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¨ょこぉくいさしくちきいえい 

¨ょこぉぅの いあ ちょしなこょそ けこぅかぅしょこょうи [ぅこぅ – ぇおぅゃくこくゅきぅの い さいおにきぅの っょきていきぅк  
¨くえいきすぉ さぉくう ゅくかи さょかにね い きぅこくゅи くきぅ くしけこぅぉおのょしさの さ ┾ぉこぅぅかくか ぉ ╈ぅぅきぅき い ぉ 
╃ゃいけょしи ちしくぇな いあぇょっぅしに ゃくおくゅぅк ╃ょ きょくぇなちぅうきぅの けこいぉおょえぅしょおにきくさしに けくゅさえぅあなぉぅょし 
┾ぉこぅぅかす ゅぉぅっゅな дおくっきくе けこょゅさしぅぉいしに ょょ えぅえ さょさしこすи ゅぉぅっゅな ぉあのしすね ぉ けおょき 
かくきぅこそぅかい さ しょかи ちしくぇな さきのしに さ ┾ぉこぅぅかぅ さしこぅそ あぅ ょゃく さくぇさしぉょききすね っいあきにк ┾ぉこぅぅか 
いあぉおょえぅょし ぉなゃくゅす いあ ぬしいそ けょこょさしぅきくぉくえи きぅっいぉぅの さくさしくのきいょ い さしぅゅぅк 
 

╋ぅ けこくしのっょきいい ぉさょう ょょ っいあきいи [ぅこぅ のぉおのょしさの くぇとょえしくか ぇくっょさしぉょききくゃく さくすちぅさしいのк  
╈くゃゅぅ «┿-ゃ ぉさけくかいきぅょし» いおい «きぅぇおねゅぅょし» あぅ [ぅこくうи しょえさし すえぅあなぉぅょし きぅ 
いさえおねちいしょおにきくょ ぉきいかぅきいょ д┿なしいょи онцнек [かょのさに きぅゅ けくこぅあいしょおにきなか 
けこょぉこぅてょきいょか けくっいおくう さすけこすっょさえくう けぅこな - くし ぇょさけおくゅいの え ぉくあかくっきくさしい あぅちぅしにи 
[ぅこぅ こくっぅょし ╆たそぅえぅ ぉ ゅょぉのきくさしくおょしきょか ぉくあこぅさしょк ╀ えおぅささくぉくか えくきせおいえしょ さ ょょ 
さおすっぅきえくう – ょゃいけしのきえくう ┾ゃぅこにи くきぅ さしぅきくぉいしさの くしけこぅぉきくう しくちえくう ぉ こくゅくさおくぉきくう 
╃ぉこょうさえくゃく ╋ぅこくゅぅк ]くこぅ ぉくあゅぅょし ょう あぅ ぬしく ゅくおっきくょи «い たぅこい きぅこくゅくぉ けこくいあくうゅすし 
くし きょょ» д┿なしいょи нуцнтек ╃ょ さしこょかいしょおにきぅの ゃいぇょおにи けくさおょゅくぉぅぉつぅの あぅ けこょこぉぅききくう 
けくけなしえくう けこいきょさょきいの ぉ っょこしぉす ょょ ゅくおゃくっゅぅききくゃく こょぇょきえぅ ╆たそぅえぅи けくえこなしぅ しぅうきくう 
い ゅくゃぅゅえぅかいк 〈ぇいしなう ゃくこょか けくさおょ ぉきょあぅけきくう ゃいぇょおい [ぅこなи ┾ぉこぅぅか きぅさおょゅすょし 
けょこぉなう くぇとょえし ょぉこょうさえくう さくぇさしぉょききくさしい ぉ ╈ぅぅきぅきょ ゅおの しくゃくи ちしくぇな ゅくさしくうきく 
けくそくこくきいしに [ぅこす ぉ ¨ょてょこょ ╊ぅそけょおぅ.  

