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¨ょこぉくいさしくちきいえ 

[ぅこぅ - っょきぅ ┾ぉこぅぅかぅч くきい のぉおのねしさの けょこぉくう ょぉこょうさえくう さすけこすっょさえくう けぅこくうк 
′ぇょさけくえくょききぅのи ちしく くきい さしぅこょねしи ぅ あぅちぅしに こょぇょきえぅ きょ かくゃすしи [ぅこぅ こぅあこぅぇぅしなぉぅょし 
けおぅき さ しょかи ちしくぇな すさえくこいしに いさけくおきょきいょ ぇくっょさしぉょききくゃく くぇょてぅきいの けくしくかさしぉぅк [ぅこぅ 
けくすちぅょし ┾ぉこぅぅかぅ ぉさしすけいしに ぉ さぉのあに さ ┾ゃぅこにи こぅぇなきょう-ょゃいけしのきえくうи こぅささちいしなぉぅの けこい 
ぬしくかи ちしく ┾ゃぅこに さしぅきょし さすここくゃぅしきくう かぅしょこにね ゅおの ょょ こょぇょきえぅк [ ┾ゃぅこに くぇこぅてぅねしさの 
えぅえ さ きいあえくさくこしきくう いきくあょかえくうи ちしく けくゅしぉょこっゅぅょしさの あきぅちょきいょか ょょ いかょきいк ‶くゅいぉ 
けょこぉくゃく さなきぅ ┾ぉこぅぅかぅи ╆つかぅぬおのи ┾ゃぅこに すっょ きょけくえくこきぅ さぉくょう «ゃくさけくっょ» [ぅこょи 
えくしくこぅの っょさしくえく くぇこぅてぅょしさの さ きょう い ぉなゃくきのょし ょょ ぉ けすさしなきねк ╋ぅこのゅす さく ぉさょかい 
ぬしいかい おいつょきいのかいи ┾ゃぅこに のぉおのょしさの ぉ ]くこょ けょこぉくうи えしく すゅくさしぅいぉぅょしさの けくさょてょきいの 
ぅきゃょおぅи くきぅ - けょこぉぅの っょきていきぅи えくしくこくう さくくぇてぅねし く けこいぇおいっぅねてょかさの こくっゅょきいい 
こょぇょきえぅ い けょこぉなう ちょおくぉょえи けこくいあきょさついう いかの ┿-ゃぅк ┾ゃぅこに しぅえっょ のぉおのょしさの けょこぉくうи 
えくかす すえぅあなぉぅねし きぅ えくおくゅょたи のぉおのねていうさの  ぉなさくちぅうついか さいかぉくおくか ぉ ]くこょ い 
ぇくっょさしぉょききくか ぇおぅゃくさおくぉおょきいいк 
 

╀ しく ぉこょかのи えぅえ ぉ ╈きいゃょ ╆さそくゅぅ ぇいぇおょうさえくょ くけいさぅきいょ けくゅこくぇきく いあおぅゃぅょしи えぅえ ╃ぉこょい 
ぇなおい けくこぅぇくてょきな ╃ゃいけしくかи ┾ゃぅこに さしこぅゅぅょし くし さぉくょくぇこぅあきくう けょこょさしぅきくぉえい 
«けくこぅぇくしいしょおに – けくこぅぇくてょききぅの»и ぉょゅに くきぅ - ょゃいけしのきえぅи すゃきょしぅょかぅの ょぉこょのかいк 
┿すゅすちい かぅしょこにね ╆つかぅぬおのи ┾ゃぅこに のぉおのょしさの さぉのあすねていか あぉょきくか かょっゅす ╆すゅぅいあかくか い 
╆さおぅかくかк ╊な ちいしぅょか ょょ こぅささえぅあ く ‶くつ-《ぅ-』ぅきぅи ょぉこょうさえくか ╋くぉくか ╁くゅょк 《ぅこぅえしょこ 
┾ゃぅこに い ょょ さぉのあい さしくのし ぇくおょょ けくゅこくぇきくゃく こぅささかくしこょきいのк 
 

