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¨ょこぉくいさしくちきいえ 

¨く かょこょ しくゃくи えぅえ いあこぅいおにしのきょ けこいぇおいっぅねしさの え ゃこぅきいたょи ]くこぅ すゅょおのょし ぉさょ ぇくおにつょ 
ぉきいかぅきいの くこゃぅきいあぅたいい くぇてょさしぉぅ きぅ ╅ょかおょ ′ぇょしくぉぅききくうк ╀ょゅの えくちょぉくう くぇこぅあ 
っいあきい けくさおょ ぉなそくゅぅ いあ ょゃいけょしさえくゃく こぅぇさしぉぅи さ くちょきに かぅおょきにえいか えくおいちょさしぉくか 
えぅえいそ-おいぇく かぅしょこいぅおくぉи くゅきいか いあ きょかいきすょかなそ っょおぅきいう さしぅきくぉいしさの くこゃぅきいあぅたいの い 
すあぅえくきいぉぅきいょ きくこか ぉおぅゅょきいの い きぅさおょゅくぉぅきいのк ¨ょこょそくゅ くし けこくさしくしな い 
くしきくさいしょおにきくう おょゃえくぉょさきくさしい くぇこぅあぅ っいあきい おねゅょう ぉ けすさしなきょ え っいあきい さおくっきくう い 
くぇこょかょきょききくう かぅしょこいぅおにきくう さくぇさしぉょききくさしにねи けこょゅさしぅぉおのょし あきぅちいしょおにきなょ 
けこくぇおょかなк 
 

╀ けすさしなきょ おいちきなょ ちすぉさしぉぅ かょさしぅ い いゅょきしいちきくさしい さぉのあぅきな さ けくあいたいょう ちょおくぉょえぅ 
くしきくさいしょおにきく ょゃく けょこょかょてょきいの ちょこょあ けこくさしこぅきさしぉくч ちょおくぉょえ けすしょつょさしぉすょし ぉかょさしょ 
さ ちおょきぅかい さぉくょう さょかにい い けおょかょきい え けこょゅけいさぅききくかす かょさしす ぉかょさしょ さ ゅこすゃいかい 
さょかにのかい い けおょかょきぅかいк ╋ぅ あょかおょ おねゅい ぇすゅすし けくかょてょきな ぉ くけこょゅょおょききくょ 
ゃょくゃこぅせいちょさえくょ けこくさしこぅきさしぉくи しくけくゃこぅせいねи えおいかぅしи こぅさしいしょおにきくさしにи けょこさけょえしいぉすк 
′けこょゅょおょきいょ すちぅさしえくぉ あょかおい ゅおの えぅっゅくゃく いあこぅいおにしのきいきぅ ぉ さぉのあい さ ぬしいか のぉおのょしさの 
ぉぅっきくう くさくぇょききくさしにね おいちきくさしい い さすゅにぇな ぉさょう さょかにいк ′さけぅこいぉぅょしさのи きぅ えぅえくか 
くさきくぉぅきいい きぅあきぅちぅねしさの ぬしい すちぅさしえいи ぅ しぅえっょ さしょけょきに すちぅさしいの っょきていきな ぉ ぬしくか 
けこくたょささょк 
 

┿いぇおょうさえいょЬいさしくちきいえいЬ 
 

╂ぅききなょ けょこょけいさい きぅさょおょきいの 

 

 依 旭盡 袷芦暗葵威芦以葵惟蘯 粟以-鮎鯵以 ,慰旭威渥暗- 睛以 蘯闇 芦安伊闇握偉芦盡--伊握鮎 闇握眩-:椅睛偉芦盡   袷 芦暗葵威芦以葵惟 椅睛偉葵盡 ,伊 渥皹葵庵-- 安芦以葵粟芦暗 ,安芦夷鯵偉葵庵 安芦以 葵暗葦位
.安芦惟葵慰 握椅葵庵 安芦眩葵以握位 庵杏 慰或袷位或( ) 

 

〈 [ぅおけぅぅゅぅи さなきぅ 《ょせょこくぉぅи きょ ぇなおく さなきくぉょうи ぅ しくおにえく ゅくちょこいк ╆かょきぅ ゅくちょこょう 
[ぅおけぅぅゅくぉなそц ╊ぅそおぅи ╋くぅи 《くゃおぅи ╊いおえぅ い ]いこたぅкд『いさおぅи оте 
 

╂ょおく 

 