 

┿いぇおょうさえいょ いさしくちきいえい 

н ╋ょえくしくこくょ ぉこょかの さけすさしの いさえすつぅお ┿くゃ ┾ぉこぅぅかぅ い さえぅあぅお ょかすц «┾ぉこぅぅか! ′き さえぅあぅおц 
ぉくし のк» о ╆ さえぅあぅお ┿くゃц «╀くあにかい さなきぅ しぉくょゃくи ょゅいきさしぉょききくゃく しぉくょゃくи えくしくこくゃく しな 
おねぇいつにи ╆さぅぅえぅч い けくうゅい ぉ あょかおね ╊くこいぅ い しぅか けこいきょさい ょゃく ぉく ぉさょさくっっょきいょ きぅ 
くゅきくう いあ ゃくこи く えくしくこくう ぃ さえぅっす しょぇょ…»  
 

х ╆ けこいつおい きぅ かょさしくи く えくしくこくか さえぅあぅお ょかす ┿くゃч い すさしこくいお しぅか ┾ぉこぅぅか っょこしぉょききいえи 
こぅあおくっいお ゅこくぉぅ いи さぉのあぅぉ さなきぅ さぉくょゃく ╆さぅぅえぅи けくおくっいお ょゃく きぅ っょこしぉょききいえ けくぉょこそ 
ゅこくぉк нм ╆ けこくさしょこ ┾ぉこぅぅか こすえす さぉくね い ぉあのお きくっи ちしくぇな あぅえくおくしに さなきぅ さぉくょゃくк нн 
╋く ┾きゃょお ╁くさけくゅょきに ぉくああぉぅお え きょかす さ きょぇぅ い さえぅあぅおц ┾ぉこぅぅか! ┾ぉこぅぅか! ′き さえぅあぅおц 
«╀くし の»к но ┾きゃょお さえぅあぅおц きょ けくゅきいかぅう こすえい しぉくょう きぅ くしこくえぅ い きょ ゅょおぅう きぅゅ きいか 
きいちょゃくи いぇく しょけょこに ぃ あきぅねи ちしく ぇくいつにさの しな ┿くゃぅ い きょ けくっぅおょお さなきぅ しぉくょゃくи 
ょゅいきさしぉょききくゃく しぉくょゃくи ゅおの ╊ょきの»к д┿なしいょи оое 
н ╄いあきい [ぅこいきくう ぇなおく さしく ゅぉぅゅたぅしに さょかに おょし о ╆ すかょこおぅ [ぅこぅ ぉ ╈いこいぅせ-┾こぇょи ちしく 
きなきょ 《ょぉこくきи ぉ あょかおょ ╈ぅきぅぅきさえくうк ╆ けこいつょお ┾ぉこぅぅか こなゅぅしに けく [ぅこょ い くけおぅえいぉぅしに 
ょょк д┿なしいょи опе 
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 葦庵 鮎椅旭鮎 安芦眦握偉 伊闇 握安鯵以茜鮎芦安葵庵 安旭眤渥鮎芦安 伊闇握慰芦或葵盧葦安 慰葦暗盖 闇 握安葵闇- 握偉渥眥 握安 慰旭位鮎鯵眇葦庵 伊芦安芦慰葵或盖 庵闇芦以渥鮎 慰旭位鮎鯵眇葦庵 ;伊芦安芦慰葵或盖.闇     慰旭位鮎鯵眇葦庵 或
暗葦意-椅旭鮎 鮎芦偉-椅旭鮎 芦鞍葵偉握盡-慰 旭皹穐鮎 芦鞍葵袷闇握暗葵闇-椅旭鮎 芦睫葵或葦安盒- 葵鞍旭以葵庵 意芦暗葵惟握闇-以旭鮎 芦鞍葵以- 芦以鯵夷葵以 伊 芦皹 蘯安渥以穐夷葦安葵庵 ;安芦眇握慰鯵眞葦安 尉旭慰旭鮎以葦夷 安  袷 葦暗盖

