミや チやケョΕや . 
 

 ケミクぺ *チやケョΕや   ∨るΑをやケヱャや るシキルヰャや ゅヰヤェ ヶプ ュゎョワゅシ ヶゎャや 
1-  .ヵケミシャや ¬やキ                                                             
2-  .ヶもゅよヱャや キよミャや ゆゅヰゎャや 
3-  .やコルやヱヤヘルΗや 
 

 ∨るΑよヅャや ベΚカΕや れやコΑョョ ケミクぺ * 

 
 
 

)ゆ( るハヱョィョャや ラョ ゅヰよシゅルΑ ゅョよ )ぺ( るハヱョィョャや メタ *   
 
 
 
 
 
 
 

                                                     

 
:るΑャゅゎャや ュΑワゅヘョャや フケハ 

 るΑもΑよャや ベΚカΕや *:  るホΚハ ヶプ ゐェよャやラゅシルΗや   るΑヱやコ ラョ れゅよルャやヱ ラやヱΑェャやヱ チケΕゅよ .るΑホΚカぺ 
 

 ケΑョッャや *ヶもΑよャや ヶィヱャヱミΑΕや:   ラゅシルΗや ラΑよ ュゅィシルΙや ヱぺ ュビゅルゎャや りケヱケッ ヴヤハ キΑミほゎャや ヮルヱョッョヱ るΑもΑよャや ベΚカΕや むキゅよョ キェぺ
るΑバΑよヅャやヱ  .るバΑよヅャや ヴヤハ ドゅヘェャや フキヰよ                                                         

      :れシケキ ゅョ ¬ヱッ ヶプ ゅヰよシゅルΑ ゅョよ るΑゎΓや れやケゅよバャや メョミぺ 
-  ュゅハ ヱΑケ るルΑキョ ヶプ るΑョャゅハ るョホ メヱぺ1992 ( るョゅシャや れやコゅピャや ゐゅバよルや ラョ キェヤャ ュ チケΕや るョホ .) 
- ャや るャヱキ ヶゎャや ( チケΕや るョホ ゅヰΑプ れキボハメΑコやケよャや.) 

                                                                
 

   :ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ 
 .るもΑよャゅよ ラゅシルΗや るホΚハ フタ * 

- ャゅよ ラゅシルΗや るホΚハヅ るョΑキボャや ケヱタバャや ヶプ ュゅィシルΙゅよ ュシゎゎ るバΑよ ゅョぺ  .るΑバΑよヅャや キケやヱョヤャ ヅケヘョャや メΚピゎシΙゅよ ュシゎゎ るをΑキェャや ケヱタバャや ヶプ 
 

ゎミよャや るシキルワΑ ュゅハ ゅΑケ  1994ュ 

  ヮィゎルゎ ヵクャや ラΑャヱシルΕや ノΑよ ュゎ ュゅハ ゅΑケゎミよャや  1974ュ 

 ュゅハ ラやケもヘャや るシキルワ ュゎ  1973ュ 

 ュゅハ ⇔ゅΑをやケヱ メキバョャや ¬やクピャや ノΑよ ぺキよ  1982ュ 

/ サケキ るヤもシぺ ポルよ るΑもΑよャや ベΚカΕや . 
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∨ヶハゅルタャや ケヱヅゎャや るィΑゎル るΑバΑよヅャや ゐケやヱミャや キキハ * 
-  ヶもΑよャや ゐヱヤゎャや.   - ヵケやケェャや サゅよゎェΙや.  -   れゅヘヤカョャやるΑヱヱルャや. 
 

 チケΕや るョホ ラョ フキヰャや ゅョ * メΑコやケよャや ヶプ れキボハ ヶゎャや∨ 
-  .ノルゅタョャや ラョ るをバよルョャや るョゅシャや れやコゅピャや ゐゅバよルや ラョ キェャや 

                                                                         
 るΑもΑよャや ベΚカΕや むキゅよョ ゅョ * りケセバャや∨ 

 
 

:ヶゎほΑ ゅョ メヤハ                                       
るΑもΑよャや メミゅセョャゅよ ヶャヱキャや ュゅョゎワΙや * .  

- .るΑキゅタゎホΙや れゅィゅェャや るΑよヤゎャ るΑバΑよヅャや キケやヱョヤャ ヅケヘョャや メΚピゎシΙや ゆよシよ  
-  .ヵキゅタゎホΙや メΚピゎシΚャ ケキタョャ るバΑよヅャや れャヱェゎ 
 

  るャやキバャゅよ るよャゅヅョャや * ∨るΑャヱキャや れゅΑホゅヘゎΙや ゅヰゎルョッゎ ヶゎャや るΑもΑよャや 
-   ラョ ゅワケΑピャ メタΑ るャヱキ ラョ るョゅシ れやコゅビ ラョ ゐバよルΑ ゅョプ ラやキヤよャや ラΑよ ラゅシルΗや ゅヰバッヱ ヶゎャや キヱキェャや フケバゎ Ι るΑもΑよャや るョドルΕや ラΕ

メヱキャや. 
 

 :ヶヤΑ ゅョ るェタ ヴヤハ メャキ 
 * メΚピゎシやラゅシルΗや   ∨るバΑよヅヤャ 
1-  るハゅルタ メィぺ ラョ れゅよゅピャやヱ ケゅィセΕや ノヅホ .ベケヱャや 
2- .ヅヘルャやヱ キΑキェャや メをョ るΑバΑよヅャや キケやヱョャや メΚピゎシや 
 

 .フΑケバゎャや ゐΑェ ラョ るΑもΑよャや ベΚカΕやヱ るもΑよャや ュヤハ ラΑよ ベケプ * 
るもΑよャや ュヤハ るΑもΑよャや ベΚカΕや 

  メΚカ リョ るバΒらトャや ヴヤハ ドゅヘエャや ヴヤハ モヨバΑヱ ラゅジルΘャ るΒバΒらトャや るゃΒらャや サケギΑ
  .チやゲボルΙゅよ りキギヰヨャや れゅレもゅムャや ヴヤハ ドゅヘエャやヱ るΒバΒらトャや れゅΒヨエヨャや ¬ゅゼルま 

  キギヰゎ ヶわャや ゲヅゅガヨャや リΒらゎ ラぺ メヱゅエゎ
 ヴヤハ マャク ゲをぺヱ るバΒらトャや.ラゅジルΗや 

                                           

  
   :ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ 

 .ゅΑィヱャヱルミゎャやヱ ヶョヤバャや ゐェよャやヱ ュヤバャや メゅィョ ヶプ るΑホΚカΕや れゅプやケェルΚャ るヤをョぺ ケミクぺ * 
1-  ¬ゅハキΙや  2-  ゆゅカゎルΙや 
3-  ネやキカャや  4- ラΑルやヱボャや ポゅヰゎルや 
5-  コゅΑェルΙや  6- ケΑヱコゎャや 
 

/ サケキ るヤもシぺ ポルよ るΑルボゎャやヱ ュヤバャや ベΚカぺ . 
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 .るΑョヱΑャや ゅルゎゅΑェ ヶプ ゅΑィヱャヱルミゎャや メゅミセぺ キキハ * 
-  りケゅΑシャや  -  フゎゅヰャや  -  コゅヘヤゎャや             - ケゎヱΑよョミャや 