庵囲威依旭盡 袷芦暗葵威芦以葵惟 椅睛偉葵盡 安芦偉葵或葦慰葵意握睫葦庵 :鮎 意-依旭盡 慰旭威渥暗-依旭盡 袷芦夷葵以握盥-依旭盡 慰闇握杏芦位-依旭或 安 旭盂葦偉葵位 椅鯵暗葵眷 葵皹握位葵以 安 旭盂葦偉葵位- 安旭眤渥鮎葵庵 ;委 渥囲睛闇
庵闇 芦椅鯵偉葵盡 椅睛位 葵皹--.安芦惟葵慰 握椅葵庵 安芦眩葵以握位蘯 安芦以葵粟芦暗葵庵 安芦夷鯵偉 安芦以葵暗葦位  葦安 慰芦按芦夷葵以旭鮎 闇渥偉 葵威握以葵庵 安 旭皹鯵位 闇渥偉葵威握以 安芦偉葵袷鯵位穐夷 葦睫葦庵 或鯵眩 闇渥偉葵威握以葵庵 依 渥安
以芦杏葵庵 伊握鮎闇 握皺葵眥葦安-安芦袷渥夷芦安--以旭安鯵鮎 暗葦椅旭眷-.慰鯵位鮎渥以 袷渥夷睛位    鮎鯵以 鮎蘯安葵庵 慰芦盡葵袷握眞葦盡 椅渥位 蘯偉闇 握或盒 粟- 安芦袷渥夷芦安 葵鞍睛椅葵盡 安芦闇 芦安
以葦夷 伊闇握袷芦夷睛眥 葦安-椅葦袷穐夷葦盡 安芦庵安葵闇-:暗葦慰鯵意   闇握眩-鮎鯵以 伊闇握偉芦或蘯 椅渥位 睛鮎葵案旭暗葵或-.睛以 蘯闇 芦安    伊 渥皹 夷葦慰芦盥握闇 安芦眞芦以 袷- 蘯偉闇 握或盒 葵鞍睛睫握位

安芦偉 葵睫 ;依 渥盡 睛以 依闇 渥鮎 闇握眩 睛睫葵暗葦眷 葵皹握位-.蘯偉闇握或盒 闇渥暗穐鮎 葵鞍睛椅葵盡 安芦盻 梓暗穐鮎 蘯偉芦眤    椅旭鮎 安 旭皹鯵位 或渥慰葵意葦眇葦庵 安-.安芦庵安葵闇 闇渥偉葵威握以 依 芦案芦眷 葵皹握位 
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  以旭鮎 安芦庵安葵闇 慰旭位鮎鯵眇葦庵 庵-.慰鯵位鮎渥眤 安 旭皹鯵位    椅鯵慰葵或鯵盧 袷芦暗葵威芦以葵惟 椅睛偉葵盡 依渥眩 按-- 椅葦盻 梓暗穐鮎 伊旭安芦以 依 渥睫握睫 依鯵椅芦偉 闇 渥暗穐鮎 葵鞍睛椅葵盡 安芦以穐暗葦偉
椅旭鮎 芦睫葵慰葦或穐夷葦安葵庵 ;伊旭安闇握或穐鮎-.依 旭安芦以 依 旭安闇握或穐鮎 椅葦以穐暗葦偉    以旭鮎葵庵 暗-:慰鯵位鮎渥以 慰渥盡葦袷 葵睫 以渥鮎芦慰 葵皺握闇 闇渥偉葵盡   闇握眩 皹闇握鮎-睛以 依闇 渥鮎 依渥或蘯 椅蘯位芦闇--

椅旭鮎 伊旭睫葵慰葦或穐夷葦安葵庵-.睛睫握或葵以 睛椅芦以穐暗葦偉    伊握鮎葵庵 案-椅葦盡 睛以 依闇 渥鮎--椅旭鮎 伊旭睫葦椅葵偉蘯-庵闇 芦暗旭鮎葵以 睛椅芦以穐暗葦偉.    伊握鮎葵庵 闇-伊闇 握暗盖 睛以 依闇 渥鮎--
椅旭鮎 伊旭睫葦椅葵偉蘯-.庵闇 握或盒 闇 渥暗穐鮎葦以 睛椅芦以穐暗葦偉    伊握鮎葵庵 鮎闇-庵闇 握或盒葵以 伊闇握暗盖 依闇渥鮎--椅旭鮎 伊旭睫葦椅葵偉蘯- 芦以渥鮎 或鯵慰芦睇葦安 睛慰渥鮎 葵皹握以 睛椅芦以穐暗葦偉 庵闇

