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¨ょこぉくいさしくちきいえ 

‶ぅあこすつょきいょ 《こぅかぅ い ╆ょこすさぅおいかぅ ぉぅぉいおくきのきぅかい ぉ сфт ゃくゅす ゅく きкぬк けこいぉょおく え 
いあゃきぅきいね い こぅささょおょきいね ょぉこょうさえくゃく きぅこくゅぅ けく かきくゃくちいさおょききなか さしこぅきぅか 
╂いぅさけくこなк ╋ょえくしくこなょ いあ きいそ くえぅあぅおいさに きぅ しょここいしくこいい くゃこくかきなそ ゃくさすゅぅこさしぉ 
¨ょこさいゅさえくう いかけょこいいк ′ っいあきい けょこさいゅさえいそ ょぉこょょぉ い く あぅゃくぉくこょи さすてょさしぉくぉぅぉついか 
ゅおの しくゃくи ちしくぇな いそ すきいちしくっいしにи こぅささえぅあなぉぅょし のこえすね い いきしこいゃすねてすね いさしくこいね 
[ぉいしくえ をさしょこк ′ゅいき いあ けこくしぅゃくきいさしくぉи ╊くこゅょそぅうи くぇいしぅょし ぉ さしくおいちきくか ゃくこくゅょ 
』すつぅきк ╊くこゅょそぅう – けこぅぉくぉょこきなう ょぉこょう い しぅおぅきしおいぉなう おいきゃぉいさしи そくぇぇい えくしくこくゃく - 
つけいくきぅっк をさしょこи ゃおぅぉきぅの ゃょこくいきの [ぉいしえぅи っいぉょし さ ╊くこゅょそぅょかк ╀ 
っょきくきょきぅぉいさしきいちょさえくか い こぅさいさしさえくか えくきしょえさしょи ぉ そくゅょ ぉさょう ゅこぅかなи をさしょこ いあ 
けくえくこきくう きょぉいききくさしい けこょぉこぅてぅょしさの ぉ こすえくぉくゅのてょゃく い ぉおぅさしきくゃく おいゅょこぅк [ぉいしくえ 
ちいしぅねし ぉ けこぅあゅきいえ ¨すこいかи い ちしょきいょ あぅちぅさしすね さくけこくぉくっゅぅょしさの ぉょさょおなかи 
ぉすおにゃぅこきなか い っすしえくぉぅしなか かぅさえぅこぅゅくかк 
 

┿いぇおょうさえいょ いさしくちきいえい  
 

╀なさくえくかょこいょ たぅこいたな 

或渥以 或睛案葵眩 闇握夷闇握或 葵盂葦安 伊睛眇葦盡 闇-依握闇芦眇葦盡 葵鞍旭以旭眞葦安-- 葦椅渥按 鮎 芦椅葵粟葦或穐鮎葦庵 鮎 芦椅葵粟握盡 鮎芦偉睛或葵慰葦暗 鮎 芦椅葵盻握盡 依 芦位蘯安葵位握以 慰葦位盒 椅葦夷葵或 握皹 囲葦眩葵慰葦杏葵庵 慰
椅旭鮎 伊闇 握椅葵慰 芦皹葵位葦安 伊闇 握囲闇握慰 芦眦葦安-.皹睛慰渥庵 葵皹葦暗穐鮎 葵鞍旭以旭眞葦安 闇渥偉葵眷    椅旭鮎 鮎闇握或芦安葵以 鮎闇- 葵鞍旭以旭眞葦安 闇渥偉葵威握以 安芦眩葵以葦眞葦安 闇 握睫 葵皹葦庵-- 慰 旭椅旭杏葵盡

:椅蘯杏葵以葦位   椅旭鮎 伊闇握慰 芦盍葦安葵庵 伊闇 握眞葦夷芦安 椅睛鮎葵慰葦安葵以-闇握眩 盪芦闇葵威芦闇-.鮎闇 握安 安旭鮎葵慰葦位 椅葦或睛案     渥鮎芦位葵睫葦庵 或闇鮎睛或芦以 闇 握睫 葵皹葦庵 安芦眩葵以葦眞葦安 依 
.睛或 安芦慰穐夷芦盡 睛椅芦位穐暗葦庵 袷鯵鮎葵位 葵鞍旭以旭眞葦安 委鯵惟葵意握眇葦庵 ;伊闇 握囲闇握慰 芦眦葦安 袷葦闇葵盡 慰 旭皹穐鮎 葵鞍旭以旭眞葦安 慰葦或葵袷握盡   鮎闇:鮎 慰椅囲鮎(椴)或闇  

 