                                                      
.ゅΑィヱャヱルミゎャやヱ ュヤバャや ベΚカぺ ケΑΑゅバョ ケミクぺ *                                                    

1-  るルゅョΕや 2- るドボΑャやヱ ケクェャや  3-  ゥゅゎヘルΙや  
4-  るΑケェャや 5- ヤバゎャや ュΑ   6-  るΑハゅョゎィΙや るΑャヱぼショャや 
7-  ケΑキボゎャや 8-  るΑョヤバャや れゅシシぼョャやヱ ノョゎィョャや ゆィやヱ 
 

 :ヶヤΑ ゅョ るェタ ヴヤハ メャキ 
 .ヶルボゎャや ケヱヅゎャや ノョ るΑホΚカぺ れΚミセョ ケヱヰド * 

 
 

  ( ノッ✓ ( ヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ ):るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ )  
- ゅホヱ ヶプ ゐェよゎ ゅΑィヱャヱルミゎャやヱ ュヤバャや ベΚカぺも ヶョヤバャや ゐェよャや ノ(✓) 
-   ヶョヤバャや ュヰをェよャ れゅΑヅバョャやヱ アもゅゎルャや ヶプ ポケゅセゎャや ¬ゅョヤバャや ヴヤハ(✓) 
-  ヶルゅシルま ヅゅセル ラハ りケゅよハ :ヶョヤバャや ゐェよャや(✓) 
 

 
  ( ノッ✓ ( ヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ ):るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ )  

-  .ラヱルゅボャやヱ るハゅルタャやヱ キゅタゎホΙや ラΑよ ヅよケャゅよ るをΑキェャや れゅバョゎィョャや コΑョゎゎ(✓ ) 
-  .るタゅカ るΑルヰョ れや¬ゅヘミ ヴヤハ ヶヘΑドヱャや ネゅヅボャや ァゅゎェΑ Ι() 
-   .りケやキΗや ヶプ メをョゎΑ キゅタゎホΙや ヶプ ゐャゅをャや ネゅヅボャや ケよゎバΑ(✓) 
-   りケヱケッラぺ  .ヶゎやクャや メΚボゎシΙや ラョ ケキボよ フドヱョャや ノゎョゎΑ(✓ ) 
-  ケよゎバゎ ΙるルゅョΕや    .フΑドヱゎャや ヶプ ヴャヱΕや るョΑボャや() 

                                                                             
:ヶゎほΑ ゅョ メヤハ 

ノシやヱ ヶホΚカぺ メゅィョ ヴャま るルヰョャや ベΚカぺ ケΑセゎ *. 
-  れゅハゅヅホ メミ ヶプ りキΑキハ るΑルヰョ れゅハゅヅホ ラョッゎゎ ゐΑキェャや ノョゎィョャや ラΕ  ュΑヤバゎャやヱ るΑよケゎャやヱ りケやキΗやヱ れΙゅタゎΙやヱ ュΚハΗゅミ るャヱキャや

 .¬ゅッボャやヱ 
 

セゎ るルヰョャや ベΚカぺ *ョ∨るΑボΑよヅゎャや ベΚカΕや ラョ ¬コィ メ 
1- .スゅボルャやヱ ケやヱェャや ヴヤハ キョゎバゎ ゅヰルΕ              2-   .れゅよィやヱャやヱ ベヱボェャや ベゅをΑョ ヴヤハ キョゎバゎ ゅヰルΕ 
3- や ゆィやヱャや ュΑボャや ラΑよゎよゎ ゅヰハゅ                       .4 - .ゅヰヤョェゎ ゆィΑ ヶゎャや れゅΑャヱぼショャや ウッヱゎ 
 

:るΑャゅゎャや ュΑワゅヘョャや フケハ 
るルヰョャや ベΚカぺ *:   るΑキぼョャや ゆΑャゅシΕやヱ ュΑボャや るハヱョィョるΑヘΑドヱャや メゅョハΕや ヶプ るよヱヤヅョャや りケΑカャや ケΑΑゅバョャや ペΑボェゎャ. 

 
:ラヱルゅボャや *  ラΑよ れゅホΚバャや ュドルΑ ヵクャや ヱワ キやケプΕや ネヱルョョャや ラョ ヮよ ゥヱョショャや ラΑよΑヱ . 

                            
                                                                              

/ サケキ るヤもシぺ ポルよ  ベΚカぺるルヰョャや . 
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   :ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ 
 れΙゅィョ ゅョ * ∨るルヰョャや ベΚカぺ 

 キゅタゎホΙや  ヶルボゎャや ケヱヅゎャや ラヱルゅボャや  りケやキΗや るΑルヰョャや り¬ゅヘミャや 
 

:キゅタゎホΙや ゅヰΑヤハ ュヱボΑ ヶゎャや るΑシゅシΕや ュΑボャや ゅョ * 
-   るΑャゅバヘャや          - Αキヱキケョャやる         - るシプゅルョャや ヴヤハ りケキボャや  -  るヘヤミゎャや      -  ウよケャや 
 

るルヰョャや ベΚカΕ るΑシゅシΕや むキゅよョャや ゅョ *∨                                                                     
- .りやヱゅショャや               -.ュやコゎャΙや                    -.りケやキィャや                   - .るΑャヱぼショャや        - .るΑケシャや 
 

∨るルヰョャや ベΚカぺ ゅヰΑヤハ ュヱボゎ ヶゎャや るΑホΚカΕや ュΑボャや ゅョ * 

 
∨¬ゅョヤバャや ゅヰプゅッぺ ヶゎャや るΑホΚカΕや ュΑボャや ゅョ *                                                                        

1-  ケΑよバゎャや るΑケェ : .るボΑボェャや ラハ ゐェよャゅよ ペヤバゎΑ ゅョΑプ るタゅカヱ ケΑよバゎャや るΑケェ ぺキよョ キゅョゎハや ラョ キよΙ 
2-  るΑプゅヘセャや : .るΑケヱキャや ケΑケゅボゎャや キボヘゎヱ ペもゅをヱャや ヴヤハ ネΚヅΙや ヶプ ペェャや ヶプ るΑプゅヘセャや ヴヤェゎゎ 
3- るΑャヱぼショャや  : チケバゎ Κミ れやケやケボャや クゅカゎや ヶプ ケをミぺ るΑケェ フドヱョヤャ ラゅミ ゅョヤミるャ¬ゅショヤャ . 
4-  るョゅバャや るェヤタョャや : .ヵケやキま ヱぺ ヶルヰョ ヅゅセル メミ ヮΑャま ヮィヱゎΑ ヵクャや フキヰャや ヶルバゎ 
5-  .キゅシヘャや キッ メョバャや 
 

 
ハ メャキ :ヶヤΑ ゅョ るェタ ヴヤ 

 .ュキボャや クルョ ラゅシルΗや ゅヰよ ュゅホ ヶゎャや れゅヅゅセルャや コケよぺ ラョ ラヘャや * 
-  フヱヰミ ヶプ りキΑキハ るΑルプ ケゅをぺ キヱィヱゅΑャやケゎシぺ  ラΑよ ゅョ ゅワケョハ ゥヱやケゎΑ25  ヴャま30   .ュゅハ フャぺ 

                                                                                                                    
るΑェヱケャやヱ るΑキゅョャや るΑルゅシルΗや れゅィゅェヤャ ノッゅカ ラヘャや メド * . 