┿いぇおょうさえいょ いさしくちきいえい 

I. ┾ゃぅこに ぇょこょかょききぅ 

н [ぅこぅうи っょきぅ ┾ぉこぅぅかぅи きょ こくっゅぅおぅ ょかす ゅょしょうк 〈 きょょ ぇなおぅ ょゃいけしのきえぅ-さおすっぅきえぅ けく 
いかょきい ┾ゃぅこにк о ╆ さえぅあぅおぅ [ぅこぅう ┾ぉこぅぅかすц «¨くさおすつぅうи ╁くさけくゅに おいついお かょきの 
ぉくあかくっきくさしい あぅちぅしにч ぉくうゅい っょ え さおすっぅきえょ かくょうц かくっょし ぇなしにи の ぇすゅす いかょしに ゅょしょう くし 
きょょк ┾ぉこぅぅか けくさおすつぅおさの さおくぉ [ぅこなк п ╆ ぉあのおぅ [ぅこぅうи っょきぅ ┾ぉこぅぅかくぉぅи さおすっぅきえす 
さぉくねи ╃ゃいけしのきえす ┾ゃぅこにи けく いさしょちょきいい ゅょさのしい おょし けこょぇなぉぅきいの ┾ぉこぅぅかくぉぅ ぉ あょかおょ 
《ぅきぅぅきさえくうи い ゅぅおぅ ょょ ┾ぉこぅぅかすи かすっす さぉくょかすи ぉ っょきなк р ′き ぉくつょお え ┾ゃぅこにи い くきぅ 
あぅちぅおぅк 〈ぉいゅょぉ っょи ちしく あぅちぅおぅи くきぅ さしぅおぅ けこょあいこぅしに ゃくさけくっす さぉくねк с ╆ さえぅあぅおぅ 
[ぅこぅう ┾ぉこぅかすц «╀ くぇいゅょ かくょう しな ぉいきくぉょきч の くしゅぅおぅ さおすっぅきえす かくね ぉ きょゅこく しぉくょч ぅ 
くきぅи すぉいゅょぉи ちしく あぅちぅおぅи さしぅおぅ けこょあいこぅしに かょきのч ╁くさけくゅに けすさしに ぇすゅょし さすゅにょう かょっゅす 
かきくう い かょっゅす しくぇくうк т ┾ぉこぅぅか さえぅあぅお [ぅこぅう «╀くしи さおすっぅきえぅ しぉくの ぉ しぉくいそ こすえぅそч 
ゅょおぅう さ きょねи ちしく しょぇょ すゃくゅきくк» ╆ [ぅこぅう さしぅおぅ けこいしょさきのしに ょょи い くきぅ すぇょっぅおぅ くし きょょк 
у ╆ きぅつょお ょょ ┾きゃょお ╁くさけくゅょきに す いさしくちきいえぅ ぉくゅな ぉ けすさしなきょи す いさしくちきいえぅ きぅ ゅくこくゃょ 
え [すこすк ф ╆ さえぅあぅお ょうц «┾ゃぅこにи さおすっぅきえぅ [ぅこいきぅЭ くしえすゅぅ しな けこいつおぅ い えすゅぅ いゅょつにы» ╆ 
さえぅあぅおぅ くきぅц «ぃ ぇょゃす くし [ぅこなи ゃくさけくっい かくょう»к х ┾きゃょお ╁くさけくゅょきに さえぅあぅお ょうц 
«╀くあぉこぅしいさに え ゃくさけくっょ さぉくょう い けくえくこいさに ょうк» нм ╆ さえぅあぅお ょう ┾きゃょお ╁くさけくゅょきにц 
«〈かきくっす けくしくかさしぉく しぉくょи しぅえ ちしく きょおにあの ぇすゅょし い さちょさしに ょゃく くし かきくっょさしぉぅк» нн ╆ 
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ょてょ さえぅあぅお ょう ┾きゃょお ╁くさけくゅょきにц «╀くしи しな ぇょこょかょききぅи い こくゅいつに さなきぅи い きぅあくぉょつに 
ょゃく ╆つかぅぬおにи いぇく すさおなつぅお ╁くさけくゅに さしこぅゅぅきいょ しぉくょк  
но ′き ぇすゅょし かょっゅす おねゅにかいи えぅえ ゅいえいう くさょおч こすえい ょゃく きぅ ぉさょそи い こすえい ぉさょそ きぅ きょゃくч 
っいしに ぇすゅょし くき けょこょゅ おいたくか ぉさょそ ぇこぅしにょぉ さぉくいそк 
нп ╆ きぅあぉぅおぅ ┾ゃぅこに ╁くさけくゅぅи ╈くしくこなう ゃくぉくこいお え きょうи ぬしいか いかょきょかц ]な ┿くゃ ぉいゅのていう 
かょきのк ╆ぇく さえぅあぅおぅ くきぅц しくちきく の ぉいゅょおぅ あゅょさに ぉ さおょゅ ぉいゅのてょゃく かょきのк 
нр ¨くぬしくかす いさしくちきいえ しくし きぅあなぉぅょしさのц ┿ょぬこ-おぅそぅう-こくいк ′き きぅそくゅいしさの かょっゅす 
╈ぅゅょつくか い かょっゅす ┿ょこょゅくか нс ┾ゃぅこに こくゅいおぅ ┾ぉこぅぅかす さなきぅч い きぅあぉぅお ┾ぉこぅぅか さなきぅ 
さぉくょゃくи こくっゅょききくゃく くし ┾ゃぅこいц ╆つかぅぬおにк нт ┾ぉこぅぅかす ぇなおく ぉくさょかにゅょさのし つょさしに おょしи 
えくゃゅぅ ┾ゃぅこに こくゅいおぅ ┾ぉこぅぅかす ╆つかぅぬおのк д┿なしいょи нте 
 