нм ╋ぅ さょゅにかくう ゅょきにи えくゃゅぅ ぉょさょおく さしぅおく きぅ さょこゅたょ たぅこの くし ぉなけいしくゃく ぉいきぅи けこいえぅあぅお 
くき ╊ょすかぅきすи ┿いあしょи 《ぅこぉくきょи ┿いゃしょ い ┾ぉぅゃしょи ╅ょしぅこす い ╈ぅこえぅさす – さょかい ょぉきすそぅかи 
さくさしくのぉついか きぅ さおすっぇょ す ┾そぅつぉょこくつぅи нн ちしくぇ くきい けこいぉょおい たぅこいたす ╀ぅつしい けょこょゅ 
たぅこさえいか おいたくか ぉ たぅこさえくう えくこくきょи ゅおの しくゃくи ちしくぇな けくえぅあぅしに きぅこくゅぅか い ぉょおにかくっぅか 
えこぅさくしす ょょч けくしくかす ちしく ぇなおぅ くきぅ くちょきに えこぅさいぉぅк но ╋く きょ あぅそくしょおぅ たぅこいたぅ ╀ぅつしい 
けこいゅしい けく たぅこさえくかす けこいえぅあぅきいねи くぇとのぉおょききくかす ちょこょあ ょぉきすそくぉк ╆ ぉょさにかぅ 
こぅあゃきょぉぅおさの たぅこにи い ゃきょぉ ょゃく あぅゃくこょおさの ぉ きょかк д╈きいゃぅ をさしょこи не  
 

╀なさくちぅうついう くしぉょし 

以葦夷 鮎鯵以-:安芦眩葵以葦眞葦安 闇 握睫 葵皹葦庵 安 芦椅葵庵芦夷 睛盧葦或葵以 葵鞍旭以旭眞葦安   以葦夷 闇握眩-以芦眩-伊闇握慰 芦盍葦安 以葦夷葵庵-以芦眩-以芦杏葵盡 慰 旭皹穐鮎 伊闇握眞葦夷芦安- 葵鞍旭以旭眞葦安 椅睛偉闇握袷葵位
.皹睛慰渥庵 葵皹葦暗穐鮎    闇握眩 按闇-慰葦或葵袷 鮎渥惟渥闇-以葦夷 安芦眩葵以葦眞葦安-以芦眩-:依 旭安闇渥偉闇渥夷葵盡 依 旭安闇渥以葵夷葦盡 椅睛按葵或葦安葵以 伊闇 握皹芦眥 葦安    葵鞍旭以旭眞葦安 伊芦慰葵位盒葵盡

椅旭鮎 鮎闇握或芦安葵以 慰葦位盒 皹睛慰渥庵 葵皹葦暗穐鮎-庵闇芦偉芦威葵以 安芦眩葵以葦眞葦安 闇 握睫 葵皹葦庵--鯵以葵庵鮎-.安盒芦或     葦慰芦眷 椅睛慰 芦皺 安芦偉葵慰葦位鮎鯵睫 安旭盻 葦安 伊睛眇 葦安葵庵 暗闇囲- 闇葦袷芦位蘯
椅旭鮎 蘯夷葵位 芦皹 慰 旭皹穐鮎-.委旭惟芦意芦庵 依睛闇芦盻握盡 闇葦袷葵杏蘯 ;葵鞍旭以旭眞葦安 闇渥慰 芦皺 以鯵杏葵以 安芦眩葵以葦眞葦安 慰葦或葵盧    伊握鮎 案闇-以葦夷-慰葦或葵袷 鮎渥惟渥闇 或睛案 葵鞍旭以旭眞葦安-

囲葦慰芦威 闇 渥椅芦袷葵盡 或 渥椅芦眩握闇葵庵 庵闇芦偉芦威葵眤握位 椅蘯杏葵以葦位- 葵庵 闇葦袷芦位蘯:慰睛或穐夷葦闇 鮎鯵以   鮎鯵以 慰 旭皹穐鮎- 渥庵 葵皹葦暗穐鮎 葵鞍旭以旭眞葦安 闇渥偉葵威握以 闇 握睫 葵皹葦庵 鮎睛或 芦椅 皹睛慰
.安芦眥 旭眞握位 安芦或睛眈葦安 盪芦椅蘯夷葵慰握以 葵鞍旭以旭眞葦安 依 渥睫握闇 盪 芦椅蘯杏葵以葦位蘯    慰 旭皹穐鮎 葵鞍旭以旭眞葦安 伊芦粟 葵椅握眷 夷葦位 葵皹握偉葵庵 杏-以芦杏葵盡 安 旭皺穐夷葦闇-安芦盡葦慰 闇握眩 睛椅蘯杏葵以葦位 