-   ラゅミ ゅョキルハラゅシルΗや ヅヱ フヱヰミャや ヶプ スΑバΑよャゅミ ゅヰΑプ ュヱボΑ ラゅミ ヶゎャや サヱボヅャや ヶプ ラヘャや ペタ ヱぺ キΑ .サヘルャや ラハ ネゅプキャや 
 

 .ペΑをヱ ヅゅよゎケや ラΑキャゅよ ラヘャや ヅゅよゎケや * 
1-  .るΑャゅΑカヱ るΑよキぺ るビゅΑタ るΑケヱヅシΕや れゅボゎバョャや るビゅΑタ れョゎ 
2- ャや ポケゅセヘ.キよゅバョャや ¬ゅルよヱ メΑをゅョゎャや れェル ヶプ ラ 
 

  ( ノッ✓ ( ヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ ):るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ )  
- .ヴヅシヱャや ケヱタバャや ヶプ ゅヰゎヱケク れヤタヱ るヤΑヱヅ りケゎプ ラΑキャや るョキカ ヶプ ラヘャや メド (✓) 
-  ラゎケゅィョヱよ ケキルシミャぺ キΑ ヴヤハ メボゎショ ヶヘシヤプ ゐェよョ ヮヘタヱよ ラプや ケヰド(✓ ) 
-  ヵヱΑルキ ノよゅヅよ るΑルゅルヱΑャや りケゅッェャや ヶプ ラヘャや コΑョゎΑ(✓) 
-   るヘシヤヘャや ヶプ ヶシΑもケ ヶヘシヤプ ゐェよョ ラヘャや メミセ(✓) 

                                                                   
 

 ュやケゎェΙや   キバよャや
 ヶルゅシルΗや 

 るョゅボゎシΙや
るワやコルャやヱ  るハゅヅャや  るルゅョΕや  ヶゎやクャや メΚボゎシΙや りやヱゅショャや 

  キよΙ ヵぺ
  ュやケゎェや ラョ

  るョやケミ
ラゅシルΗや 

  ケゅよゎハゅよ
ラゅシルΗや  

 ゥヱケヱ キシィ
 フヱケドヱ
 ラコェヱ ゥケプ 

  メミ ラョ キェヤャ
ネやヱルぺ 
キゅシヘャや 

  ペΑよヅゎ ヵぺ
  ウもやヱヤャや

 ラΑルやヱボャやヱ
 キハやヱボャやヱ 

  ュやコゎャΙや
 ペΑよヅゎよ

  ロゅィゎ ラヱルゅボャや
 るシシぼョャや 

 るヘΑドヱャや  ヶッゎボゎ
  キゅΑェャやヱ るワやコルャや

  ラぺ ラョ キよΙ ポャクャヱ
  フドヱョャや ノゎョゎΑ
 ヶゎやクャや メΚボゎシΙゅよ 

  るワやコルャや ヶッゎボゎ
  キゅョゎハΙやヱ キゅΑェャやヱ

  ぺキよョ ヴヤハ
  ヶプ りやヱゅショャや

 .るヤョゅバョャや 

/ サケキ るヤもシぺ ポルよ メゅョィャや るヘシヤプ ゅョ . 
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ケゅよバャや ラョ キヱタボョャや ケシプ り :るΑャゅゎャや 
 .るョΑキボャや れやケゅッェャや ヶプ ラΑキャゅよ ヅよゎケや ゅョキルハ ラヘヤャ るΑェヱケャや るよケィゎャや れヤィゎ * 

-  るΑキよぺ るビゅΑタ ケΑヅゅシΕや るビゅΑタ ュゎ ゐΑェ .るΑャゅΑカ 
-  .キよゅバョャや ¬ゅセルまヱ メΑをゅョゎャや れェル 
- .ヴヅシヱャや ケヱタバャや ヶプ るタゅカ ラΑキャや ラヘャや ュキカ 
-  .るΑョΚシΗや るΑよケバャや りケゅッェャや ヶプ るΑルΑキャや ュΑャゅバゎャやヱ ュΑボャや ラハ ケよハ 
 
* ヵヱΑルキ ノよゅヅ やク るΑルゅルヱΑャや りケゅッェャや ヶプ ラヘャや . 
-  ヶルゅルヱΑャや ノョゎィョャや れゅィゅェ ュキカΑ ラゅミヱ ケΑヅゅシΕや ラョ ヶルヘャや ュドバョ ケケェゎ .るΑシゅシΕや 

                                                                                                       
:ヶゎほΑ ゅョ メヤハ 

 .ゐΑキェャや ケタバャや ヶプ Ιま メボゎショ ヶヘシヤプ ゐェよョ ヮヘタヱよ ラヘャや ケヰドΑ ュャ * 
1-  .るッヰルャや ケタハ ヶプ ゅよヱケヱぺ ヮゎプケハ ヵクャや ヵケゅッェャや ュキボゎヤャ るィΑゎル 
2-  .るΑェΑショャや るシΑルミャや ュミェ ノィやケゎ 
3-  .ゅヰゎヅヤシ ラョ ヶよヱケヱΕや ラヘャや ケケェゎ 
4-  .るをΑキェャや るΑルキョャや りケゅッェヤャ サゅシほミ ュヤバャや コヱケよ 
 

 
  ( ノッ✓ ( ヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ ):るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ )  

-  .ヶルヘャや ヮャゅィョ ヶプ ラゅルヘャや ゅヰよ ュヱボΑ るΑハやキよま るャほショ ラヘャや(✓)                                    
-   .るΑャゅョィャや ヮゎョΑホ ゅヰャΚカ キキェル ヶルヘャや メョバャや ヴヤハ ゅヰボヤヅル るヘタ メゅョィャや(✓) 
-  ラョ ノシヱぺ ラヘャや ュヱヰヘョョ .メゅョィャや ュヱヰヘ() 
 

ヶヤΑ ゅョョ メミ ラΑよ ベケプ フΑケバゎャや ゐΑェ ラョ: 

ラヘャや メゅョィャや 
 ヅゅセルヶハやキよま メカキゎゎ ュゅハ  りケゅヰョャや ヮΑプ るΑルゅシルΗや  るハキよョャや  

 メミセよ.ュシゅェ  
 ラョ ネヱル ヱワサゅシェΗや ベヱヘゎャやヱ  ヶもゅボヤゎ メミセよ キケヘャや ヮよ ュヱボΑ  

ヱぺ  フホヱョャや ロゅィゎ キヱタボョ .ヶャゅョィャや  
 

:ヶゎほΑ ゅョ メヤハ 
*  メゅョィャや メゅィョノシヱぺ  ∨ラヘャや ラョ 

ヅボプ るΑルヘャや メゅョハΕや ヴヤハ ケタゎボΑ ラヘャや ラΕ  コヱゅィゎΑ メゅョィャや ゅョぺメゅョハΕや ロクワ   .りゅΑェャや ヶプ ゅルャヱェ ゅョ メミヱ れゅハヱルタョャやヱ るバΑよヅャや ヴャや 
 

   :ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ 
ルヘャや メョバャや ゅヰΑプ キシィゎΑ ヶゎャや るΑィケゅカャや メゅミセΕや ケミクや* .ヶ 

-                 .るΑケタよ メゅミセぺ - .るΑバョシ メゅミセぺ 
 

                     
 
 
 
 

/ サケキ るヤもシぺ ポルよ  ュヱヰヘョ メゅョィャや . 
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:るΑャゅゎャや ュΑワゅヘョャや フケハ 

 :るΑャゅョィャや るョΑボャや *ゅョ ヶルプ ネヱッヱョ ロゅィゎ るΑャゅョィャや るバゎョャゅよ ケヱバセ  ∩ .ゅルΑプ ヶャゅョィ ケヱバセ ラョ ネヱッヱョャや ロケΑをΑ ゅョ ケやキボョ ヵぺ 
                                

  :ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ                                       
  ヶゎャや れゅΑケドルャや キキハ* れヤヤェ  .るΑャゅョィャや るョΑボャや 
- るΑハヱッヱョャや るΑケドルャや.                        - るΑゎやクャや るΑケドルャや . 
 