 握惟 慰 旭皹穐鮎葦眩 案芦眷 葵皹握位 椅葦睇梓暗葵以 以渥鮎芦慰 葵皺握闇 闇渥偉葵或握以 安 芦椅葵闇芦安葵庵 ;盪 芦椅鯵鮎 皹葦慰芦闇葵庵 睛睫葵暗葦眷 葵皹握眞握位安芦蘯 椅旭鮎 安芦庵安葵闇-)按杏 慰或袷位或( .安 旭皹鯵位 

 

н ╆ けこいつおい ゅくちょこい [ぅおけぅぅゅぅ いあ さょかにい ╊ょきぅつょ - さなきぅ 《ょせょこくぉぅи さなきぅ ╁ぅおぅぅゅくぉぅи 
さなきぅ ╊ぅそいこくぉぅи さなきぅ ╊ぅきぅささいいきぅ いあ けくえくおょきいの ╊ぅきぅささいいи さなきぅ ╆くさいせくぉぅи ╆かょきぅ 
ゅくちょこょう ょゃくц ╊ぅそおぅи ╋くぅи 《くゃおぅи ╊いおえぅ い ]いこたぅк о ╆ けこょゅさしぅおい くきい けょこょゅ ╊くいさょょか 
い けょこょゅ ╃おょぅあぅこくか さぉのてょききいえくかи い けょこょゅ えきのあにのかい い けょこょゅ ぉさょか くぇてょさしぉくかи す 
ぉそくゅぅ さえいきいい さくぇこぅきいのи い さえぅあぅおい くきいи п «′しょた きぅつ すかょこ ぉ けすさしなきょи い くき きょ ぇなお ぉ 
ちいさおょ さくくぇてきいえくぉи さくぇこぅぉついそさの けこくしいぉ ╁くさけくゅぅ さく さえくけいてょか ╈くこょょぉなかи きく あぅ 
さぉくう ゃこょそ すかょこи い さなきくぉょう す きょゃく きょ ぇなおくк р ╅ぅ ちしく いさちょあぅしに いかょきい くしたぅ きぅつょゃく いあ 
けおょかょきい ょゃくи けくしくかす ちしく きょし す きょゃく さなきぅы ╂ぅう きぅか すゅょお さこょゅい ぇこぅしにょぉ くしたぅ 
きぅつょゃく!» 

 

с ╆ けこょゅさしぅぉいお ╊くいさょう ゅょおく いそ ╁くさけくゅすк  
 

т ╆ さえぅあぅお ╁くさけくゅに ╊くいさょねц у «¨こぅぉゅす ゃくぉくこのし ゅくちょこい [ぅおけぅぅゅくぉなч ゅぅう いか 
きぅさおょゅさしぉょききなう すゅょお さこょゅい ぇこぅしにょぉ くしたぅ いそ い けょこょゅぅう いか すゅょお くしたぅ いそ»к 
  

ф «╆ さなきぅか ╆あこぅいおょぉなか ゅぅおょょ くぇとのぉい い さえぅっい しぅえц ょさおい えしく すかこょしи きょ いかょの す さょぇの 
さなきぅи しく けょこょゅぅぉぅうしょ すゅょお ょゃく ゅくちょこい ょゃくк х ╃さおい っょ きょし す きょゃく ゅくちょこいи 
けょこょゅぅぉぅうしょ すゅょお ょゃく ぇこぅしにのか ょゃくк нм ╃さおい っょ きょし す きょゃく ぇこぅしにょぉи くしゅぅうしょ すゅょお ょゃく 
ぇこぅしにのか くしたぅ ょゃくк  
нн ╃さおい っょ きょし ぇこぅしにょぉ くしたぅ ょゃくи くしゅぅうしょ すゅょお ょゃく ぇおいあえくかす ょゃく こくゅさしぉょききいえす いあ 
けくえくおょきいの ょゃくи ちしくぇ くき きぅさおょゅくぉぅお ょゃくк ╆ ゅぅ ぇすゅょし ぬしく ゅおの さなきくぉ ╆あこぅいおょぉなそ 
けくさしぅきくぉおょきく ぉ あぅえくきи えぅえ けくぉょおょお ╁くさけくゅに ╊くいさょねк д『いさおぅи оуе 
 