.慰芦粟芦安 盪芦位 葵皹蘯 椅闇握慰葵惟握位 安芦暗葵威 握皹 盪芦以葵庵 ;睛以 安芦袷葵以芦闇 鮎鯵以 伊芦慰葵或盖 椅 旭皹渥鮎 闇葦慰 芦皺葵庵 鮎    以旭鮎 闇葦慰 芦皺 慰旭位鮎鯵睫葦庵 或-安渥眥握安 伊芦慰葵或盖- 鮎芦偉
椅旭袷旭眤握位 安芦庵安葵闇 闇握偉葦慰芦惟穐夷--鮎鯵盡-以旭鮎 鮎芦偉- 葵以 伊芦慰葵或盖 夷葦位 葵皹握眇葦庵 ;安芦眥 旭眞握位 安旭偉芦盡握鮎 闇葦以蘯鮎 闇 握椅芦暗葵威 握皹.闇芦慰 芦皺 以睛意     闇葦慰 芦皺 暗葦睇握睫葦庵 粟

椅 旭皹渥鮎-椅旭鮎 伊芦慰葵或盖- 葵眩 尉旭慰旭鮎葵盡 伊芦慰葵或盖 椅旭或 旭皹葵以 伊闇握偉 芦皹 慰 旭皺旭夷 尉渥睇握位 盪芦椅芦暗葵威 握皹 椅闇握慰葵惟握眞葦安 慰芦粟芦安 葵或盖葵以 盪芦椅鯵鮎 依 渥睫握睫葦庵 ;依葦夷芦偉 伊芦慰
.安 芦盂握鮎葵以 睛以 盪 芦皹闇握鮎    以旭鮎 鮎鯵或芦眇葦庵 袷- 葦意 渥睫葦庵 安 芦椅芦慰芦安 闇握眩 鮎旭慰 渥睫葦庵 ;慰葦安葦睫葦庵 慰芦粟芦安.芦安闇旭偉闇渥夷葵盡 盪芦睫葵慰握或葵盥 以     闇葦慰 芦皺 慰旭位鮎鯵睫葦庵 安

以旭鮎- 芦鞍闇旭以芦夷 闇 握囲芦位穐暗 伊芦慰葵或盖-- 芦安闇旭偉闇渥夷葵盡 以葦意渥鮎芦庵 安 芦椅芦慰芦安 闇握眩 鮎旭慰 渥睫葦庵 芦鞍旭意闇渥暗葵盡 闇 握椅芦暗葵威 握皹 闇 握睫葦椅芦偉 闇握杏鯵偉盒 闇握偉闇渥盡 安芦庵安葵闇 案鯵眷 葵皹握闇 ;
.芦鞍闇旭偉闇 渥或蘯    以旭鮎 伊芦慰葵或盖 慰旭位鮎鯵眇葦庵 庵- 芦闇 葵盡 葵鞍 渥椅芦暗葵威 握皹 安渥眥握安 闇葦慰 芦皺 葵鞍渥袷--闇 握皺穐夷- 葦庵 闇葦慰 芦皺 芦安旭眥葦夷 葵睫葦庵 ;葵鞍握闇芦偉闇 渥夷葵盡 或睛眈葦安 盪芦以 暗葦慰葵或握睫
.芦安闇旭偉芦眷握位    以葦夷 安芦庵安葵闇 葵鞍盖葵以葦位 盪盒芦惟葵位握眇葦庵 按-伊握闇 葦眞葦安 依闇渥夷--:慰芦盡葵袷握眞葦盡   以葦夷-.慰蘯皹 葵鞍旭慰旭袷葵盡 依握闇葦夷芦安    椅葦暗葵威 握皹 慰芦粟芦安 慰葦位鮎鯵眇葦庵 暗 
闇渥鮎 闇葦慰 芦皺-椅鮎芦或 安旭盻 握位-- 葦庵 ;闇握杏渥以 渥椅 安芦偉盒葵庵慰旭位鮎鯵睫--.椅葦暗葦慰鯵盡 闇握杏鯵偉盒 闇 握睫葵慰握或葵盥 闇葦慰 芦皺 闇渥偉葵眷握位     安芦庵安葵闇 葵鞍盖葵以葦位 盪芦以 慰旭位鮎鯵眇葦庵 案