 * .るΑャゅョィャや るバゎョャゅよ ケヱバセ ゅルΑプ ケΑをゎ ヶゎャや れゅハヱッヱョャや ケミクぺ 
- るΑルヘャや メゅョハΕや .                - るΑバΑよヅャや ケドゅルョャや                .-   ラΑキャや チやケビぺ . 
 
- るΑケドルャや アもゅゎル ゅョ ∨るΑゎやクャや 

ヱ- .るΑゎやク るΑャゅョィャや るョΑボャや  

ヲ-  るョΑボャや るΑホΚカΕや  .るΑゎやク  

ン-   フΚゎカやベやヱクΕや .ラヘャや ヶプ キケヘャや りケよカャ キヱバΑ  

 
-ゅヰΑヤハ ラヱキルゎシΑ ヶゎャや るィェャや ゅョ  るΑケドルャゅよ ゅェタぺるΑハヱッヱョャや∨ 

 .ノホやヱャや ヶプ るΑッホ ヱぺ りケミプ ヵぺ ュキカΑ Ιヱ メボゎショ ラヘャやヱ るΑッホ ヵぺ ラハ ケよバΑ Ι メΑョィャや ラヘャや 
 

  ( ノッ✓ ( ヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ ):るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ )  
-  .るΑャゅョィャや るョΑボャや ヶプ るΑハヱッヱョャや るΑケドルャや ラハ ラΑバプやキョャや コケよぺ ラョ ラヱΑヤΑミセゎャや キゅボルャや(✓) 
-  .るΑハヱッヱョャや るΑケドルャや ゆゅェタぺ ラョ サゅミヱキ.ヶシ ヶルヘャや キホゅルャや( ) 
-  .ヶルヘャや メョバヤャ るΑャゅョィャや るョΑボャや キΑキェゎ ヶプ ヶシゅシぺ ケヱキ ゆバヤΑ ヶゎやクャや メョゅバャや(✓) 
-  .ゐΑキェャや ケタバャや ヶプ るΑャゅョィャや るョΑボャや れケΑピゎ るシΑルミャや れケゅヰルや ゅョキルハ(✓) 

                                                                                             
:ヶゎほΑ ゅョ メヤハ 

*ベやヱクΕや ゆシェ ネヱルゎゎ Ι るΑャゅョィャや るョΑボャや  .るΑハヱッヱョャや るΑケドルャや ゆゅェタぺ ケドル るヰィヱ ラョ 
¬やケへ ヶプ サΑャヱ ヮシヘル メョバャや ヶプ るョΑボャや ラΕ ソゅカセΕや  .ヶルヘャや メョバャや ノョ ヮヤハゅヘゎ ラハ ケドルャや チピよ 

 
*  フΚゎカやベやヱクΕや   キルハ ゆゅェタぺ  るΑゎやクャや るΑケドルャや. 

 フΚゎカやヱ ヵケゅッェャや ンヱゎショャやヱ ヶハゅョゎィΙや れヱゅヘゎャやヱ るΑケミヘャやヱ るΑプゅボをャや れゅプΚゎカΙやヱ キケヘャや キルハ るΑルヘャや りケよカャや ゆよシよ .ラゅョコΕや 
 

 .るΑゎやクャや るΑケドルャや ケドル るヰィヱ ラョ ヶハヱッヱョ ラゅΑミ ゅヰャ サΑャヱ るΑゎやク るΑャゅョィャや るョΑボャや * 
-  ケヱバセ メゅョィャや ラΕ .ヶルヘャや メョバヤャ ベヱクゎョャや ソカセャや メカやキ ⇔ゅΑゎやク キャヱゎΑ 
 

 ラケゅホ るΑゎやクャや るΑケドルャや ヱ るΑハヱッヱョャや るΑケドルャや ラΑよ メヱキィャや ゆシェ : 
 るΑハヱッヱョャや るΑケドルャや  るΑゎやクャや るΑケドルャや 

 ュワケゅミプぺ - .ヶルヘャや メョバャや ヶプ るルョゅミ るΑャゅョィャや るョΑボャや ラぺ ラヱケΑ 
- .ケΑピゎゎ Ι るゎよゅを るΑャゅョィャや るョΑボャや 

-  .ベやヱクΕや ゆシェ ネヱルゎゎ Ι るΑャゅョィャや るョΑボャや 

- ロクワ ゆゅェタぺ ンケΑラぺ るΑケドルャや  フタΑ ラヘャや .ゅルケハゅセョ 
-ラゅシルΗや  るΑャゅョィャや るョΑボャや キキェΑ ラョ ヱワ .メョバヤャ 

- メハゅヘゎラゅシルΗや  るバゎョャや ケΑをΑ ゅョま メョバャや ノョヱぺ   ケヱヘルャや
ルョヮ . 

ラΑバプやキョャや コケよぺ -  .ラヱΑヤΑミセゎャや キゅボルャや 
-  .ヶヤΑミセゎャや ラヘャや ケゅタルぺ 

 .) サゅミヱキ . ヶシ( 
 

/ サケキ るヤもシぺ ポルよ  るΑャゅョィャや るョΑボャや . 
  

https://instagram.com/rashaaalharbi?igshid=cqtqioh1qw8n
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  ( ノッ✓ ( ヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ )  :るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ ) 

-  .ヶャゅョィャや ポやケキΗやヱ ヵキゅバャや ポやケキΗや ラΑよ ポケゎセョャや メョゅバャや ヶワ サやヱェャや(✓ ) 
-  .ヶルヘャや メョバャや ラョ ¬コィ ヴヤハ ケタゎボΑ ヶルヘャや ポやケキΗや( ) 
-  キボゎヘΑ ヶルヘャや メョバヤャ ベヱクゎョャやサゅシェΗや  .ラョコャゅよ(✓ ) 
-  メョバャや ヶプ ベケピゎショャや ヶルヘャやョャや るャゅェ ヮよセΑゎ .るプヱタ(✓ ) 

                                                                
:るΑャゅゎャや ュΑワゅヘョャや フケハ 

:ヶャゅョィャや ポやケキΗや* ケヘヤャ ヶルヘャや ベヱクゎャや ヴヤハ キョゎバΑヱ ヶルヘャや メョバャや ラゅシルΗや ゅヰよ ベヱクゎΑ ヶゎャや るボΑケヅャや ヱワ  ヱぺ るハゅョィャゅよ メタゎΑ Ιヱ キ
メミセよ ノョゎィョャや  .ュゅハ 