′ゃこぅきいちょきいょ 

 

慰 旭皹穐鮎 慰芦或芦盧葦安 安旭按 庵-:伊闇 握皹芦偉葵以 安芦偉闇旭闇 葵安 握睫 伊旭安闇渥偉闇渥夷葵盡 或睛眈葦以 慰鯵位鮎渥以 袷芦暗葵威芦以葵惟 椅睛偉葵或握以 安芦庵安葵闇 安芦蘯握惟  安渥眈葦位 椅葦暗葦眷 葵皹握位葵以 葵鞍盖
伊旭安闇握或穐鮎--.伊闇 握皹芦偉葵以 安芦偉闇旭闇 葵安 握睫    鮎鯵以葵庵 按-或鯵眦握椅   旭眈葦眞握位 以渥鮎芦慰 葵皺握闇 闇渥偉葵或握以 安芦以穐暗葦偉以旭鮎 安-:安旭眈葦位   安渥眈葦位 椅葦以穐暗葦偉葵盡 皹闇握鮎 闇握眩 

.以渥鮎芦慰 葵皺握闇 闇渥偉葵盡 蘯意葵盡葵袷握闇 庵闇 芦椅鯵或穐鮎    以芦杏葵庵 暗-以渥鮎芦慰 葵皺握闇 闇渥偉葵盡 椅睛眈葦眞握位 安芦以穐暗葦偉 椅 旭皹旭慰鯵闇 椅葦盡--盒 安渥眈葦位 椅葦暗葦眷 葵皹握眞握位 袷芦暗旭鮎葵以 芦安闇握或
:安 芦盂握鮎葵以 安旭闇 葵安握睫   椅葦以穐暗葦偉 皹闇握鮎 以渥鮎芦慰 葵皺握闇 闇渥偉葵盡 蘯皹葵慰闇握闇 依葦夷葦位葵以 .庵闇 芦椅鯵或穐鮎    鮎鯵以葵庵 案- 渥暗盖 安旭眈葦位葵以 安旭眈葦眞握位 安芦以穐暗葦偉 或鯵眦握椅:慰   

闇握眩-.以渥鮎芦慰 葵皺握闇 闇渥偉葵盡 椅睛眈葦位 蘯意葵盡葵袷握闇 睛椅芦以穐暗葦偉葵盡 皹闇握鮎    椅旭鮎 安芦庵安葵闇 安芦蘯握惟 慰 旭皹穐鮎葦眩 闇-.袷芦暗葵威芦以葵惟 椅睛偉葵盡 蘯皺芦夷 依渥眩 安 旭皹鯵位     鮎闇
 葵庵 安芦眩葵以握位蘯 安芦以葵粟 芦暗葵庵 安芦惟葵慰 握椅 安芦以葵暗葦位 安芦偉闇旭闇 葵安 握睫葦庵安芦夷鯵偉--:袷芦暗葵威芦以葵惟 椅睛偉葵盡   .伊闇 握皹芦偉葵以 依 旭安闇渥袷鯵袷 闇渥偉葵或握以    闇渥偉葵盡 椅鯵暗葵眷 葵皹握眞握位 或闇-

依旭或 安 旭盂葦偉葵位-以葦夷 依 芦椅芦以穐暗葦偉 闇 握安 葵睫葦庵 ;伊闇 握皹芦偉葵以 蘯闇 芦安 委渥囲睛闇-)庵以 慰或袷位或( .依 旭安闇握或穐鮎 椅葦暗葦眷 葵皹握位 安渥眈葦位  

 