以芦杏葵庵 ;鮎闇 握安- 葵闇 蘯偉 葵睫握闇 伊闇 握皹芦眥葦安依 旭安闇渥以葵夷葦或葵以 慰芦意--袷葦夷葵庵 以睛袷芦盥 握位葵以-.依 芦案芦意     芦盍葦安葵庵 葵鞍旭以旭眞葦安 闇渥偉闇 渥夷葵盡 慰芦或芦盧葦安 或葦案闇握眇葦庵 鮎杏 皺葦夷葦眇葦庵 ;伊闇握慰
.依芦杏蘯位葵位 慰葦或葵袷握眩 葵鞍旭以旭眞葦安    以旭鮎 伊闇握慰芦威葵囲 暗葦以 葵皹握眇葦庵 或杏-以芦眩- 葵鞍旭以旭眞葦安 椅睛偉闇握袷葵位--以旭鮎-以旭鮎葵庵 盪芦或芦椅葵杏握眩 安芦偉闇握袷葵位蘯 安芦偉闇握袷葵位- 伊芦夷芦庵 伊葦夷

 葵以握眩:睛偉睛皹   以芦眩 椅睛闇 葵安握以-)鮎 慰椅囲鮎( .睛眞葦夷 依睛皹葵以握眩 慰渥盡葦袷葵位蘯 睛椅闇渥或葵盡 慰渥慰鯵皺 皹闇握鮎  
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нт ╋ょ けょこょゅ たぅこょか くゅきいか ぉいきくぉきぅ たぅこいたぅ ╀ぅつしいи ぅ けょこょゅ ぉさょかい きぅこくゅぅかいи 
えくしくこなょ けこくっいぉぅねし けく ぉさょか くぇおぅさしのか たぅこの ┾そぅつぉょこくつぅк ну ¨くしくかす ちしく けくさしすけくえ 
たぅこいたな ゅくうゅょし ゅく ぉさょそ っょきи い くきい けょこょさしぅきすし すぉぅっぅしに さぉくいそ かすっょうи ゃくぉくこのц «》ぅこに 
┾そぅつぉょこくつ ぉょおょお けこいぉょさしい たぅこいたす ╀ぅつしい けょこょゅ おいたくか さぉくいかи ぅ くきぅ きょ けこいつおぅ»к 
нф ]ょけょこに こぅささえぅっすし くぇ ぬしくか たぅこさえいか ぉょおにかくっぅか っょきな ぉょおにかくっ けょこさいゅさえいそ い 
かいゅいうさえいそи えくしくこなょ さおなつぅおい く けくさしすけえょ たぅこいたなи い けこょあこょきいね い ゃきょぉす えくきたぅ きょ 
ぇすゅょしк нх ╃さおい すゃくゅきく たぅこねи けすさしに いあゅぅさし たぅこさえいう すえぅあи い ぇすゅょし あぅけいさぅきく ぉ あぅえくきぅそ 
けょこさいゅさえいそ い かいゅいうさえいそ きょこすついかくи ちしくぇな きょ けくのぉおのおぅさに ぇくおょょ ╀ぅつしい けこょゅ おいたくか 
たぅこの ┾そぅつぉょこくつぅи ぅ たぅこさえいう さぅき ょょ たぅこに けょこょゅぅさし ゅこすゃくうи えくしくこぅの おすちつょ ょょк  
2м ╈くゃゅぅ すさおなつぅし くぇ ぬしくか けくさしぅきくぉおょきいい たぅこのи えくしくこくょ こぅあくうゅょしさの けく ぉさょかす 
たぅこさしぉす ょゃくи えぅえ くきく きい ぉょおいえくи しくゃゅぅ ぉさょ っょきな ぇすゅすし けくちいしぅしに かすっょう さぉくいそи くし 
ぉょおいえぅ ゅく かぅおぅк он ╆ けくきこぅぉいおくさに さおくぉく ぬしく たぅこね い ぉょおにかくっぅかи い さゅょおぅお たぅこに ぉさょ 
けく さおくぉす ╊ょかすそぅきぅк оо ╆ こぅあくさおぅお くき けいさにかぅ ぉく ぉさょ たぅこさえいょ くぇおぅさしいи ぉ えぅっゅすね 
くぇおぅさしに – けいさにかょきぅかい ょょи い えぅっゅくかす きぅこくゅす – きぅ のあなえょ ょゃくи ちしくぇな ぉさのえいう かすっ ぇなお 
ゃくさけくゅいきくか ぉ ゅくかょ さぉくょかи い ちしくぇな ゃくぉくこいお くき きぅ のあなえょ きぅこくゅぅ さぉくょゃくк д╈きいゃぅ 
をさしょこи не  
 