:ヵキゅバャや ポやケキΗや*  .るΑョヱΑャや ゅルゎゅΑェ ヶプ ゅヰョキカゎシル ヶゎャや ¬ゅΑセΕゅよ ペヤバゎョャや ポやケキΗや ヱワヱ 

:ヶャゅヨイャや ポやケキま*   .るΑルヘャや メゅョハΖャ ¬ケョャや ポやケキま ヱワヱ 
 
* ∨ヶャゅョィャや ポやケキΗや ネやヱルぺ ゅョ 
-  ヵキゅバャや ポやケキΗや             -  ヶャゅョィャや ポやケキΗや 

 ヶワゅョ* ∨ヶャゅョィャや ポやケキΗや ケタゅルハ 
1-  .メョバャや ヴヤハ サやヱェャや コΑミケゎよ ヶャゅョィャや ポやケキΗや ぺキよΑ 
2-  .るΑタカセ ノプやヱキ ラヱキ ヵぺ チケピャや ラハ ロコルョ ヶルヘャや メョバヤャ キケヘャや ゆやクィルや 
3-  ゆよシΑポやケキΗや  .ヶルヘャや メョバャやヱ ベヱクゎョャや ラΑよ フヅゅバゎャや ラョ るャゅェ ヶャゅョィャや 
4-  .ヶヤミ メミセよ ヶルヘャや メョバャや ポやケキま ュゎΑ 
5-  るョシ コケよぺ .ラョコャゅよ サゅシェΗや ゅヰよ キボヘΑ るィケキャ ベヱクゎョャや ベやケピゎシや ヶャゅョィャや ポやケキΘャ 
6-  .ポケキョャや ソカセャや ケゅミプぺ チバよ ケΑピゎ ラぺ ラミョョャや ラョ ゐΑェ るΑルョコ りケゎヘャ メヱヅゎ ケゅをへ ヶャゅョィャや ポやケキΗや ラハ アゎルΑ 

                                          
   :ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ                                                      

や ポやケキΗや ラΑよ ヶシゅシΕや ベケヘャや ゅョ *ャ ∨ヶャゅョィャや ポやケキΗやヱ ヵキゅバ 
 ヴヤハ ゅヰミケゎΑ ケゅをへヱ ベやケピゎシΙゅよ ュシゎΑ ヶャゅョィャや ポやケキΗや ゅョぺ れホぼョ ケよゎバΑ ヵキゅバャや ポやケキΗや ラぺ.ラゅシルΗや 

 
 ∨ヵキゅバャや ポやケキΗや れゅョシ ヶワゅョ* 

1-ヶハゅョィ .          2- ヶバヘル.             3-れホぼョ . 
 

 ラケゅホ れゅョシ ラΑよヵキゅバャや ポやケキΗや るΑャゅゎャや :メヱキィャや ゆシェ 
 るルケゅボョャや ヮィヱぺ  ヶハゅョィ るョシ ヶバヘル るョシ 

 フΑケバゎャや   ヮΑプ ポケゎセΑ メよ るΑキケヘャゅよ フタゎΑ Ι ヵキゅバャや ポやケキΗや
 .ラヱキΑキハ キやケプぺ 

 ヵぺゅルミやケキま   ラヱミΑ ゅルゎゅΑェ ヶプ ゅヰョキカゎシル ヶゎャや ¬ゅΑセΖャ
 .ヮよ ノヘゎルル ヵぺ ヶバヘル 

メゅをョ   ヶシやケミャやヱ りケヱよシヤャ メタヘャや ヶプ ラヱョヤバゎョャや ポやケキま メをョ
れΙヱゅヅャやヱ 

  るよゅゎミヤャ ュヤボャや メをョ 
  メボルゎヤャ りケゅΑシャや 

 
             

 
 
 
 
 

/ サケキ るヤもシぺ ポルよ ポやケキΗや ャゅョィャや ヶ . 
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  ( ノッ✓ ( ヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ )  :るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ ) 

*.ヮルョ ¬ゅヰゎルΙや キバよ メョバャや ケΑキボゎヱ ュΑボゎ るΑヤョハ ヱワ ュミェャや   (✓ ) 
*  ヴャま るΑャゅョィャや るョΑボャや キヱボゎ ケやキタま  メョバャや ヴヤハ ュミェャや.ヶルヘャや   (✓ ) 
 

       :れシケキ ゅョ ¬ヱッ ヶプ ゅヰよシゅルΑ ゅョよ るΑゎΓや れやケゅよバャや メョミぺ 
- ボゎヱ( るΑゅヰルャや ヶプ るΑルヘャや メゅョハΕや ヴヤハぺ るΑャゅョィャや ュΑボャや キ ュミェ ケやキタま .) 
- ( るΑミやケキま るャほショ ヶャゅョィャや ュミェャや るバΑよヅるΑゎやク .) 

                                                        
 フケハウヤヅタョャや  :ヶャゅゎャや 

 メョバャや ウΑケセゎ *  :ヶルヘャやバョゎャや ラ  .ヵキボル メミセよ ヮゎシやケキヱ ヶルヘャや メョバャや ヶプ メΑヤェゎャやヱ ペΑホキゎャやヱ 
 

    :ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ 
 ∨ヶャゅョィャや ュミェャや ネやヱルぺ ゅョ 

1- ヶもゅボヤゎャや ヶャゅョィャや ュミェャや .             2-  ヶャゅョィャや ュミェャや .ヶハやヱャや 

 

*  れゅヘタ ヶワ ゅョ  ヶャゅョィャや ュミェャや              ∨ヶもゅボヤゎャや 
1-  .るΑヱヘバャや          2- るΑもゅボヤゎャや          .3 -  .るΑゎやクャや 

                                                                        
れやコΑョョ ヶワ ゅョ  ヶャゅョィャや ュミェャやヶハやヱャや ∨ 

1- .るΑヱヘバャゅよ フタゎΑ Ι ヵぺ ヵキボル メミセよ メョバャや メΑヤェゎ 
2-  .キケィゎャやヱ るΑルΚボバャゅよ フタゎΑ 
3-  .るΑキボル ケΑゅバョ ヴヤハ キルゎシΑ ュミェャや 
 

:ヶゎほΑ ゅョ メヤハ 
 *Αェャや コΑョゎミ ヶャゅョィャや ュ .るΑよシルャゅよ 
-  .ウΑよホ ロやケΑ ケカへヱ メΑョィ ロやケΑ ラョ ポゅルヰプ ∩るゎヱゅヘゎョ ラヱミゎ キやケプぺ るハヱョィョ ラョ ヶルヘャや メョバャや ヴヤハ ュミェャや るΑヤョハ ラΕ 
 

ケゅよバャや ラョ キヱタボョャや ケシプ り :るΑャゅゎャや 
 ヴヤハ ュミェャや キョゎバΑ *サゅシェΗや  .キケヘヤャ るよシルャゅよ ヶャゅェャや 

-  ゅョま ゅルョミェ ラヱミΑヱ メΑヤェゎ ヱぺ ケΑミヘゎ ラヱキ ゆやクィルΙゅよ ⇔ ゅΑもゅボヤゎ ケバセル ヵぺ .⇔ゅェΑよホ ヱぺ ⇔ΚΑョィ 
 

 .るΑゎやクャゅよ フタゎΑ ヶもゅボヤゎャや ヶャゅョィャや ュミェャや * 
- ュャゅバヤャ るΑゎやクャや ラゅシルΗや るΑぼケ ラョ ¬コィ ヱワ ヶャゅョィャや ュミェャや ヵぺ . 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 

/ サケキ るヤもシぺ ポルよ  ュミェャや ャゅョィャや ヶ. 
  

https://instagram.com/rashaaalharbi?igshid=cqtqioh1qw8n
https://instagram.com/rashaaalharbi?igshid=cqtqioh1qw8n
https://instagram.com/rashaaalharbi?igshid=cqtqioh1qw8n


 
  ( ノッ✓ ( ヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ )  :るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ ) 

 るΑカΑケゅゎャや るΑェゅルャや ラョ れゅΑケドルャや ュキホぺ りゅミゅェョャや るΑケドル ケよゎバゎ* (✓) . 
 ラゅルヱΑャや キルハ れケヰド りゅミゅェョャや るΑケドルャ るΑボΑボェャや るΑやキよャや* (✓). 