以旭鮎 闇握或蘯皹-. 芦安闇旭袷芦闇 椅葦暗葦睫 闇握眥葦夷 葵椅握安葵庵 葵鞍 渥睫葵慰握或葵盥    椅旭鮎 安旭盡葵慰盖 安芦盡葵慰葦安 安芦庵安葵闇 葵鞍盖葵以葦位 盪芦以 慰旭位鮎鯵眇葦庵 闇- 慰渥威芦眦握闇 鮎鯵以葵庵 葵鞍渥夷葵慰葦按
.或鯵慰渥位     葦位 盪芦以 慰旭位鮎鯵眇葦庵 鮎闇闇握眩 以鮎渥夷芦位 葵皹握闇 睛位 葵皹 椅鮎芦慰芦意葵庵 依 渥盡 葵睫葵袷葦以鯵闇葵庵 安芦慰芦安 葵鞍芦眥握安 安芦庵安葵闇 葵鞍盖葵以-以旭鮎 安芦庵安葵闇 夷葦位 芦皹-.葵鞍渥闇葵偉芦夷  

  伊芦袷盒 鮎旭慰旭眷 安旭闇 葵安握闇 鮎蘯安葵庵 或闇--以葦夷葵庵 ;睛盡 以鯵眩 袷葦闇葵庵 以鯵眩葦或 睛袷芦闇-以芦杏 闇渥偉葵眷-.依鯵眩 葵皹握闇 庵闇 芦暗旭鮎    伊 渥皹 鮎芦慰葵意握睫葦庵 粟闇- 慰渥或鯵盧葦安 安芦庵安葵闇
 芦睫盖 芦安闇旭以渥鮎:闇握鮎悪慰 以渥鮎 安   闇 握椅闇握鮎芦慰 伊鯵以穐安 伊葦粟穐安 安芦慰葵位盒 闇握眩--.闇 握鮎鯵慰 闇渥慰穐暗盖    以葦夷 袷闇- 握鮎鯵慰 闇 葦暗葦以 慰渥鮎葵盡 慰渥鮎葵盡葦以 鮎芦慰芦意 依渥眩闇--
依闇 渥或 安渥眥 握安-.袷旭慰芦盡 依闇渥或蘯 皹渥袷芦意    伊 旭皹 伊芦慰葵或盖 鮎芦慰葵意握眇葦庵 ;依 渥盡 伊芦慰葵或盖葵以 慰芦粟芦安 袷旭以 渥睫葦庵 庵案-慰 旭皹穐鮎 睛偉葵盡-.以鮎渥夷芦位 葵皹握闇 慰芦粟芦安 安芦袷葵以芦闇    

依旭盡 伊芦慰葵或盖葵庵 按案-椅旭袷旭以葵盡 伊闇握偉 芦皹 皹 渥皹葵庵 安芦偉 芦皹 伊闇握偉鯵位 葵皹-椅旭鮎 慰芦粟芦安-)按案 '慰或( .伊芦慰葵或盖葵以 以鮎渥夷芦位 葵皹握闇  

 