╈くきえすこさ えこぅさくしな 

 芦夷葵偉 葵鞍旭以旭眞葦以 蘯皹葵意葦或葵闇.安旭鮎葵慰葦位 椅睛或睛案 椅睛以蘯椅葵盡 椅睛慰    以芦杏葵盡 伊闇握袷闇握意葵眷 葵鞍旭以旭眞葦安 袷渥意葵威葦闇葵庵 粟-蘯惟葵盡葵意握闇葵庵 睛椅蘯杏葵以葦位 椅睛偉闇握袷葵位 椅旭鮎-
以芦眩-安芦慰穐夷葦偉-以旭鮎 安旭鮎葵慰葦位 椅葦或睛案 安芦以蘯椅葵或-以旭鮎 安芦慰闇握盡葦安 依 葦皹蘯皹-以旭鮎 伊闇 握皹芦眥葦安 椅闇渥盡 -  葦安 慰渥位鯵皹 葵鞍旭以旭眞葦安 囲闇握慰 葵囲 鮎旭粟渥安 袷葦闇 ;伊闇 握皹芦眥

 葦睫 依睛椅芦偉葵庵.依 旭安闇 渥意梓慰葵位     葵鞍旭以旭眞葦安 闇渥偉闇渥夷葵盡 或葦案闇 握睫 慰 旭皹穐鮎 安芦慰穐夷葦眥 葦安葵庵 袷--或:或 慰椅囲鮎( 闇 握睫 葵皹葦庵 椅葦暗 葦睫 葵鞍鯵以葵位握睫椴粟 ) 

 

«¨すさしに けくいてすし たぅこね ねきなそ ゅょぉさしぉょききいたи えこぅさいぉなそ ぉいゅくかи い п けすさしに きぅあきぅちいし たぅこに 
きぅゅあいこぅしょおょう ぉく ぉさょ くぇおぅさしい さぉくょゃく たぅこさしぉぅи い さくぇょこすし くきい ぉさょそ ねきなそ ゅょぉすつょえи 
えこぅさいぉなそ ぉいゅくかи ぉ えこょけくさしに 』すつぅきи ぉ っょきさえいう ゅくかи けくゅ きぅゅあくこ をゃょи たぅこさえくゃく 
ょぉきすそぅи さしこぅっぅ っょきи い けすさしに ぉなゅぅゅすし いか けこいしいこぅきいのк р ╆ ゅょぉすつえぅи えくしくこぅの 
けくきこぅぉいしさの たぅこねи けすさしに ぇすゅょし たぅこいたょう ぉかょさしく ╀ぅつしいк» 

 

以旭鮎 慰 渥睫葵囲旭鮎 暗葦意芦眤 握睫葦-以旭鮎 葵鞍旭以旭眞葦安 椅闇渥盡- 葦粟渥安 袷葦闇暗:或 慰椅囲鮎( .伊闇 握皹芦眥葦安 慰渥位鯵皹 闇 ) 

 

]ぅうきぅ おいちきくさしい をさしょこ 

 

鮎鯵以 闇-椅旭鮎 慰 渥睫葵囲旭鮎 安芦袷闇握盥握安-椅旭鮎葵庵 盪芦眞葦夷-:盪 芦睫葵袷葦以睛位   鮎鯵以 慰 旭皹穐鮎 芦安闇旭以芦夷 安芦蘯握惟 闇葦杏悪盧葵慰芦位 闇握眩-或 慰椅囲鮎( .袷闇握盥 葦椅 ) 

 

нм ╋ょ ゃくぉくこいおぅ をさしょこ く さぉくょか きぅこくゅょ い さぉくょう こくゅきょи けくしくかす ちしく ╊くこゅょそぅう ぉょおょお 
ょう きょ ゃくぉくこいしに ぬしくゃくк д╈きいゃぅ をさしょこи ое 
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》ぅこいたぅ をさしょこ 

 

椅旭鮎 葵鞍旭以旭眞葦安 或葦安茜鮎旭眇葦庵 按闇-以芦眩握位 慰 渥睫葵囲旭鮎-鮎 芦盍握睫葦庵 ,伊闇 握皹芦眥葦安-以芦眩握位 庵闇芦偉芦威葵以 袷旭囲旭暗芦庵 依 渥暗-慰 旭椅旭眩 伊 旭皺芦眇葦庵 ;椅睛以蘯椅葵盡葦安- 椅蘯杏葵以葦位
或 慰椅囲鮎( .闇 握睫 葵皹葦庵 椅葦暗葦睫 芦安旭杏闇握以葵位葦眇葦庵 ,盪 芦皹鮎鯵慰葵盡) 

 

ну ╆ けくおねぇいお たぅこに をさしょこ ぇくおにつょ ぉさょそ っょきていきи い くきぅ さきいさえぅおぅ ょゃく かいおくさしに い 
こぅさけくおくっょきいょ ぇくおにつょ ぉさょそ ゅょぉすつょえи い ぉくあおくっいお くき ょう きぅ ゃくおくぉす たぅこさえいう ぉょきょたи い 
さゅょおぅお ょょ たぅこいたょう ぉかょさしく ╀ぅつしいк д╈きいゃぅ をさしょこи ое 
 