 キボルャやヱ メΑヤェゎャゅよ りゅミゅェョャや るΑケドル ラヱヅΚプぺ メヱゅルゎΑ ュャ* () . 
 ラヘヤャ るΑィヰルョ るセホゅルョ メヱぺ りゅミゅェョャや るΑケドルャ ラヱヅΚプぺ メΑヤェゎ* (✓) . 

りゅミゅェョャや るΑケドル ラョ ュヰヘホヱョ ヶプ ヱヅシケぺヱ ラヱヅΚプぺ ラゅプヱシヤΑヘャや ペヘゎΑ* (). 
りゅミゅェョャや るΑケドルャ ヶよシル ケΑヱヅゎ ケワヱィャや りゅミゅェョ るΑケドル キバゎ* (✓) . 

                                                                                
       :れシケキ ゅョ ¬ヱッ ヶプ ゅヰよシゅルΑ ゅョよ るΑゎΓや れやケゅよバャや メョミぺ 

 りゅミゅェョャや るΑケドル チプケ ヶルゅルヱΑ フヱシヤΑプ* (ラヱヅΚプぺ). 
 りゅミゅェョャや るΑケドル*ヰド キルハ れケ (ラゅルヱΑャや ) . 

* メボバャや ュャゅハ ゅョワ ラΑョャゅハ ヴャま るプケバョャや ラヱヅΚプぺ ュシホ(ヱ ュャゅハ サェャや ) . 
 ヴャま " ゅルハキカゎ サやヱェャや ラま " りケゅよハ ゆシルゎ* (ラヱヅΚプぺ). 
 りゅミゅェョャや るΑケドル ラハ ノプやキ ヶルゅルヱΑ フヱシヤΑプ*(ヱヅシケぺ). 

 ヮよゅゎミ ヶプ ケワヱィャや りゅミゅェョ るΑケドル ラョ ヮヘホヱョ ヱヅシケぺ ウッヱ* ( ケバセャや ラプ) . 
 

    :ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ 
 ュワぺ ゅョ* ∨るΑシΑもケャや るΑルヘャや れゅΑケドルャや 

-りゅミゅェョャや    .               - るΑヤミセャや.                  - るΑケΑよバゎャや ヱぺ るΑャゅバヘルΙや . 
                                                                              

 ∨りゅミゅェョャや るΑケドルャ ュゅバャや ケゅヅΗや ヱワ ゅョ* 
 .るバΑよヅャや るボよゅヅョ 

 
 ュゅシホぺ ゅョ* ∨りゅミゅェョャや るΑケドル 

-              .るヅΑシよャや りゅミゅェョャや-                .ケワヱィャや りゅミゅェョ- .ヴヤハΕや メをョャや りゅミゅェョ 
 
* ∨りゅミゅェョャや るΑケドル れゅョシ ゅョ 
- .ンケカぺ ケタゅルハ るΑぺ るプゅッま ラヱキ るΑョヱΑャや るよケィゎャや れゅハヱッヱョ オシル 
-.ケΑヱタゎャや るャへ ュヱボゎ ゅョヤをョ ノホやヱャや ケΑヱタゎよ ュヱボΑ ラゅルヘャや 
 

ャや るΑケドル ラハ るヤをョぺ ケミクや* ∨るヅΑシよャや りゅミゅェョ 
-ロヱィヱャや ュシケ.       - ヶシケミャや ュシケ  .       - るャヱゅヅャや ュシケ.           -       .ュヤボャや ュシケ-ソゅカセΕや ュシケ. 
 

∨ラヱヅΚプぺ キルハ るプケバョャや ュゅシホぺ ゅョ* 
-メボバャや ュャゅハ .                - サェャや ュャゅハ . 

                                                     
 ∨ケワヱィャや りゅミゅェョ るΑケドル れゅョシ ゅョ* 

1-  ヶプ ケヱキ ラゅルヘャや ¬ゅヅハまネやキよΗや  .ヱワ ゅョミ ノホやヱャや ュシケ ヴヤハ ロケよィゎ ヶゎャや りゅミゅェョャや サミハ 
2-  .ヶルヘャや メョバヤャ ウヤタΑ Ι ゅョ キバよゎシΑヱ るΑルヘャや ケタゅルバャや ラゅルヘャや ヶボゎルΑ 
3-  るΑョワぺ ヱヅシケぺ ソケェ.ヶルヘャや メョバヤャ るΑヤカやキャや ヱぺ るΑルヅゅよャや りキェヱャや ヮΑヤハ ペヤヅぺヱ ヶルヘャや メョバャや ケタゅルハ ラΑよ ヅよやケゎャや  
 
 

/ サケキ るヤもシぺ ポルよ  りゅミゅェョャや るΑケドル/ぺ るΑルヘャや れゅΑケドルャや . 
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ヤヅタョャや ケシプウ  :ヶャゅゎャや 
 :るバΑよヅャや るボよゅヅョ るハコル*ワヱ  .フヱヰミャや ラヅヱゎシや ヵクャや ュΑキボャや ラゅシルΗや ラプ 

 :ヮΑケゎケヱよャや*.ロヱィヱャや ュシケ ラプ 
 

 フケハュΑワゅヘョャや Αャゅゎャやる : 
  りゅミゅェョャや るΑケドル* :るヅΑシよャやぺ ラ   ヶプケェ キΑキケゎ Ιま ヱワ ゅョヱ ノホやヱヤャ ンキタ ラハ りケゅよハ ヶルヘャや メョバャや .ヮャ 

                                                
:ヶゎほΑ ゅョ メヤハ                                                    

.ベΚヅΗや ヴヤハ ュワΕや ヶワ ゐΚをャや るΑルヘャや れゅΑケドルャや ケよゎバゎ* 
-  るバよヅよ ゅヰゎホΚハ ゆよシよ .キボルャやヱ ネやキよΗや るΑヤョハヱ るΑルヘャや メゅョハΕや 
 
*ケカゎ Ι ァ  りゅミゅェョャや るΑケドル るバΑよヅャや るボよゅヅョ ラハ. 
-  .サヘルャや ラハ ネゅプキャや れゅΑヤョハヱ ラやヱΑェャや ヮョシケ ヶプ ヶミゅェΑ ラゅミ ヶもやキよャや ラゅルヘャや ラΕ 
 

 .るΑヤミャや ケゅミプΖャ ゅΑヤハ るョΑホ ラヱヅΚプぺ ヶヅバΑ* 
-  メボバャや ヶプ キィヱゎ るΑヤミャや ケゅミプΕや ラΕメをョゎヱ   ラハ ケよバΑ Ι サやヱェャや ペΑケヅ ラハ ヶィケゅカャや ュャゅバャや ヶプ ロやケル ゅョ ラぺヱ るゎよゅをャや ペもゅボェャや ュャゅハ

ゅヰャΚド メよ ¬ゅΑセΕや るボΑボェ. 
                                                            