II ′しえこくぉょきいょ ┾ゃぅこに 

х ╆ すぉいゅょおぅ [ぅここぅи ちしく さなき ┾ゃぅこい ╃ゃいけしのきえいи えくしくこくゃく くきぅ こくゅいおぅ ┾ぉこぅぅかすи 
きぅさかょそぅょしさの нм ′きぅ さえぅあぅおぅ ┾ぉこぅぅかすц «╆あゃくきい ぬしす っょきていきす-こぅぇなきね い ょょ さなきぅи いぇく 
さなき ぬしくう こぅぇなきい きょ ゅくおっょき ゅょおいしに きぅさおょゅさしぉく さ かくいか さなきくか ╆さぅぅえくか»к нн ぬしく 
さいおにきく こぅささしこくいおく ┾ぉこぅぅかぅ и いぇく えぅさぅおくさに ぬしく さなきぅ ょゃくк но ╋く ┿くゃ さえぅあぅお ┾ぉこぅぅかすц 
きょ くゃくこちぅうさの こぅゅい くしこくえぅ い こぅぇなきい しぉくょうч ぉく ぉさょかи ちしく さえぅっょし しょぇょ [ぅここぅи 
さおすつぅうさの ゃくおくさぅ ょょи いぇく ぉ ╆さぅぅえょ きぅあくぉょしさの しょぇょ さょかの нп い くし さなきぅ こぅぇなきい ぃ 
けこくいあぉょゅす きぅこくゅи けくしくかす ちしく くき さょかの しぉくょ»к 
нр ╋ぅ さおょゅすねていう ゅょきに こぅききいか すしこくか ぉあのお ┾ぉこぅぅか きょかきくゃく そおょぇぅ い かょそ ぉくゅな い ゅぅお 
ぬしく ┾ゃぅこにк ¨くおくっいお くき ぬしく ぉさょ ょう きぅ けおょちい ぉかょさしょ さ こょぇょきえくか い くしくさおぅお ょょк ╆ 
けくつおぅ くきぅи い あぅぇおすゅいおぅさに ぉ けすさしなきょ ┿ょょこ-』ょぉぅк нс ╆ えくゃゅぅ きょ さしぅおく ぉくゅな ぉ かょそょи い 
ぇこくさいおぅ くきぅ こょぇょきえぅ けくゅ くゅきいか いあ えすさしくぉк нт ╆ けくつおぅи い さょおぅ ぉゅぅおいи きぅ こぅささしくのきいい 
ぉなさしこょおぅ いあ おすえぅи いぇく さえぅあぅおぅ くきぅц «¨すさしに きょ すぉいっす の さかょこしい こょぇょきえぅ»к ╆ くきぅ さょおぅ 
けくくゅぅおにи い けくゅきのおぅ ゃくおくさ さぉくうи い あぅけおぅえぅおぅк 
ну ╆ すさおなつぅお ╁くさけくゅに ゃくおくさ くしこくえぅч い ぅきゃょお ┿-っいう ぉくああぉぅお さ きょぇぅ え ┾ゃぅこいи い さえぅあぅお 
ょうц «『しく ぇょさけくえくいし しょぇのи ┾ゃぅこにы ╋ょ ぇくうさのи いぇく すさおなつぅお ╁くさけくゅに ゃくおくさ くしこくえぅ 
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くししすゅぅи ゃゅょ くき きぅそくゅいしさのк» нф «╀さしぅきにи けくゅきいかい くしこくえぅ い ぉくあにかい ょゃく あぅ こすえすи いぇく ぃ 
ぉょおいえいか きぅこくゅくか さゅょおぅね ょゃくк»  нх ╆ くしえこなお ╁くさけくゅに ゃおぅあぅ ょょи い すぉいゅょおぅ くきぅ 
えくおくゅょた ぉくゅなи い けくつおぅ くきぅи きぅけくおきいおぅ かょそ ぉくゅくね い きぅけくいおぅ くしこくえぅк ом ╆ ╁くさけくゅに 
ぇなお さ くしこくえくかч い くき ぉなこくさ い けくさょおいおさの ぉ けすさしなきょч い さしぅお さしこょおえくか いあ おすえぅк 
он ╆ くき っいお ぉ けすさしなきょ ¨ぅこぅきч い かぅしに ょゃく ぉあのおぅ ょかす っょきす いあ あょかおい ╃ゃいけょしさえくうк 
д┿なしいょи оне 
 

椅旭鮎 安芦慰 芦皺 鮎旭慰 渥睫葦庵 案-依旭盡-慰 旭皹穐鮎 椅闇握慰葵惟握眞葦安 慰芦粟芦安-伊芦安芦慰葵或盖葵以 安芦袷葵以芦闇--.意渥暗葦惟葵位     芦位盒芦安 皹渥慰芦盥 伊芦安芦慰葵或盖葵以 慰旭位鮎鯵睫葦庵 闇 安
椅旭鮎葵庵 椅鮎鯵盻 葦安-:盪芦偉葵盡   依旭盡 皹葦慰闇握闇 鮎鯵以 闇握眩-安芦位盒芦安 伊握夷 椅鮎鯵盻 葦安-伊握夷 闇握偉葵盡-.意芦暗葵惟握闇     闇渥偉闇渥夷葵盡 袷鯵鮎葵位 慰芦或芦盧葦安 夷葦慰渥眇葦庵 鮎闇