〈えぅあ くぇ すきいちしくっょきいい 

 

皹睛慰渥庵 葵皹葦暗穐鮎 葵鞍旭以旭眞葦以 ,依 芦位芦安 慰旭位鮎鯵眇葦庵-- 葵皹旭闇伊葦夷 睛偉-蘯杏葵以葦位 椅睛偉闇握袷葵位 以鯵杏葵盡 伊闇握眞葦夷芦安 依闇渥盡 袷芦慰鯵威葵位蘯 慰芦盻梓威葵位 袷芦暗旭鮎 伊旭安闇 渥椅芦袷葵庵 ;芦鞍 旭椅
以芦眩握位 椅睛偉鯵皹-椅旭鮎葵庵 伊芦夷-依闇 渥鮎 葵鞍旭以旭眞葦以葵庵 伊闇 握皺鯵夷 伊芦偉闇 渥鮎 葵鞍旭以旭眞葦安 闇 渥椅芦盧-.伊芦暗闇握眥 葦安葵以 安旭庵鯵皹    伊握鮎 案-以葦夷- 或 渥椅芦眩握闇 或睛案 葵鞍旭以旭眞葦安

 握眩 伊闇握威芦以穐鮎 椅旭慰 旭皺穐夷葦庵 ;伊芦袷葵盡盖葵以慰葦眩-以葦夷 以睛意 葵皹旭鮎 委旭囲旭眩-以旭鮎 鮎闇握或芦安葵以 安芦杏鮎芦以葵眞葦安 闇 渥皺鯵夷 闇渥袷葵闇-)粟 慰椅囲鮎( .葵鞍旭以旭眞葦安 闇渥按葵偉握盥  

 

ф ╆ さえぅあぅお ┾かぅき たぅこね ┾そぅつぉょこくつすц «╃さしに くゅいき きぅこくゅи こぅささょのききなう い こぅあぇこくさぅききなう 
さこょゅい きぅこくゅくぉ けく ぉさょか くぇおぅさしのか たぅこさしぉぅ しぉくょゃくи い あぅえくきな す きいそ きょ しょи ちしく す ぉさょそ 
きぅこくゅくぉи ぅ あぅえくきくぉ たぅこの くきい きょ ぉなけくおきのねしи い きょ さしくいし たぅこね いそ しょこけょしにк х ╃さおい 
すゃくゅきく ぇすゅょし たぅこねи けすさしに きぅけいつょし すえぅあ くぇ いそ すきいちしくっょきいいи ぅ の くしぉょつす ゅょさのしに しなさのち 
しぅおぅきしくぉ さょこょぇこぅ ぉ こすえい さおすっいしょおょう たぅこのи ちしくぇな ぉきょさしい いそ ぉ たぅこさえすね えぅあきす»к 
д╈きいゃぅ をさしょこи пе 
 

╊くこゅょそぅう すぇょっゅぅょし をさしょこ きょ けくぉいきくぉぅしにさの すえぅあす  
 

以盖-椅闇渥盡 案渥以芦眞握安葵以 葵鞍 渥皹葵威葦偉葵或 闇 握眞葦袷 葵睫-以芦眩握位 葵鞍旭以旭眞葦安-.伊闇握袷蘯安葵眇 葦安    伊握鮎 闇握眩 袷闇-椅鮎鯵盻 葦安 椅渥夷芦盡 闇 握皹闇握慰 穐暗葦睫 皹渥慰穐暗葦安-- 暗葦庵旭慰
椅闇渥或蘯 葵睫盖葵庵 慰渥暗盖 伊睛意芦眞握位 伊闇握袷蘯安葵眇葦以 袷睛位穐夷葦闇 安芦以芦眸葦安葵庵-蘯袷渥或鮎鯵睫 葵鞍闇握或盒 葦夷渥袷睛闇 闇 握位蘯 ;--伊握鮎- 葵睫葦夷葦盥握安 椅鮎鯵按芦眩 椅渥夷葵以

.椅蘯杏葵以葦眞葦以    以 旭鮎 或闇 握皹芦安葵以 慰 渥睫葵囲旭鮎 慰旭位鮎鯵睫葦庵 庵案-.闇芦杏悪盧葵慰芦位    椅旭鮎 囲睛偉葵眩 葵鞍渥以 按案-以芦眩- 芦皹蘯皹葵盡 伊闇握鮎葵惟葵位握眥葦安 伊闇握袷蘯安葵眇 葦安 依
以盖葵庵 闇葦以芦夷 蘯位蘯惟葵庵-以盖葵庵 蘯以葵杏鮎鯵睫-伊睛闇芦庵 安芦以葵闇葦以 伊闇握位芦闇 椅 旭皹鯵以 葵皹 蘯睫 葵皹握睫--伊葦盥- 旭鮎 鮎睛或盒 依渥杏葵或蘯 ;依渥眩 伊蘯惟盒 闇 葦椅鯵慰穐夷葦偉葵庵 闇握偉 穐鮎以-