т ╀くし ちしく あぅけくぉょゅすょし ╁くさけくゅに く ゅくちょこのそ [ぅおけぅぅゅくぉなそц くきい かくゃすし ぇなしに っょきぅかい しょそи 
えしく けくきこぅぉいしさの ゃおぅあぅか いそи しくおにえく ゅくおっきな ぇなしに っょきぅかい ぉ けおょかょきい えくおょきぅ くしたぅ 
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さぉくょゃくк у 『しくぇな すゅょお さなきくぉ ╆あこぅいおょぉなそ きょ けょこょそくゅいお いあ えくおょきぅ ぉ えくおょきくч いぇく 
えぅっゅなう いあ さなきくぉ ╆あこぅいおょぉなそ ゅくおっょき ぇなしに けこいぉのあぅき え すゅょおす えくおょきぅ くしたくぉ さぉくいそк  
ф ╆ ぉさのえぅの ゅくちにи きぅさおょゅすねてぅの すゅょお ぉ えくおょきぅそ さなきくぉ ╆あこぅいおょぉなそи ゅくおっきぅ ぇなしに 
っょきくね えくゃく-きいぇすゅに いあ けおょかょきい えくおょきぅ くしたぅ さぉくょゃくи ちしくぇな さなきな ╆あこぅいおょぉな 
きぅさおょゅくぉぅおい えぅっゅなう すゅょお くしたくぉ さぉくいそк х ╆ ちしくぇな きょ けょこょそくゅいお すゅょお いあ えくおょきぅ ぉ 
ゅこすゃくょ えくおょきくч いぇく えぅっゅくょ いあ えくおょき さなきくぉ ╆あこぅいおょぉなそ ゅくおっきく ぇなしに けこいぉのあぅきく え 
さぉくょかす すゅょおすк  
 

нм ╈ぅえ けくぉょおょお ╁くさけくゅに ╊くいさょねи しぅえ い さゅょおぅおい ゅくちょこい [ぅおけぅぅゅくぉなк нн ╆ ぉなつおい 
ゅくちょこい [ぅおけぅぅゅくぉな ╊ぅそおぅи 〉いこたぅи 《くゃおぅи ╊いおえぅ い ╋くぅ ぉ あぅかすっょさしぉく あぅ さなきくぉょう 
ゅのゅょう さぉくいそч но ╀ けおょかょきい さなきくぉ ╊ぅきぅささいいи さなきぅ ╆くさいせくぉぅи くきい ぇなおい っょきぅかいи い 
くさしぅおさの すゅょお いそ ぉ えくおょきょ けおょかょきい くしたぅ いそк д『いさおぅ пте 
 

]ぅおかすゅいちょさえくょ すしくちきょきいょ 

 
 

.杏"安庵闇杏庵 或鮎或 慰易夷 安易位暗杏 以鮎慰易闇以 伊闇或庵案 伊闇位闇 庵闇安 鮎以 粟"或 依庵夷位易 慰"鮎  鮎闇安 闇鮎位 或鮎或 庵"案 鮎以鮎 ...
易鮎 慰或袷安 安按 )庵以 慰或袷位或( 易庵慰袷 闇鮎位 安按或 安按 鮎庵或以 伊闇案或易 庵慰椅庵安易 伊庵闇 以鮎庵位易 慰位鮎 安袷庵安闇 或慰 慰位鮎 慰

安按 慰庵袷或 鮎以鮎 粟安庵偉 鮎安闇 鮎以 安按 慰或袷 '庵粟庵 袷暗威以惟 椅庵偉或以 '安 安庵惟           

)以 椅闇偉夷椅( 

 

‶ぅぉぉいき 』いかくきи さなき ╁ぅかおいぬおのи さえぅあぅお «╋いえくゃゅぅ きょ ぇなおい ゅきい ゅおの ╆あこぅいおの さしくおに 
こぅゅくさしきなかいи えぅえ けのしきぅゅたぅしくょ ちいさおく かょさのたぅ ┾ぉ い ぉ ╇くか ╈いけけすこ»к ╈ぅえくぉぅ けこいちいきぅ 
こぅゅくさしい きぅ けのしきぅゅたぅしくょ ┾ぉぅы [えぅあぅお ‶ぅぉ ╆ょゃすゅぅ くし いかょきい 』かすおのц «をしく ゅょきにи えくゃゅぅ 
こぅあこょついおい けこょゅさしぅぉいしょおのか けおょかょき ぉさしすけぅしに ぉ ぇこぅえ ゅこすゃ さ ゅこすゃくか»к ╈ぅえくう かくっょし 
ぇなしに え ぬしくかす えくかかょきしぅこいうы «╀くし ちしく あぅけくぉょゅすょし ╁くさけくゅに く ゅくちょこのそ [ぅおけぅぅゅくぉなそц 
くきい かくゃすし ぇなしに っょきぅかい しょそи えしく けくきこぅぉいしさの ゃおぅあぅか いそи しくおにえく ゅくおっきな ぇなしに っょきぅかい 
ぉ けおょかょきい えくおょきぅ くしたぅ さぉくょゃく»к д『いさおぅи птцтек ╅ぅけこょし ぬしくし けこぅえしいえくぉぅおさの しくおにえく ぉ 
くゅきくか けくえくおょきいい д]ぅぅきいしи пмぅек 
 