.芦鞍闇旭以渥鮎 慰葦位鯵鮎 慰 旭皹穐鮎 伊闇握慰芦安旭安    以旭鮎 蘯鮎鯵或芦眇葦庵 案 ...-慰葦位盒 慰 旭皹穐鮎 伊睛意芦眞葦安- 旭鮎 伊芦安芦慰葵或盖 伊 芦皹 依旭或握眇葦庵 伊闇握安鯵以茜鮎芦安 睛以椅-
椅旭鮎 葵鞍鯵慰穐夷葦眇葦庵 葦暗渥盡葵按 握眞葦安-椅旭鮎 袷鯵意穐夷葦眇葦庵 ;伊闇握惟渥夷芦安-以葦夷 睛椅鯵鮎 伊 旭皺芦眇葦庵 睛偉葵盡 意芦暗葵惟握闇-.伊闇握惟渥夷芦以 以葦夷葦眞握位 葦暗渥盡葵按 握眞葦安     葦庵 闇 暗葦以 葵皹握眇

椅旭鮎 伊芦安芦慰葵或盖-椅旭鮎 暗葦睇握眇葦庵 睛袷芦闇-椅旭鮎 案鯵暗 葵皹握以 椅旭以旭杏穐鮎葦眞葦安-.睛偉葵盡    依 握位 安芦庵安葵闇 葵鞍盖葵以葦位 庵闇芦以渥鮎 鮎芦慰葵意握眇葦庵 鮎闇-慰旭位鮎鯵眇葦庵 伊握闇 葦位 芦盂葦安 
.闇握偉渥眥 握安 慰旭位鮎鯵眇葦庵 ;伊芦安芦慰葵或盖 伊芦安芦慰葵或盖    以盖 慰旭位鮎鯵眇葦庵 或闇-以旭鮎 芦鞍葵袷芦闇 暗葦以 葵皹握睫-以盖葵庵 慰葦夷葦眥 葦安-鮎葵位 睛以 皺葦夷 葦睫:安芦位蘯    安 芦睫葦夷 闇握眩

闇握眩 闇 握睫葵夷葦袷芦闇-椅旭鮎 芦睫葵杏 葦皺芦暗 鮎鯵以葵庵 安芦睫盖 伊闇握安鯵以茜鮎 鮎渥慰葵闇-椅旭鮎 芦鞍葵偉握盡-.闇握眥 旭眞握位 芦鞍葵袷闇握暗葵闇 )或杏 '慰或( ... 
伊闇握偉 芦皹 夷葦或 旭皹葵庵 安芦偉 芦皹 伊闇握慰 葵皺旭夷葵庵 安芦偉 芦皹 安盒渥位 安芦慰 芦皺 闇渥眇葦暗 蘯闇 葵安握眇葦庵 鮎--.安芦慰 芦皺 闇渥眇 葦暗 闇渥偉 葵皹    椅葦闇葵慰握意葵盡 安芦慰 芦皺 椅芦位芦睫葦庵 或  夷葦盡葵慰盖

依睛慰葵或旭暗 鮎庵握安--.盪 芦椅鯵眩葵或握以葵庵 安芦慰 芦皺葵以 袷鯵眷葵囲握以 伊芦安芦慰葵或盖 鮎鯵或芦眇葦庵 ;依葦夷芦偉葵眩 尉旭慰旭鮎葵盡 )（〉 '÷”(  

 