鮎鯵以 慰 旭皹穐鮎 葵鞍旭以旭眞葦安-.闇 握睫葵袷芦或盒 闇 握睫葵袷葦或盒 慰 旭皹穐鮎葦杏葵庵 椅芦盧葦杏    慰 旭皹穐鮎 以鯵杏葵眩 皺葦夷葦眇葦庵 ;闇芦杏悪盧葵慰芦位 慰鯵或穐夷葦眇葦庵 按闇- 庵闇芦以芦夷 安芦椅葵蘯握惟
.慰 渥睫葵囲旭鮎 )袷 慰椅囲鮎(  

 

нп ╆ さえぅあぅお ╊くこゅょそぅう ぉ くしぉょし をさしょこц きょ ゅすかぅうи ちしく しな дくゅきぅе いあ ぉさょそ いすゅょょぉ 
さけぅさょつにさの ぉ たぅこさえくか ゅくかょк нр ╆ぇくи ょさおい けこくかくおちいつに しな さょうちぅさи しく いあぇぅぉおょきいょ 
けこいゅょし え いすゅょのか いあ ゅこすゃくゃく かょさしぅи ぅ しな い ゅくか くしたぅ しぉくょゃく けくゃいぇきょしょч い えしく あきぅょしи きょ 
こぅゅい しぅえくゃく おい ぉこょかょきい さしぅおぅ しな たぅこいたょうк нс ╆ ぉょおょおぅ をさしょこ くしぉょしいしに ╊くこゅょそぅねц 
нт ╆ゅいи さくぇょこい ぉさょそ いすゅょょぉи きぅそくゅのていそさの ぉ 』すつぅきょи い けくさしいしょさに こぅゅい かょきのц きょ 
ょつにしょ い きょ けょうしょ しこい ゅきの – きい きくちにねи きい ゅきょかч い の さく さおすっぅきえぅかい さぉくいかい дしくっょе 
ぇすゅす しぅえ けくさしいしにさのч ぅ けくしくか けくうゅす え たぅこねи そくしに ぬしく い きょ けく あぅえくきすч い ょさおい すっ 
けくゃいぇぅしに かきょи しく けくゃいぇきすк ну ╆ けくつょお ╊くこゅょそぅうи い さゅょおぅお ぉさょи えぅえ ぉょおょおぅ ょかす 
をさしょこк д╈きいゃぅ をさしょこи ре 
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′ぇこぅてょきいょ をさしょこ え たぅこね 

 

伊握鮎-伊握鮎葵庵 葵鞍旭以旭眞葦安 芦鞍闇旭偉闇渥夷葵盡 依 渥暗 闇 握椅鮎芦惟芦位-以葦夷-:或睛案 葵鞍旭以旭眞葦安   依 旭椅芦眥 握睫- 芦皹芦睇葦或葵盡 闇 握眞葦夷葵庵 闇 握椅芦以渥鮎 葵皹握盡 闇 握皹葵威葦偉 闇握以.闇 握椅    
蘯偉葵慰葦眩葵位握偉 闇握眩  葦眩葵位握偉 椅睛暗芦威 葵皹握以葵庵 伊闇握袷芦或穐夷葦以 蘯眤握鮎葵庵 ;袷渥盡盖葵以蘯 粟睛慰穐安葦以 袷闇 握位 葵皹葦安葵以 闇 握眞葦夷葵庵 闇握偉穐鮎闇 握睫 葵皹葦慰茜暗旭安 蘯偉葵慰-- 慰芦眸葦安 依闇 渥鮎 闇握眩

 葵鞍旭以旭眞葦安 意旭按渥偉葵盡 安旭庵鯵皹.  

( 粟:按 慰椅囲鮎椴袷 ) 

 

п ╆ くしぉょちぅおぅ たぅこいたぅ をさしょこи い ゃくぉくこいおぅц «╃さおい さきいさえぅおぅ の かいおくさしに ぉ ゃおぅあぅそ しぉくいそи 
たぅこにи い ょさおい すゃくゅきく たぅこねи けすさしに ぇすゅょし くしゅぅきぅ かきょ っいあきに かくの けく っょおぅきいね かくょかす い 
きぅこくゅ かくう けく けこくさにぇょ かくょうк р ╆ぇく けこくゅぅきな かなи の い きぅこくゅ かくうи きぅ いさしこょぇおょきいょи 
すぇいうさしぉく い すきいちしくっょきいょк ╃さおい ぇな かな けこくゅぅきな ぇなおい ぉ こぅぇな い こぅぇなきいи の ぇな 
かくおちぅおぅ – ぉょゅに しくゃゅぅ きょさちぅさしにょ きぅつょ きょ さしくいおく ぇな たぅこさえくゃく ぇょさけくえくうさしぉぅк 
 