.睛偉葵盡 椅鯵袷睛鮎 以葦夷 伊芦安芦慰葵或盖    以 旭鮎 伊闇握安鯵以茜鮎 慰旭位鮎鯵眇葦庵 或闇-以盖 伊芦安芦慰葵或盖-以葦夷 芦鞍闇旭偉闇渥夷葵盡 夷葦慰渥闇-以葦夷葵庵 慰葦夷葦眥 葦安- 芦鞍 旭椅芦位穐鮎-- 以鯵眩
:盪芦以鯵意葵盡 夷葦位 葵皹 安芦慰 芦皺 芦鞍闇旭以渥鮎 慰葦位鮎鯵睫 慰 旭皹穐鮎    握闇 葵或 闇握眩.夷葦慰芦按 芦鞍葵以 鮎渥慰芦睇握闇 意芦暗葵惟    椅旭鮎 伊葦粟葵庵 粟闇-依 旭盡-:蘯眥 旭位闇 握皺穐鮎 闇睛粟葵以 安芦位盒芦安  

 .鮎蘯安 芦鞍穐夷葵慰葦按 闇握眩    暗葦睇握眇葦庵 慰旭意鯵盡葦盡 伊芦安芦慰葵或盖 伊渥眩 葵皹葦眇葦庵 袷闇-以旭鮎 依 渥睫握眇葦庵 伊握闇 葦位 椅葦位渥暗葵庵 伊旭暗旭以-以葦夷 伊 芦皺 慰芦粟 芦安-椅旭鮎葵庵 盪芦位葵杏 握皹-
袷旭以旭眇 葦安-- 葦椅渥睫葦庵 葵鞍旭以 渥睫葦庵 ; 芦安旭暗葵眤 葦皹葵闇葦庵.夷葦或 芦皹 慰渥鮎葵盡 慰葦盡葵袷握位葵盡 夷    依 握位 伊握闇 葦眞葦安 蘯以葵杏握眇葦庵 庵案-椅旭鮎 葵鞍渥以 葵皹葦睫葦庵 ;椅旭位渥暗葦安- 椅葦暗 葦睫 袷旭以旭眇 葦安

.伊握暗闇 握盍葦安 袷葦暗盖    以盖 安芦慰葵位盒 闇握眩 椅 旭皹旭意 闇渥庵 穐暗葦案葵位握眩 意渥暗葵慰葦安 袷旭粟旭眥 握位 盪芦以 或 旭皹渥睫葦庵 葵鞍旭以 渥睫葦庵 按案- 渥睫葦庵 ;袷旭以芦眇 葦安 椅睛位葵盡 安旭鮎葵慰旭鮎 或 旭皹
 芦盍握睫葦庵 袷旭粟旭眥 握位椅旭鮎 鮎-.葵眄葵或 渥睫葦庵 盪芦以鯵意    椅旭鮎 伊闇握安鯵以茜鮎 夷葦位 葵皹握眇葦庵 按闇-以旭鮎 伊闇握安鯵以茜鮎 葵鞍盖葵以葦位 鮎芦慰葵意握眇葦庵 慰葦夷葦眥 葦安 以睛意-依 握位 慰芦粟芦安-

安葦位 盪芦以 慰旭位鮎鯵眇葦庵 伊握闇 葦位 芦盂葦安-以盖 ;慰芦粟芦安 葵鞍芦眤-闇握眩 闇 握鮎葵慰闇 握睫-以旭鮎 伊闇握安鯵以茜鮎 夷葦位 芦皹-鮎蘯安 慰 旭皹穐鮎葦盡 慰葦夷葦眥 葦安 以睛意-.伊 芦皹     闇 握位蘯意 暗闇
椅旭鮎 闇 握鮎 葵皺-椅旭鮎 闇 握意闇握按 穐暗葦安葵庵 慰葦夷葦眥 葦安-:睛盡 葵鞍渥袷芦闇   闇握眩-.蘯眥 旭位闇 握皺穐鮎 以睛袷芦盥 闇睛粟葵以    椅旭鮎 伊闇握安鯵以茜鮎 暗葦意葵威握眇葦庵 案闇-慰渥鮎葵盡 鮎旭慰渥睫葦庵 芦安闇旭偉闇渥夷 

椅旭鮎 鮎渥眤葦位葵睫葦庵 葵鞍旭以 渥睫葦庵 ;伊握闇 芦位-椅旭鮎 葵意 葵皹葦睫葦庵 伊握闇 葦位 椅旭位渥暗葦安-.慰葦夷芦眥 葦安    椅旭鮎 伊闇握安鯵以茜鮎 闇 握安葵闇葦庵 杏- 渥眇葦庵 ;以芦盧葵粟握眇葦庵 慰葦夷葦眥 葦安 慰芦盡葵袷握眞葦盡 或 旭皹
.椅 芦盂葦意 安旭或鯵慰 闇 握安葵闇葦庵    暗葦睇握睫葦庵 ;依芦慰鮎芦眷 慰葦盡葵袷握位葵盡 或 旭皹渥眇葦庵 鮎杏- .伊握闇芦慰葵惟握位 尉旭慰旭鮎渥位 安 芦盂握鮎 睛眞握鮎 睛以)“〉 '÷”(  

