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会兼事務局員研修会を開催しました。
今後１月27日（木）にユネスコスクール研修会、２
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明けましておめでとうございます。本年もよろしくお
願い申し上げます。

月26日（土）に世界遺産研修会を実施いたします。
話しが変わりますが、2015年に国連で採択された
「持続可能な開発目標」
（ＳＤＧｓ）では、国際社会が
一丸となって取り組むべき目標が明示されました。そ

昨年は、新型コロナウイルス感染拡大により、国内

の前文では「平和なくして持続可能な開発目標は達成

だけでなく、世界中で生活面から政治・経済に至るま

できず、また、持続可能な開発なくして平和は実現で

で多方面に亘り被害を受けました。

きない」と謳っています。そして、2030年までに達成

2021年度は、ユネスコ活動もコロナ禍で大きな制約
を受けましたが、様々なコロナ感染予防対策をしなが
ら、事業を行って参りました。

すべき17の目標が掲げられました。
私たちは、今後ともＳＤＧｓの目標の達成を目指し、
持続可能な社会の実現のためにユネスコ活動を推進し

現在は、
総会で承認された本年度活動方針・事業計画・

たいと思います。会員及び県民の皆様や関係団体・機

予算（案）に基づいて、活動を進めております。７月

関のご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

３日（土）に研修視察を、11月27日（土）に運営研修

明けましておめでとうございます。
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群馬県ユネスコ連絡協議会の皆様におかれまして
は、日ごろからユネスコ憲章の精神に基づき、共に生
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きる平和な社会の実現に向け、様々な活動に取り組ま

!

れていることに、心から敬意を表します。

֗ޗಿȁനȁ֘

昨年、内閣府の「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されまし

さて、日本が国際連合教育科学文化機関（ＵＮＥＳ

た。コロナ禍で新たな生活様式が求められる中、ＳＤ

ＣＯ）に加盟してから70年が経過しました。長年にわ

Ｇｓの取組は様々な課題解決への糸口と考えられま

たり活発な活動が継続されてきた陰には、各地域のユ

す。教育においては、学びを保障するとともに、誰一

ネスコ協会のそれぞれの活動や連携の積み重ねがあっ

人取り残さない個別最適な学びと協働的な学びの実現

たことと存じます。今後、さらなる発展を目指し、そ

を目指し、群馬の土壌とデジタルを掛け合わせること

の崇高な理念を伝えていただきたいと願っております。

で、「群馬ならではの新しい学び」の実現を目指して

また、群馬県ユネスコ連絡協議会の活動方針の一つ
に「持続可能な社会の構築を目指し、持続可能な開発

参りたいと思います。
結びに、新しい年が平穏な一年となりますとともに、

のための教育（ＥＳＤ）の普及及び持続可能な開発目

群馬県ユネスコ連絡協議会の御発展を御祈念申し上げ

標（ＳＤＧｓ）の達成に努める」とあります。本県も

まして、新年の御挨拶とさせていただきます。
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2021年７月３日（土）
、中之条町ツインプラザ交流
ホールにて開催された。新型コロナ感染の猛威の中、
感染状況が谷間となった中での綱渡り実施であった。
参加者は、各地区ユネスコ協会員31名である。
研修内容は、開催地に伝わる伝承文化を未来遺産と
してご理解頂くことを研修視察のねらいに込めて、中
之条町五反田字白久保に伝わる国指定重要無形民俗文
化財「白久保のお茶講」の体験を研修の中核とした。
研修は２部構成で、はじめに模擬体験の前提として、
お茶講の歴史的背景や特色を「中之条町歴史と民俗の
博物館ミュゼ」館長の山口通喜氏から講話頂いた。
山口館長は、
「お茶講」が２月24日の白久保天満宮
の宵祭りの行事として古くから継承されてきた習俗で、

山口氏の講話

鎌倉〜室町時代に武士の間で盛んだった「闘茶」の流
れを汲む民俗行事であって、起源不明ながらもお茶講
と「闘茶」形式との共通性から北関東､ 特に吾妻だけ
に伝わる行事であることの特殊性を述べられた。
ついでお茶講体験へと進み、白久保お茶講保存会長
の町田茂氏の差配により参加者全員によるお茶講の模
擬体験が行われた。
行事のしくみは、甘茶・渋茶（煎茶）
・チンピ（蜜
柑の皮を干したもの）の粉末の調合割合を変えた４種
のお茶（１の茶・２の茶・３の茶・客）を舌で味わい、
秘密としたその種類を当てるというもの。参加者は、
４種の見本の茶を舌で確かめて味と香りを覚え、続い
て本番の飲茶を２回ずつ計７回（客は１回）行って､
その度にお茶の種類を推測､ 回答し、正解が示された。
自身の推測の当否に一喜一憂しながら、いにしえの
お茶講の模擬体験のひと時を楽しむ参加者の様子に、
未来遺産としての伝統文化への理解の広がりが感じら
れた「研修視察」となった。