‶ょつょきいょ をさしょこ 

 

椅旭鮎 或闇 握皹芦安葵以 或 渥椅芦眩握-依旭盡 依 芦位芦安 椅旭或 旭皹穐暗葦位 伊闇握慰芦威葵眦葦安-椅旭鮎 袷渥盡盖葵以 或 葦椅芦眩 慰 旭皹穐鮎 闇握粟芦粟穐鮎芦安 鮎 芦椅芦袷葵眞葦安-以芦杏葵盡 慰 旭皹穐鮎 伊闇握袷蘯安葵眇 葦安-
.葵鞍旭以旭眞葦安 椅睛偉闇握袷葵位 慰 旭皹穐鮎 安芦夷芦慰芦盡 闇 握椅闇握鮎芦慰葵庵 以葦杏蘯鮎 安芦杏芦杏闇渥鮎 闇握眩- 芦惟葵位握闇椅旭鮎 鮎- 葦袷葵或盒葵盡 闇 握椅闇握鮎芦慰葵庵 以葦杏蘯鮎 安芦杏芦杏闇渥鮎葵庵 ;闇 握眞葦夷 依

)暗 慰椅囲鮎( .闇 握睫葵袷葦以睛位 

 

╆ さえぅあぅおぅц ょさおい すゃくゅきく たぅこね い ょさおい さきいさえぅおぅ の かいおくさしに ぉ ゃおぅあぅそ ょゃくи い けこぅぉくょ ぬしく 
ゅょおく ぉ ゃおぅあぅそ たぅこのи い ぇおぅゃくぉくおいし えく かきょ たぅこに – けすさしに きぅけいつすしи ちしくぇな くしくあぉぅおい 
けくさおぅきいの さ あぅかなさおくか ┾かぅきぅи さなきぅ ┾かかょゅぅしなи ┾ゃぅゃいのきいきぅи えくしくこなょ きぅけいさぅお くき くぇ 
すきいちしくっょきいい いすゅょょぉ ぉく ぉさょそ くぇおぅさしのそ たぅこさえいそк ╆ぇく えぅえ さかくゃす の ぉいゅょしに ぇょゅさしぉいょи 
えくしくこくょ けくさしいゃきょし きぅこくゅ かくうи い えぅえ さかくゃす の ぉいゅょしに けくゃいぇょおに こくゅきい かくょうы 

д╈きいゃぅ をさしょこи фе 
 

╀くけこくさな ゅおの くぇさすっゅょきいの 

[しこぅそ い ゃきょぉ くし きょけくゅちいきょきいの のぉおのょしさの しょかくう [ぉいしえぅц ぬしい ぬかくたいい かくしいぉいこすねし 
ぉなさついょ すえぅあな い きぅゅょおのねし いそ ぉおぅさしにねк ╈ぅえ こょぅえたいの きぅ くしえぅあ 》ぅこいたな ╀ぅつしい 
けくゅちいきいしにさの たぅこさえくかす すえぅあす こぅさえこなぉぅょし くしきくつょきいょ え っょきていきぅか ぉ ¨ょこさいいы ′しえぅあ 
╊くこゅょそぅの すけぅさしに きいた ぅきぅおくゃいちきく さおすっいし けこいちいきくう ゃきょぉぅ ┾かぅきぅ い こぅさいあかぅк ╈ぅえ ぉな 
かくっょしょ けこくえくかかょきしいこくぉぅしに さぉのあにи ょさおい くきぅ さすてょさしぉすょしи かょっゅす さょえさいあかくか い 
こぅさいあかくかы 

 

╈ぅえいか くぇこぅあくか せくこかすおいこすょし をさしょこ さぉくょ くぇこぅてょきいょ え たぅこね くし いかょきい さぉくょゃく 
きぅこくゅぅы ╈ぅえくぉぅ ょょ さしこぅしょゃいのы 

 

╀ えぅえくう さしょけょきい ゃょきゅょこ い ゃょきゅょこきなょ こくおい くけこょゅょおのねし さくぇなしいの ぉ [ぉいしえょы ╈ぅえくぉぅ 
╀ぅつぅ くたょきえぅ ぬしいそ こくおょうи くさくぇょききく けこょゅけくおくっょきいう く えこぅさくしょи さょえさすぅおにきくさしい い 
ぉおぅさしいы 
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をさしょこ きぅゅょぉぅょし えくこくきすи きょ こぅさえこなぉぅの さぉくょう きぅたいくきぅおにきくう い こょおいゃいくあきくう 
いゅょきしいちきくさしいк ╂く しょそ けくこи けくえぅ くきぅ きょ さしぅおえいぉぅょしさの さ えこいあいさくか きぅゅぉいゃぅねてょゃくさの 
こぅあこすつょきいのи くきぅ くさしぅょしさの けぅささいぉきくう い しくちきく さおょゅすょし すえぅあぅきいのか ╊くこゅょそぅのк ╀ 
くけこょゅょおょききなう かくかょきし くきぅ きぅちいきぅょし いさけくおきのしに こくおに あぅていしきいたな さぉくょゃく ╋ぅこくゅぅи 
きぅゅょおょききくう ぉおぅさしにねк 『しく のぉおのょしさの いかけすおにさくか ゅおの しぅえくう しこぅきさせくこかぅたいいы 