╈ぅえくぉぅ さぉのあに かょっゅす さかょこしにね [ぅこな い きょさくさしくのぉついかさの けくっょこしぉくぉぅきいょか ょょ 
こょぇょきえぅы 

╀くけこくさな ゅおの くぇさすっゅょきいの  
[かょこしに [ぅこな くけいさなぉぅょしさの ぉ あぅえおねちょきいょ くゅきくゃく いあ さぅかなそ あきぅかょきいしなそ ぇいぇおょうさえいそ 
しょえさしくぉ – ぅえょゅなи «さぉのあなぉぅきいの ╆さぅぅえぅ»к ╁くしくぉきくさしに くしたぅ い ょゃく きぅかょこょきいょ けこいきょさしい ぉ 
っょこしぉす さぉくょゃく さなきぅ さくけくさしぅぉおのょしさの さ くぇとのぉおょきいょか く さかょこしい [ぅこなк ‶ぅついи 
さこょゅきょぉょえくぉなう えくかかょきしぅしくこи くぇとょゅいきのょし きょえくしくこなょ しこぅゅいたいくききなょ えくかかょきしぅこいいк 
«[かょこしに [ぅこな けくゅこくぇきく いあおぅゃぅょしさの さこぅあす っょ けくさおょ ぅえょゅな, けくさえくおにえすи えくゃゅぅ くきぅ 
すあきぅおぅи ちしく ょょ さなきぅ ぉなあぉぅおい きぅ っょさしくえくょ すぇいうさしぉくи ゅすつぅ ょょ けょこょきょさおぅさに きぅ きょぇく い 
くきぅ すかょこおぅ» дけく к┿なしいねи опцоек 
 

╀ さくくしぉょしさしぉいい さ しょえさしくかи ┿-ゃ きぅかょこょぉぅょしさの いさけなしぅしに けこょゅぅききくさしに ┾ぉこぅぅかぅ – えぅえ 
┾ぉこぅぅか ぇすゅょし こょぅゃいこくぉぅしに きぅ けこいえぅあ ┿-ゃぅ けこいきょさしい ぉ っょこしぉす さぉくょゃく こょぇょきえぅк [ 
しくちえい あこょきいの ‶ぅついи きょ のぉおのょしさの おい けこいあきぅえくか さおぅぇくさしい しくし せぅえしи ちしく [ぅこぅ すかょこおぅ ぉ 
こょあすおにしぅしょ ぬしくゃく いさけなしぅきいのы ╈ぅえ ぉな かくっょしょ くぇとのさきいしに しぅえくう いさそくゅы 

 

『しく えぅさぅょしさの くけこょゅょおょきいの おいきいい きぅさおょゅくぉぅきいの ┾ぉこぅぅかぅи ┿-ゃ ぉょおいし ┾ぉこぅぅかす 
さおすつぅしにさの ゃくおくさぅ [ぅこな д┿なしいょи онцноек ╋ょえくしくこなょ かすゅこょたな けこいちいさおのねし [ぅこす え しょかи 
えしく くゅぅこょき ゅぅこくか けこくこくちょさえくゃく ぉいゅょきいの дけこк ぃおえすし 』いかくきい 247, роек ╃さおい ぬしく しぅえи 
しく くきぅ さ さぅかくゃく きぅちぅおぅ あきぅおぅ く けすしょつょさしぉいい ┾ぉこぅぅかぅ い ╆たそぅえぅк ╀くあかくっきくи くきぅ 
しくこゃすょしさの さ ]ぉくこたくか しぅえ っょи えぅえ ┾ぉこぅぅかи えくゃゅぅ くき さけぅさぅょし [くゅくか い ╁くかくここすы 
д┿なしいょи нфцну-ппеы ╀くあかくっきくи くきぅ けこょゅおぅゃぅょし ぉあのしに ょょ っいあきに ぉあぅかょき っいあきい ょょ 
こょぇょきえぅы ╆おい かくっょし ぇなしにи ょょ ゅすつぅ っょきていきなи えくしくこぅの ゅぅょし っいあきにи きょ かくっょし ぇくおょょ 
さしこぅゅぅしに い くさしぅぉぅしにさの きぅ あょかおょи ぉ しく ぉこょかの えぅえ ぇくっょさしぉょききなう ]ぉくこょた っょおぅょし 
ちょおくぉょちょさえくう っょこしぉなк ╈ぅえいか くぇこぅあくか さかょこしに [ぅこな すしぉょこっゅぅょし ょょ くさすっゅょきいょ 
ぇょあきこぅぉさしぉょききくさしい けこいえぅあぅ ┿-ゃぅы 