 ∨りゅミゅェョャや るΑケドル ラヱヅΚプぺ チプケ* 
-  るΑケドル ラΙ  りゅミゅェョャや ラヱミゎ ヶャゅゎャゅよヱ ペもゅボェ れシΑャヱ メΚド キケィョ ヶィケゅカャや ュャゅバャや ラぺ ラヱヅΚプぺ ケよゎバΑヱ ヶィケゅカャや ュャゅバヤャ キΑヤボゎ りゅミゅェョャや

 .るボΑボェヤャ サΑャヱ メΚドヤャ やケΑヱタゎ 
 

ヶヤΑ ゅョョ メミ ラΑよ ベケプ フΑケバゎャや ゐΑェ ラョ : 
  ュャゅハメボバャや   ュャゅハ サェャや 

ペもゅボェャやヱ メを ⊥ョャや ュャゅハ ヱワ  るゎよゅをャや  ケゅミプΕやヱ ヶゎャや るョゅバャや  ゅヰΑヅバΑ
 .ゅΑヤバャや るョΑボャや ラヱヅΚプぺ 

 サやヱェャや るヅシやヱよ ゅヰミケキル ヶゎャや るΑバホやヱャや れゅΑもコィャや ヴヤハ ヵヱゎェΑ
 ゅワキケィΑ ヵクャや メボバャや ヴャま ゅヰルヱヤボルΑヱ   

                                          

 
  ( ノッ✓ ( ヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ )  :るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ ) 

*  るΑケドル ヴヤハ メバプ キケ るよゅをョよ るΑヤミセャや るΑケドルャや キバゎ  りゅミゅェョャや (✓ .) 
* ヮヤミゅセョ ラハヱ ヶもゅヰル メミセよ ノホやヱャや ラハ ヶヤΑミセゎャや ラヘャや キバゎよや   (✓) . 
 *  " ラゅルヘャやキケやヱキま  " ヮΑルゅョ るΑヤミセャや るΑケドルャや ヶプ キもやケ  (✓) . 

                                                                                 
 フケハュΑワゅヘョャや Αャゅゎャやる : 

:ヵやケプ ケィヱケヱ メよ フΑΚミ キルハ ラヘャや*  .るΑャゅョィ るョΑホ ヱク ヶヤミセ ァヱョル ヶプ るョドルョ ラヱミゎヱ れェルャやヱ ケΑヱタゎヤャ りコΑョョャや ケタゅルバャや ヱワ 
 

ケゅよバャや ラョ キヱタボョャや ケシプ り :るΑャゅゎャや 
"* ヱョル ヶプ るョドルョ ラヱミゎ れェルャやヱ ケΑヱタゎヤャ りコΑョョャや ケタゅルバャやク るΑャゅョィ るョΑホ ヱク ヶヤミセ ァ" . 

-  ュヱボΑ ヵぺ ラゅルヘャや よ ノホやヱャや ラョ ケタゅルハ ¬ゅボゎルゅ  ノホやヱャや サミバΑ ュゅドル ヵほよ ュコゎヤΑ ラぺ ラヱキ   ケタゅルバャや ケゅΑゎカや ヶプ るΑケェャや ペヤヅョ ヮャ ラぺヱ
 ホΚハ Ι ヶルプ メミセ ヶプ ゅヰョΑドルゎヱる  .ノホやヱャゅよ ヮャ 

 :フΑΚミ メゅホ*"ェヱヤャやる  ."るャΙキ ヮャ メミセ ラハ りケゅよハ るΑヤΑミセゎャや 
 ベヱクゎョャや ヴヤハ ラΑバョ ヴルバョ ラョッゎゎ るェヱヤャや ラぺ ヵぺ .ゅヰプゅセゎミや ゅルΑヤハ るャΙキ ラョッゎゎ ヶヰプ るッョゅビ るェヱヤャや れルゅミ ゅョヰョヱ ヮミやケキま 

 

/ サケキ るヤもシぺ ポルよ .るΑヤミセャや るΑケドルャや/ゆ るΑルヘャや れゅΑケドルャや  
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:ヶゎほΑ ゅョ メヤハ 
* りゅミゅェョャや るΑケドル ヴヤハ メバプ キケ るよゅをョよ るΑヤミセャや るΑケドルャや キバゎ . 
- ゆよシよ ヶョヤバャや ュキボゎャや . 
- るホキよ ノホやヱャや メィシゎ ヶゎャや やケΑョゅミャや ネやケゎカや . 

                                                                                                   
*  ヮャ るホΚハ Ι ヶルプ メミセ ヶプ ゅヰョΑドルゎヱ ノホやヱャや ラョ ケタゅルハ ¬ゅボゎルや ラゅルヘャや ヶヤハ .ノホやヱャゅよ 
-ゅヰプゅセゎミや ベヱクゎョャや ヴヤハ るルΑバョ ヮャΙキ ラョッゎΑ ヶヤΑミセゎ ラプ メミヱ ゅヰミやケキま ベヱクゎョャや ヴヤハ るΑャゅョィ るョΑホ メョェΑ ヶヤΑミセゎャや ァクヱョルャや ラΕ.   
-ケヱヰョィ ラΕ .ケミヘョヱ ヶハやヱ ケヱヰョィ るΑヤΑミセゎャや るΑケドルャや 

 
        :れシケキ ゅョ ¬ヱッ ヶプ ゅヰよシゅルΑ ゅョよ るΑゎΓや れやケゅよバャや メョミぺ 

 ヶシルケヘャや ラゅルヘャや ヶバホやヱャや ラヘャや ヴヤハ キケョゎャや るミケェ キゅホ*(ラやコΑシ メヱよ) . 
*キバよ ゅタヱタカ ノホやヱャや ラハ ゅΑィΑケキゎ ヶヤΑミセゎャや ラヘャや キバゎよや  (るΑルゅをャや るΑョャゅバャや ゆケェャや ) . 

ヤハ れコミケゎ ヶヤΑミセゎャや ラヘャや ヶプ ケィヱケヱ フΑΚミ ラΑキホゅルヤャ るΑケドルャや れゅビゅΑタャや*ラプ ヴ (れェルャやヱ ュシケャや) . 
 ゐェよャゅよ ヮΑルゅョ キケやヱキま ュゅシケャや メゅョハぺ ソカ ヶシルケプ フヱシヤΑプ* ヱワ (ヱミヱプ メΑセΑョ) . 

 
   :ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ                                      

 ヴヤハ キケョゎャや るミケェ れやヱヅカ* ∨ヶバホやヱャや ラヘャや 
- .ノホやヱャや フΑケェゎ 
-.るバΑよヅャや ヶプ ゅョミ ケタゅルバャや ュシケヱ ケΑヱタゎよ ュやコゎャΙや ュキハ       
 

∨メΑミセゎャや ヴャや ノホやヱャや ラョ ラヘャや やヱャヱェ ラΑクャや ラΑルゅルヘャや ケミクや* 
-ォヱィ ラゅプ .                 - ヮΑルヱョ.                  - サΑゎゅョ.   
 