╈ぅえ かな かくっょか ぉくさけいしぅしに ぉ っょきていきょ ちすぉさしぉく くしぉょしさしぉょききくう ぅえしいぉいさしえいи けくゅくぇきく 
こくおい をさしょこы 

 

[さなおえい ゅおの さけこぅぉくえ  
 

¨くおきなう しょえさし [ぉいしえぅ をさしょこ ぉ けょこょぉくゅょ ╃ぉこょうさえくゃく ╆あゅぅしょおにさえくゃく ′ぇてょさしぉぅ днхну 
ゃке – けく ささなおえょ  http://www.mechon-mamre.org/e/et/et3301.htm  

 

¨こくちいしぅうしょ «[こなぉぅの かぅさえす さ をさしょこ» けく ささなおえょ 

http://www.people.brandeis.edu/~mistabra/Esther/Unmasking.html  

 

》ょおなう このゅ こょさすこさくぉ く ¨すこいかょ – けく ささなおえょ 

http://www.wgbh.org/pages/pri/spirit/shows/026bibl.html  

 

╀あゃおのゅ きぅ をさしょこ えぅえ ゃょこくいきね い かぅさしょこぅ けくえぅのきいの - けく ささなおえょ 

http://www.yhol.orh.il/features/esther.htm 

 

┾おにしょこきぅしいぉきくょ けこいおくっょきいょ ゃょこくいあかぅ をさしょこ «『しく あきぅおぅ 》ぅこいたぅ をさしょこц さしこぅしょゃいい 
ぇいあきょさぅ くし ぇいぇおょうさえくゃく かすゅこょたぅ»  
http://www.enterprisingwomen.com/business_biblical.htm  

 

╈こぅしえいょ ぉなぉくゅな 

[ぉいしくえ をさしょこ ゅくえすかょきしいこすょし こぅさえこなぉぅねてすね おいちきくさしに かくおくゅくう っょきていきなи 
っいぉすてょう ぉ さおくっきくか えくきしょえさしょ ╂いぅさけくこなк をさしょこ けこくのぉおのょし さょぇの えぅえ くゅいき いあ 
おいゅょこくぉ い さけぅさいしょおょう ╃ぉこょうさえくゃく ╋ぅこくゅぅк ¨こいきのしいょ きぅ さょぇの ぬしくう くしぉょしさしぉょききくう 
こくおい しょさきなか くぇこぅあくか さぉのあぅきく さ ちすぉさしぉぅかい さしこぅそぅ い ゃきょぉぅи えくこきのかい さょえさいあかぅ い 
こぅさいあかぅк 
 

╊ょしくゅくおくゃいちょさえいょ ぉくけこくさな 

╋ょさかくしこの きぅ しくи ちしく をさしょこ けこょゅぉいゅいし いあゅぅきいょ ゃょきくたいゅきくゃく すえぅあぅ ゅおの しくゃくи ちしくぇな 
さけぅさしい っいあきに ╃ぉこょょぉи ぉ さくくしぉょしさしぉいい さ しょえさしくかи すえぅあ たぅこの くしかょきいしに きょおにあのк をしい 
きょけこぅぉいおにきなょ ゅょうさしぉいの ぅぇさくおねしきくう ぉおぅさしい けこくのぉおのねしさの ぉ ゃいぇょおい ゅょさのしえくぉ しなさのち 
おねゅょうи えくしくこなそ すぇいぉぅねし ╃ぉこょい ゅおの しくゃくи ちしくぇな あぅていしいしに さょぇの くし さぉくいそ 
けこくしいぉきいえくぉи さくゃおぅさきく きょすかくおいかくかす すえぅあす たぅこのк 
╀ えぅえくう さしょけょきい ぬしく のぉおのょしさの いささおょゅくぉぅきいょかи ぉくけこくさくか く きょけこょおくっきくさしい 
ぇくっょさしぉょききくゃく あぅえくきぅы ╈ぅえくぉなи ょさおい くきい ぉくくぇてょ さすてょさしぉすねしи きぅつい ゃこぅきいたな い 
くしぉょしさしぉょききくさしに さしぅぉいしに けくゅ さくかきょきいょ しょえさし い えこいしいちょさえい くたょきいぉぅしに [くあゅぅしょおのы 
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