╀くけこくさなЬゅおのЬくぇさすっゅょきいのЬ 
¨こょゅさしぅぉにしょ さょぇょ さたょきすи ぉ えくしくこくう さょさしこな けこょゅさしぅねし けょこょゅ さくぇこぅきいょか 
こすえくぉくゅいしょおょうи くせいたいぅおにきなそ おいた い ぉさょゃく さくくぇてょさしぉぅ ゅおの しくゃくи ちしくぇな あぅていてぅしに 
さぉくょ ゅょおくк ╀ 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 くきい ぉなゅぉいゃぅねし さぉくい ぅこゃすかょきしな – 

えぅえくぉな いそ くけこぅぉゅなぉぅねていょ くぇさしくのしょおにさしぉぅы [ ╀ぅつょう しくちえい あこょきいのи ゃくぉくこのし おい くきい 
くしえこなしく く さぉくいそ けこいちいきぅそ けこょしょきあいう きぅ ちぅさしに きぅさおょゅさしぉぅ あょかおいи ぉ えぅえくう さしょけょきい 
いあおくっょきいょ いそ かくしいぉくぉ ゅおの すぇょっゅょきいの のぉおのょしさの こいしくこいちょさえいか い さしこぅしょゃいちょさえいかы 

 

¨くちょかす ╊くいさょうи ぉゅくそきくぉおょききなう おいゅょこ い しこょしょうさえいう さすゅにの ぇくっょさしぉょききくゃく けこぅぉぅи 
きょ こょついお ぬしく ゅょおく さぅかくさしくのしょおにきくы ¨くちょかす ぬしく ゅょおく いかょょし きぅさしくおにえく ぇくおにつくょ 
あきぅちょきいょи ちしく しこょぇすょし けこのかくゃく ぇくっょさしぉょききくゃく くしぉょしぅы 
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╀ えぅえくう さしょけょきい きくぉなう えくゅょえさ きぅさおょゅくぉぅきいの きくこかぅおいあすょし さおすちぅいи えくゃゅぅ っょきていきぅ 
けくおすちぅょし きぅさおょゅさしぉく い ぉ えぅえくう さしょけょきい ぬしく けくゅちょこえいぉぅょし すきいえぅおにきくさしに い 
いさえおねちいしょおにきなう そぅこぅえしょこ ゅぅききくう さいしすぅたいいы ╈ぅえくぉな たょおい くゃこぅきいちょきいう い けくちょかす ぉ 
しぅおかすゅいちょさえいそ くしこなぉえぅそ けこぅあゅきすょしさの いそ くしかょきぅы 

 

╀ さくくしぉょしさしぉいい さ くゃこぅきいちょきいのかい きぅ ぇこぅえи けこょゅけいさぅききなかい ぉ くしきくつょきいい さょさしょこи 
あぅかすっょさしぉぅ っょきていき ゅくおっきな すぉょえくぉょちいぉぅしに いそ けこいしのあぅきいの きぅ さぉくね ゅくおねи えぅえ ぬしく 
けこくいさそくゅいし さ かすっちいきぅかいк ╈ぅえくぉな きょえくしくこなょ いあ あきぅちょきいう い こょあすおにしぅしな さぉのあょう 
かょっゅす あょかおょうи いかょきょか い ぇこぅえくかы – えぅえ ぬしい さぉのあい くけこょゅょおょきな けく ゃょきゅょこすы  
 

[さなおえいЬゅおのЬさけこぅぉくえЬ 
╋くぅか ╅くそぅこи «╂くぇこなょ ゅょのきいの ╊ぅしょこょう のぉおのねしさの けこいかょこくか ゅおの ゅくちょこょう» 

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/eng/pinchas/zoh.html  

 

╆さおぅかさえくょ すちょきいょ く きぅさおょゅさしぉょききくか けこぅぉょи ぉえおねちぅの けくおすちょきいょ きぅさおょゅさしぉぅ 
ゅくちょこにかい - けく ささなおえょ 

http://islam101/com/sociology/inheritance.htm 

 

′ぇさすっゅょきいょ しょかな っょきていき い きぅさおょゅさしぉぅ ぉ ╀いえしくこいぅきさえくう ┾きゃおいい – ぉ えきいゃょ 『ぅこおあぅ 
╂いええょきさぅ ┿くおについょ くっいゅぅきいの - けく ささなおえょ 

http://www.umd.umich.edu/casl/hum/eng/classes/434/geweb/WOMENAND.htm 

 