∨ヶヤΑミセゎャや ラヘヤャ るΑケドルャや れゅビゅΑタャや やヱョキホ ラΑクャや キゅボルャや メもやヱぺ ラョ ラやケよゎバΑ ラやクヤャや ラやキホゅルャや ケミクや* 
-        .メよ フΑΚミ- .ヵやケプ ケィヱケ 

                                                                                                 
ΑシΑもケャや ケゅミプΕや ゅョ*る   ∨ヮΑルゅョ メゅョハΕ ヮゎシやケキ ヶプ ヱミヱプ メΑセΑョ ゅヰャ メタヱゎ ヶゎャや 

-るェヱヤャや ケヱタΑ ゅョヱ り¬ゅッΗやヱ ラヱヤャゅよ るボヤバゎョャや ュシケャや れゅΑルボゎ ヶプ ラミョゎ ヮΑルゅョ ラゅルヘャや るΑョワぺ . 
-やキよまネ    ラゅルヘャや  ヴョシΑ ゅョ ヶプ ヮΑルゅョるェヱヤャや( –   ラぺ ヵぺ )ネヱッヱョャや¬ヶセ メミ  .るΑルヘャや るェヱヤャや メカやキ ヵケィΑ 

 

 
  ( ノッ✓ ( ヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ )  :るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ ) 

 るΑルヘャや るよカルャやヱ ラヘャや キゅボル キルハ ⇔Ιヱよホヱ ⇔やケゅセゎルや れゅΑケドルャや ケをミぺ ラョ るΑケΑよバゎャや るΑケドルャや キバゎ* (✓.) 
ュワケΑよバゎ るボΑケヅヱ ュヰゎやケヱタゎ れヘヤゎカや ゅョヰョ ラΑルゅルヘャや メゅバヘルや ケΑよバゎ ラハ りケゅよハ ラヘャや ラぺ メヱボャゅよ キゅボルャや ポケゎセΑ* (✓ .) 

 ラプ* ケバセャや ラプ るョホ メをョΑ Ι ゅΑキΑィやケゎャや () . 
                                                                     

     :ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ 
 ∨メゅバヘルΙや ラハ ⇔やケΑよバゎ ラヘャや ラヱケΑ ラΑクャや キゅボルャやヱ るヘシΚヘャや ケミクや* 

-               .ヱヅシケぺ- .ケヱゅヰルよヱセ 
 

 ∨ヶルヘャや メョバャや るョΑホ ケヰドゎ ヴゎョ* 
- ヶプ ケヰドゎ .ヶルヘャや メョバャや ゥゅィル ヴヤハ メΑャキ キワゅセョャや ケハゅセョ りケゅをみプ ∩キワゅセョャや キルハ れΙゅバヘルや ラョ ロケΑをΑ ゅョ ケやキボョ 
 

/ サケキ るヤもシぺ ポルよ  るΑルヘャや れゅΑケドルャやァ/ャや るΑケドルャやるΑケΑよバゎ.  
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* ゅよシぺ ゅョゆ  キルハ りゅシほョャや∨ケヱゅヰルよヱセ 
1-  ケセャや  .れゅΑタカセャや キェぺ ヶプ メをョゎョャや 
2-  ケキボャや  .れゅΑタカセャや ケΑタョ ュミェΑ ヵクャや 
3-  ュキゅタゎ りキやケΗや  ラΑよ .れゅΑタカセャや  

                                                                                   
 ∨ゅΑキΑィやケゎャや ラプ ベヱクゎョ ゅヰよ ケバセΑ ヶゎャや るΑャゅョィャや りクヤャや ケキタョ ゅョ* 

- りゅΑェャや りキやケま ラハ メコゅルゎΑ ラぺ ヴヤハ ケキゅホ ヱヰプ ヮよΑタゎ ヶゎャや れゅよミルャや るョホ ヶプ ヱワヱ ヴゎェ ラゅシルΗや . 
 

:ヶゎほΑ ゅョ メヤハ 
*  るΑケドルャや ⇔やケゅセゎルや れゅΑケドルャや ケをミぺ るΑケΑよバゎャや .キゅボルャや キルハ ⇔Ιヱよホヱ  
-  .メゅバヘルや ヱぺ りケミプ ヱぺ るΑッホ ケΑよバゎャゅミ ノΑョィャや ゅヰΑヤハ ペヘゎΑ るャほショ ラハ ⇔やケΑよバゎ ラヘャや ラぺ 
-  ケよバΑゅョハ ラゅルヘャや  ヶェヱ ラョ ヱぺ ノホやヱャゅよ るホΚハ ヮャ ¬やヱシ メョバよ ヮヤカやキよ .メゅΑカャや 
-  ヵほよ キΑケΑ ゅョハ ケΑよバゎャや ヶプ るΑケェャや ラゅルヘャや ヶヅバゎゆヱヤシぺ   .ヶルプ 
-  ノョィゎメゅョハΕや  るΑバホやヱャや .るΑヤΑミセゎャやヱ 
 

 .ケバセャや ラプ るョホ メをョゎ ゅΑキΑィやケゎャや* 
 ネやケタ ゅルャ ュキボゎ ゅヰルΕりキやケΗや  ノョ .ゅヰシヘル 

                                                    

ケゅよバャや ラョ キヱタボョャや ケシプ り :るΑャゅゎャや 
 .ヶルヘャや ケΑよバゎャや* 

 .るΑルヘャや るェヱヤャや ヶプ ヮャゅバヘルや ラハ ケよバΑ ゐΑェよ ヶルヘャや メョバャや ヶプ ヮヤカやキよ ゅョハ ラゅルヘャや ケΑよバゎ ヱワ 
 
* ラヘャや ヶプ ヅΑシヱャや . 

 ヶプ るョキカゎショャや りキゅョャや ヱワ ネやキよΗや  メをョュゅピルΕや   ュシケャや ヶプ スゅョボャやヱ るセΑケャやヱ ラやヱャΕやヱ ケバセャや ヶプ れゅョヤミャやヱ ヴボΑシヱョャや ヶプ れゅョゅボョャやヱ
 .オャま...... 

                                            
*ゅΑキΑィやケゎャや ラプ . 

 ラハ ケよバΑ ヵクャや ラヘャや ヱワ りキやケΗや  .るΑルゅシルΗや 
 

 ラケゅホ ラΑよ ヶルヘャや ケΑよバゎャやヱヵキゅバャや ケΑよバゎャや  :メヱキィャや ゆシェ 

 ケΑよバゎャや ヵキゅバャや  ヶルヘャや ケΑよバゎャや   ラΑよ ラケゅホ 

 ケΑよバゎ ヱワキやケプΕや   ヱぺ ゥケプヱ ュャぺ ラョ ュヰよ ゅョハ
.ラコェ 

  ケよバΑ ゐΑェよ ヶルヘャや メョバャや ヶプ ヮヤカやキよ ゅョハ ラゅルヘャや ケΑよバゎ ヱワ
 .るΑルヘャや るェヱヤャや ヶプ ヮャゅバヘルや ラハ 

 フΑケバゎャや ゐΑェ ラョ 

  ヱヰプ ケΑシヘゎ ヴャや ァゅゎェΑ Ι ヵキゅバャや ケΑよバゎャや
 .るョゅバャや ンキャ ュヱヰヘョ 

 ュヰヘャや るΑヤョハ ヴャま ァゅゎェΑ ヶルヘャや ケΑよバゎャや.ケΑシヘゎャやヱ   ヴャや るィゅェャや ゐΑェ ラョ
ケΑシヘゎャや 

                                 

                                                         

∩∩∩ ゥゅィルャやヱ ペΑプヱゎャゅよ ュミャ ゅルゎゅΑルョゎ ノョ 

https://instagram.com/rashaaalharbi?igshid=cqtqioh1qw8n
https://instagram.com/rashaaalharbi?igshid=cqtqioh1qw8n
https://instagram.com/rashaaalharbi?igshid=cqtqioh1qw8n
https://instagram.com/rashaaalharbi?igshid=cqtqioh1qw8n