 

╀くけこくさな ゅおの くぇさすっゅょきいの  
[すてょさしぉすょし たょおなう このゅ ぉくあかくっきなそ えくかかょきしぅこいょぉ さくぇなしいう さ ┾ゃぅこにк 『すぉさしぉすょし おい 
さょぇの ┾ゃぅこに さぉくょくぇこぅあきなか ゅぉいっいかなか いかすてょさしぉくか [ぅこなи えぅえ さおすっぅきえぅи ちにょ 
ゅょしくこくゅきくょ しょおく ぇすゅょし いさけくおにあくぉぅきく きぅ すさかくしこょきいょ ょょ そくあのうえいы ╋ょさかくしこの きぅ 
えおぅささくぉなょ い ゃょきゅょこきなょ くしおいちいのи ┾ぉこぅぅか さおょゅすょし すえぅあぅきいね [ぅこな いさけくおきいしに さぉくね 
さょえさすぅおにきすね せすきえたいねи くけおくゅくしぉくこいしに ┾ゃぅこにк ╈ぅえ ╀な けくきいかぅょしょ あきぅちょきいょ い 
きねぅきさな ゅょしくこくっゅょきいの ぉ ぬしくか ぇいぇおょうさえくか えくきしょえさしょы  
╈ぅえ かくゃおぅ ┾ゃぅこに けこくえくかかょきしいこくぉぅしに しくし せぅえしи ちしく [ぅこぅ ゅくぇいぉぅょしさの さくゃおぅさいの い 
┾ぉこぅぅかぅ い ぅきゃょおぅ きぅ っょさしくえくょ くぇこぅてょきいょи えくしくこくょ ょう けこいそくゅいしさの いさけなしぅしにы 

╈ぅえ ╀な かくっょしょ くたょきいしに えおぅささи ぉおぅさしに い おいちきなょ いきしょこょさな ぉ ぬしいそ さおくっきなそ 
ぉあぅいかくゅょうさしぉいのそы 

 

╈ぅえ ╀な けくきいかぅょしょ けぅこぅおおょおに かょっゅす ぅえょゅくう い いあゃきぅきいょか ┾ゃぅこに さ ょょ かぅおょきにえいか 
さなきくかы ╈ぅえくぉく あきぅちょきいょ せぅえしぅи ちしく [ぅこぅ くしぉょしさしぉょききぅ あぅ いあゃきぅきいょ ┾ゃぅこに い 
╆つかぅぬおの ゅく ぅえょゅな? 

 

┾ゃぅこに ぉなこぅっぅょしさの さえすけく い ょゅえくк ╀ けょこぉくう さたょきょ きぅ ぉくけこくさ ぅきゃょおぅ くきぅ くしぉょちぅょしи ちしく 
ぇょっいし くし さぉくょう そくあのうえいч くきぅ きょけこくいあぉくおにきく きぅあなぉぅょし いかの さぉのしくゃくи けくのぉいぉつょゃくさの 
けょこょゅ きょう – «をおに-こくう»и ┿-ゃ ぉいゅのていうк ╀ しょえさしょ ぉしくこくう さたょきな くきぅ いあくぇこぅっょきぅ 
さしこぅゅぅねてょうц あゅょさに い ょょ きぅかょこょきいょ いあぇょっぅしに さぉいゅょしょおにさしぉくぉぅきいの きょかいきすょかくう 
ゃいぇょおい ょょ こょぇょきえぅ い ょょ こなゅぅきいのк ╈ぅえくぉく あきぅちょきいょ さしくおに けくゅこくぇきくゃく くけいさぅきいの 
ちすぉさしぉ ┾ゃぅこに くしきくさいしょおにきく ぉさょゃく ゅくかいきぅきしきくゃく いきしょこょさぅ しょえさしぅы  
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[さなおえい ゅおの さけこぅぉくえ  
‶のゅ дきょ さけこぅぉくちきなそе こぅぉぉいきさえいそи かいゅこぅついさしさえいそ くけいさぅきいう ┾ゃぅこに – けく ささなおえょ 

http://www.jewishgates.com/file.asp?File_ID=419 

 

′あきぅえくかにしょさに さ けぅこぅおおょおにきくう ぉょこさいょう さたょきな さ ┾ゃぅこに い ょょ こょぇょきえくか ぉ けすさしなきょ ぉ 
╈くこぅきょ けく ささなおえょ http://angelfire.com/on/ummiby1/ishael.html 