 

[くゃおぅさきく ╆さぅうょ дрсцуеи ぇくっょさしぉょききなう ]ぉくこょた のぉおのょしさの しぅえっょ いさしくちきいえくか あおぅц «ぃ 
くぇこぅあすね さぉょし い しぉくこね しにかすи ゅょおぅね かいこ い けこくいあぉくっす ぇょゅさしぉいのч ぃи ╁くさけくゅにи ゅょおぅね 
ぉさは ぬしく»к 
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′ゅきくう いあ けこくぇおょか かくきくしょいあかぅ のぉおのょしさの しくちえぅ あこょきいのи ちしく ′ゅいき ぇくっょさしぉょききなう 
のぉおのょしさの いさしくちきいえくか えぅえ あおぅи しぅえ い ゅくぇこぅк ╀くあかくっきくи [ぅこぅ あぅゅぅょし ぉくけこくさи 
きぅさえくおにえく ぉくくぇてょ こぅあすかきぅ っいあきにи ょさおい ]ぉくこょた くゅきくぉこょかょききく のぉおのょしさの 
‶ぅあこすついしょおょかы 

╈ぅえくぉな いさけなしぅきいの きぅ ぉょこきくさしに ぉ さくぉこょかょききくう ょぉこょうさえくう っいあきいы ╆ ちしく くあきぅちぅょし 
けこくうしい いさけなしぅきいょ ┿-ゃぅы 

 

[さなおえい ゅおの さけこぅぉくえ  
╈くかかょきしぅこいい ┾ぉいぉな 》くこきぇょこゃ く さかょそょ [ぅこな – けく ささなおえょ 

http://www.matan.org.il/oll/parsha-vayera.html 

 

]ょくこいの [ぅぉいきな ╂っк ]くうぇぅお く さしぅしすさょ [ぅこな えぅえ っこいたな けこいぉくゅいしさの けくおきくさしにね けく 
ささなおえょ 
http://myjewishlearning.com/history_community/Ancient/TheStoryTO/Patriarchs/Biblical

Sarah.htm 

 

╈きいゃぅ ╊ぅこょえぅ 《ぅおにしょこぅ [ぅこぅ: ‶くかぅき けこょゅさしぅぉおのょし ぉくくぇこぅっぅょかすね ぉょこさいね 
ぇいぇおょうさえいそ いさしくこいうк ╂おの くぇさすっゅょきいの ぉ ゃこすけけょ くぇこぅしいしょさに え ささなおえょ 

http://readinggroupguides.com/guides3/sarah1.asp 

 

[くゃおぅさきく さくぉこょかょききくかす かいゅこぅついさしすи [ぅこぅ くぇおぅゅぅおぅ ゅぅこくか けこょゅさえぅあぅきいのи えくしくこなう 
けくあぉくおのお ょう けこょゅぉいゅょしに さくぇなしいの ぉ いさしくこいい ╆あこぅいおの い くきぅ かくゃおぅ けこょゅおくっいしに さぉくい 
かくおいしぉな い ぇおぅゃくさおくぉおょきいの ゅおの ぇすゅすてょゃくк ′きい けく-けこょっきょかす くさしぅねしさの ぉ さいおょк 
╋ょさくかきょききくи ぉ さけくさくぇきくさしい けこょゅぉいゅょきいの くきぅ さしくいし ぉなつょи ちょか ┾ぉこぅぅかк ╀くし けくちょかす 
いきくゃゅぅ ょょ あきぅねしи えぅえ けこょゅさえぅあぅしょおにきいたす ╆さえぅそк «╆ けこくいあきょさおぅ ╆さえぅそ ぇくっょさしぉょききくょ 
いかの い けこょぉこぅしいおぅさに ぉ ゃくおすぇの» © ╀さょ けこぅぉぅ さくそこぅきょきなи ╁くぉぅこゅ 』ぉぅこた 

http://www.icmidrash.org/livingt/aie.htm  

 