[くぉこょかょききなょ きぅこすつょきいの けこぅぉ っょきていき きぅ けくおすちょきいょ きぅさおょゅさしぉぅи けこいぉくゅのていょ え 
けくこぅあいしょおにきなか けくさおょゅさしぉいのか ぉ [すぇ-[ぅそぅこきくう ┾せこいえょ – けく ささなおえょ 

http://hrw.org?campaigns/women/property/gna.htm  

 

╈こぅしえいょЬぉなぉくゅな 

╀く ぉさょか かいこょ えくきしこくおに きぅゅ こょさすこさぅかいи い ぉ ちぅさしきくさしいи さくぇさしぉょききくさしにねи のぉおのょしさの 
くぇなちきく けこいぉいおょゃいょうи えくしくこくう くぇおぅゅぅねし かすっちいきなк ╀おぅゅょきいょ あょかおょう しぅえっょ 
さちいしぅょしさの かすっさえくう けこょこくゃぅしいぉくうк ¨こくつょきいょ さょさしょこ くけこょゅょおのょし きくぉなう 
えくかかょきしぅこいう え けくきのしいね さけこぅぉょゅおいぉくさしい ぉ いあこぅいおにさえくか くぇてょさしぉょ 

 

をしくし えくかかょきしぅこいうи くゅきぅえくи くゃこぅきいちょき さけょたいせいちょさえいかい くぇさしくのしょおにさしぉぅかい ぉ しくか 
さおすちぅょи ょさおい かすっさえくゃく きぅさおょゅきいえぅ きょしк ]ょか きょ かょきょょи さかょおくょ ゅょうさしぉいょи えくしくこくょ 
けこょゅけこいきいかぅねし ╊ぅそおぅи ╋くぅи 《くゃおぅи ╊いおえぅ い ]いこたぅи さくあゅぅょし ぉょさくかなう けこょたょゅょきし ゅおの 
すけこょっゅぅねてょう いきいたいぅしいぉな – けくけなしえい すさしこぅきいしに きょさけこぅぉょゅおいぉくさしに すさしぅきくぉおょききくゃく 
くぇてょさしぉょききくゃく けくこのゅえぅк 
┿くっょさしぉょききくょ けくゅしぉょこっゅょきいょ しぅえっょ のぉおのょしさの あきぅちいしょおにきなか けこょたょゅょきしくか ゅおの しょそи 
えしく くぇおぅゅぅょし ぉおぅさしにね い けなしぅょしさの すさくぉょこつょきさしぉくぉぅしに えくきたょけたいい さけこぅぉょゅおいぉくさしい い 
けくおくっいしょおにきく こょぅゃいこすょし きぅ きくぉなょ さけこぅぉょゅおいぉなょ  しこょぇくぉぅきいのк 
 

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/eng/pinchas/zoh.html
http://islam101/com/sociology/inheritance.htm
http://www.umd.umich.edu/casl/hum/eng/classes/434/geweb/WOMENAND.htm
http://hrw.org/?campaigns/women/property/gna.htm
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╀くけこくさなЬかょしくゅくおくゃいい 

╋ぅくか 》くそぅこ дたいしいこすょかなう こぅきょょе くぇさすっゅぅょし ぉくあかくっきくさしにи ちしく あぅけこくさ さょさしょこ 
のぉおのょしさの しょえさしくぉくう すおくぉえくう – けこょゅおくゃくか ゅおの ぉぉょゅょきいの すっょ させくこかすおいこくぉぅききくゃくи 
くゅくぇこょききくゃく きょぇくか あぅえくきくゅぅしょおにさしぉぅ けく きぅさおょゅくぉぅきいねк ¨こいけいさなぉぅしに ぬしす 
いきいたいぅしいぉす ╊ぅそおょи ]いこたょи 《くゃおょи ╊いおえょ い ╋くぅ – ぬしく ぉょおいえぅの ちょさしに ゅおの さょさしょこк ╈ぅえ 
╀な さぅかい けくきいかぅょしょ くけいさぅしょおにきすね ちぅさしに しょえさしぅ – くきぅ いさしくこいちょさえぅのи ゅいゅぅえしいちょさえぅのи 
かいせいちょさえぅのи ぬしく ぇくっょさしぉょききぅの しぅうきぅ いおい ちしく-しく ゅこすゃくょ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 

 