 

┾おにしょこきぅしいぉきすね しくちえす あこょきいの きぅ くしきくつょきいの [ぅこな い ┾ゃぅこにи ゅょうさしぉすねていそ 
さくぉかょさしきくи さかくしこいしょ けく ささなおえょ http://www.bethaverim.org/erevrosh.htm  

 

ぁゅいし ┿こいき ╆きゃぇょこ けくさしぅぉいおぅ くけしいかいさしいちょさえすね しぅきたょぉぅおにきすね けにょさす けく かくしいぉぅか 
ぇいぇおょうさえくう いさしくこいい くぇ ┾ゃぅこにк ╂ぅおょょ けく ささなおえょ 

http://ourworld.cs.com/jbriningber/images/newspaper.htm  

 

╈こぅしえいょ ぉなぉくゅな 

╋ょくぇなちぅうきすね たょききくさしに いかょょし ゅくさしすけ え ゃくおくさぅか い しくちえぅか あこょきいの おねゅょうи 
くぇくあきぅちょききなそ ぉ くぇてょさしぉょи えぅえ «いきなょ»и きぅいかょきょょ あぅていてょききなそи かぅこゃいきぅおにきなそ 
けょこさくきぅっょうк ╀ かくかょきしな いさけくおきょきいの けこいぉいおょゃいう い すさいおょきいの けくゅちいきょきいのи ┾ゃぅこに 
ゅょおぅょし こぅかえい ぉおぅさしい い けこいくこいしょしな たょききくさしょう ぇくおょょ ちょしえいかいи ぇくおょょ けこくあこぅちきなかいк 
╃ょ そぅこぅえしょこ しぅえっょ こぅさえこなぉぅょし ぇくっょさしぉょききすね ゅくゃくぉくこょききくさしに さ くぇおぅゅぅねていかい 
かょきについかい けこいぉいおょゃいのかいи けくさえくおにえす ぬしく くぇおょゃちぅょし さしこぅゅぅきいの い さくあゅぅょし 
ぉくあかくっきくさしいи きょ きぅこすつぅょし さしこすえしすこす い ぅぉしくこいしょし ぇいぇおょうさえくゃく けくぉょさしぉくぉぅきいのк ╆あ 
ぬしくゃく しょえさしぅ こくっゅぅょしさの ぅおにしょこきぅしいぉきくょ しくおえくぉぅきいょи かすさすおにかぅきさえいう えぅきくきи えくしくこなう 
ぉなゅょおのょし かぅこゃいきぅおにきなう けょこさくきぅっ ┾ゃぅこに さ ょょ こょぇょきえくかи ╆つかぅぬおょか ぉ えぅちょさしぉょ 
けこぅこくゅいしょおょう ぅこぅぇさえくゃく きぅこくゅぅк 
 

╊ょしくゅくおくゃいちょさえいょ ぉくけこくさな 

¨くさおょ しくゃくи えぅえ [ぅこぅ すかいこぅょしи ┾ぉこぅぅか っょきいしさの きぅ っょきていきょ けく いかょきい ╈ょしすこぅи 
えくしくこぅの こくっぅょし ょかす つょさしに さなきくぉょう - けこぅこくゅいしょおょう きぅこくゅくぉк ‶ぅぉぉいき ╆すゅぅ 
ぉなこぅっぅょし さけくこきすね しくちえす あこょきいのц «′きぅ [╈ょしすこぅ] – ぬしく ┾ゃぅこに» д┿ょこょついし ‶ぅぇぇぅ 61, 4). 

╀ こぅぉぉいきさえくか けこょゅさしぅぉおょきいいи ぬしく すしくちきょきいょ いあかょきのょし せくこかぅおにきなう さしぅしすさ ┾ゃぅこにи 
ちしくぇな けこょゅさしぅぉいしに ょょи えぅえ けぅこしきょこつす ┾ぉこぅぅかぅи ぉさしすけいぉつすね さ きいか ぉ ぇこぅえк ╈ぅえくぉな 
ゃこぅきいたな ゅおの ゅくぇぅぉおょきいの あきぅちょきいう ぉ ぇいぇおょうさえいう しょえさしы ╀ さくくしぉょしさしぉいい さ えぅえいかい 
えこいしょこいのかい ぬしく さちいしぅょしさの けこぅぉくかょこきなかы 

 

╈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 

 

 

 

http://www.jewishgates.com/file.asp?File_ID=419
http://angelfire.com/on/ummiby1/ishael.html
http://www.bethaverim.org/erevrosh.htm
http://ourworld.cs.com/jbriningber/images/newspaper.htm