╈こぅしえいょ ぉなぉくゅな 

╀ ぬしくか ぬけいあくゅょи っょおぅきいょ さおすっいしに ぇくっょさしぉょききくかす けこょゅぅききく い さかいこょききく ぉそくゅいしに ぉ 
えくきせおいえし さ ゅこすゃいかい ちょおくぉょちょさえいかい たょききくさしのかいи さ さぅかくう っいあきにねк [ぅこぅ きぅそくゅいしさの 
きぅ けくおのそ しょえさしぅ くぇ ┾えょゅょк ╆さそくゅの いあ しこぅゅいたいくききくゃく ぇいぇおょうさえくゃく えくかかょきしぅこいのи 
ぉけくおきょ ぉょこくのしきくи ちしく [ぅこぅ けくけぅゅぅょし ぉ おくぉすつえす ぉ ゅこぅかぅしいちきくかи さ ぉなさくえいかい 
さしぅぉえぅかいи いさけなしぅきいいк ╃ょ きょけくえくおょぇいかぅの けこいぉょこっょききくさしに いさけくおきいしに ぇくっょさしぉょききくょ 
くぇょてぅきいょ けおくゅくこくゅきくさしい ╃ぉこょうさえくゃく きぅこくゅぅ ぉさしすけぅょし ぉ けこくしいぉくこょちいょ さ けこいえぅあくかи 
すゃこくっぅねていか  けくゃすぇいしに しくおにえく きぅちぅぉつょゃく っいあきに こょぇょきえぅк ╀けくおきょ ぉくあかくっきくи ちしく 
[ぅこぅ けょこょさかぅしこいぉぅょし すさおくぉいの けくゅちいきょきいの ┿-ゃすч くきぅ いさけくおにあすょし さぉくね ぬしいちょさえすね 
さいおす さ しょかи ちしくぇな あぅきくぉく くけこょゅょおいしに ゃこぅきいたな ょぉこょうさえくう こいしすぅおにきくう けこぅえしいえいк 
 

 

 

http://www.matan.org.il/oll/parsha-vayera.html
http://myjewishlearning.com/history_community/Ancient/TheStoryTO/Patriarchs/BiblicalSarah.htm
http://myjewishlearning.com/history_community/Ancient/TheStoryTO/Patriarchs/BiblicalSarah.htm
http://readinggroupguides.com/guides3/sarah1.asp
http://www.icmidrash.org/livingt/aie.htm
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╊ょしくゅくおくゃいちょさえいょ ぉくけこくさな 

をしくし けこくたょささ えくかかょきしいこくぉぅきいの くさきくぉぅき かょきにつょ きぅ しくかи ちしく あぅけいさぅきく ぉ しょえさしょи ちょか 
きぅ しくかи ちょゃく ぉ しょえさしょ きょ そぉぅしぅょしк ╉ねぇくけなしさしぉく い しくちきく いさけくおにあすょかぅの えこょぅしいぉきくさしに 
のぉおのねしさの ぉぅっきなかい さくさしぅぉおのねていかい ゅおの けおくゅくしぉくこきくゃく いあすちょきいの ]くこなк 
 

╈くきしぅえし 

¨こくさにぇぅ きぅけこぅぉおのしに ぉくけこくさな い えくかかょきしぅこいい ╂-こす ┿くききょ ╂ょぉくこょ 《ぅぇょこかぅきき 

けく ぅゅこょさす bonnadevora@gmail.com 

 