お茶講会場

関ブロ大会

۾ήυ͈੬
「2021年度関東ブロック・ユネスコ活動研究会in栃
木」は、2021年（令和３）10月２日（土）13時、大会
初オンラインにて開催。昨年度群馬県開催はコロナ禍
で急遽中止されましたが、今年度はオンラインに予定
変更し開催されました。参加者は個人、またはサテラ
イトに集合し、予め送付されたＩＤ、パスワードまたは
ＵＲＬからZoomミーティングに参加し視聴しました。
足利歌舞伎（舞楽）の子ども達の美しい舞で幕を開
けた後、挨拶、国内委員会報告、双日総合研究所相談
員 多田幸雄氏による基調講演へと音声など多少のト
ラブルはありましたが、素晴らしい内容で会は進みま
した。この間、参加者には聞き取れずあきらめる者な
どＰＣ操作のトラブルもありました。
休憩後、14時30分から第１分科会：ＳＤＧｓ／Ｅ
ＳＤ・ユネスコスクール、第２分科会：平和の心・国
際理解、第３分科会：世界遺産・世界寺子屋、第４分
科会：ユネスコ活動の役割と広がり に分かれ再入室
し分科会が始まりました。
ところで、対面発表を想定して準備をしてきたが、

賞品のアメを戴く

オンライン会議や講演に習熟していない発表者は新た
な対応を迫られることになりました。
第２分科会の発表者、前橋ユネスコ協会須藤英雄氏
の場合は…。

లˎش͈ٛอນ
ȡ௷၌̀ͅমஜਓȡ
ஜޘξΥΑފٛȁଌȁםဎ
2021年の関東ブロックユネスコ活動研究会は栃木
で開催され、分科会の発表を担当しました。
発表内容は、第２分科会「平和の心・国際理解」の、
「地方ユネスコ協会の国際交流事例・中国とインドネ
シアとの国際交流」です。中止になった前年度の大会
資料を基に、過去の交流内容を確認し、写真を用意し
てパワーポイントで書き込みをしました。
今回発表の活動状況は40年以上も前から行ってい
るものです。
「設立30周年記念誌」
「設立50周年記念誌」
を参考に過去の活動を整理しました。
交流がスタートした頃の中心メンバーはすでに物故
者が多く、改めて時代の変遷を経てきたことを感じま
した。そう考えると交流活動が「中国」
「インドネシア」
それぞれに今も続いていることに感慨深い想いがあり
ます。
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令和３年11月27日（土）
、館林ユネスコ協会が主管
となり、群馬県ユネスコ連絡協議会の運営研修会兼事
務局員研修会を開催いたしました。本研修会は、ユネ
スコ活動の課題等を情報交換することにより活動の充
実を図ることを目的といたしました。その中でも、持
続可能な社会をつくるために、地域の将来の担い手を
育てる地域学習が重視されていることから、いくつか
のユネスコ協会が取り組んでいる「絵で伝えよう わ
たしの町のたからもの絵画展」など、地域学習を進め
ていくアイデアについて考えることで、活動の充実に
繋げることが出来ればと目的を設定いたしました。
研究協議では、テーマを「わたしの町のたからもの」
として、事前に各ユ協にご回答いただいたアンケート
をもとに、特質した取り組みを発表していただきまし
た。地域の「たからもの」を守り続ける取り組みや、
各ユ協が行っている地域学習を知ることが出来ました。

その後は、館林市教育委員会文化振興課 市史編さ
んセンター所長の岡屋紀子様から「シビックプライ
ド！日本遺産「里沼」講座」として、ご講演いただき
ました。館林市の「たからもの」である「里沼」につ
いて、市外の方にも知っていただく機会となり、改め
て自分の町の「たからもの」を考えることが出来る時
間となりました。
館林市の「里沼」が2019年５月に日本遺産に認定
されてから２年半が過ぎ、シビックプライドとして、
どんどん館林市民に定着しているように思います。市
民組織も設立されました。しかし、こうした全市的な
取り組みに、残念ながら館林ユネスコ協会は参加を呼
びかけられませんでした。私たちは何も活動していな
いので当然の結果ですが、ＳＤＧｓにも関係する郷土
の誇り、自然や歴史についてもっとかかわりを持つべ
きではないかと感じています。少しずつではあります
が、私たちが出来るＳＤＧｓへの取り組みや、地域の
将来の担い手を育てるための地域学習への取り組みを
進めていきたいと思います。

「わたしの町のたからもの」に関する取り組みを共有

パワーポイントの入力ですが、パソコン対応が得意
でないため苦労をしました。そんな中、新型コロナの
猛威がオリンピックに合わせて拡大したことから、栃
木大会はリモート開催となりました。発表も事前収録
となり、説明の仕方を考え資料を作成いたしました。
作成した資料は、会長や役員に何回か内容を確認し
てもらい、大会事務局の足利市の開倫ユネスコ協会・
本島様と相談して、事前に資料の送付をするとともに
８月28日土曜日に事前収録に足利へ行きました。
事前収録当日は、天気が良く暑い日でした。阿久澤
顧問の運転によって車で行きましたが、道路も混雑し
ていなかったことからスムーズに現地に到着しました。
打ち合わせをして、初めに時間を測って緊張しなが
ら練習しました。

事前収録の様子

日本遺産「里沼」講演会

次に、本番を撮りましたがカメラに向かって話をす
るため、より舞い上がってしまいました。また、話す
時間を気にするあまり、対面なら質問される内容を入
れるのですが、それが出来なかったことを反省してい
ます。実際にご覧になった方には残念だったかもしれ
ません。
私は今回の発表で、今までの交流内容の確認が出来
たこと、そして、今回作成した資料を基に、出前講座
向け資料を作成することが出来ました。コロナ終息後
のこれからの交流や活動が楽しみです。
参加者の声
オンライン開催について
・遠方から参加可能・時間の節約・ＰＣ不得手な人へのサテ
ライト設置は良い・偲ばれる事務局のご苦労・想定外の機器
トラブル
オープニング・基調講演
・MOTTAINAI、吾唯足知、何事も中庸が肝心
分 科 会
第１ 佐野日大は内容良く、適正音声だが時間大幅超過。次
の発表者は聞き取れず残念。第２ 事前収録のため音量、時
間も適正。国際交流の継続の困難さと、歴史文化財の保護継
承の大切さを学ぶ。第３ ハガキと切手の使用減に寺子屋運
動の未来を憂う。など…。
≪要 望≫
・事前資料の配布・質問の時間の設定、良い内容なので記録
データを配信して欲しい。
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ΥΑ̥̳̽̀́ةȉ͈͂࿚̞ȃজুȂ61ා߃̞
֥ٛႤ͈ಎ́Ȃ൞̢͈͉ͣͦͥȂࢃ̞̈́͜ۼ2:57
ාȂξΥΑ࠻ડ͈Ȩ͉૽͈͈ಎ́ͦͥ͘
͈̜̥́ͥͣ͜Ȃ૽͈͈ಎͅგ͈रͬಃ̥̫̈́
̞ͦ͊̈́ͣ̈́ȩ̷͈࡞ဩ̧͈̥ͥ͂ͅం̲̳͘ȃ
ȁྦྷۼξΥΑၛ͉Ȃ̽̀͢ͅ૽എ̈́ఱ̧̈́ؼ
आ̱̹ͬ֒ૂ̥̹͈͉̞̱̠̥ͣͦ́̈́́͘͜͡ȃ
ȁ̜̥ͦͣ87ාȂྫୣහ̈́૽͈ۼཅ̥̯̦̹̱ͣ͜
̹౷أݩܨͥ͢ͅا་൲͉Ȃ൲͉̻ͧͭ͜
͈̭͂Ȃ౷ݩྵ̷͈͈͈͜ྺͅ߃̞౷ݩ෫ٟ͈
̳̲ۜͬ͘ܥܓȃ

! ! ଲ͉́ٮຫࣾȆ̈́̓́ˍؙ3-211ྔ૽͈ঊ̓
̴̧̦̦̭́͂͐͜ڠȂυ̯ͣ́ͅؼ૬࣫ͅ
̞̳̈́̽̀͘ȃུފ͉ٛ39ාͅള̽̀ଲٮঊؚ
൲ͅ४̱حȂ༡߄̞̳ͬ̽̀͘ȃौාഽ͉υ
̹͈͛ؼ̷̧̲ͭΧ΄΅ٝਓͬਹതমު̱͂Ȃఉ
̩͈ފ̮ͅࢷڠႁ̧̞̹̺Ȃ3-98:ཿȪ262-:1:
൚͈༡߄ȫ̦ਬ̱̹ͤ͘͘ȃύؼঊضؚ͈
̹̳ף͉ڬșਹါ̞̈́̽̀̀ͅȂ̮͈ࢷڠͅ׳
ۜ৫૭̱ષ̬̳͂͂͘͜ͅȂࣽාഽ͜ୟޭഎ৾ͤͅ
ழ̞̳ͭ́͘ȃ
ȁၰ࿉౷ߊ͈ξΥΑފٛ˓౬ఘȪఊനȆఱஂȆޯ
Ȇ܁ႅȆ௷၌ȆٳႃȆऎȫ͉Ȃಿාͅളͤࡇޏ
ͬૂ̢ק༭࣐̞̳۟ͬ̽̀͘ȃࣽාഽ͉γΑΠξ
̱̀͂ފȂၰ࿉౷ߊξΥΑःდ͈ٛٳट৾ͤͅழ
̞̳ͭ́͘ȃυਞ௳ࢃ͈ڰ൲̦̳֚ͥاڰ
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̠͢Ȃ଼ه͂ضఴͬ൩̢͘মުْ͈ࠗ٨Ȇਰͬ
̹̞ͤ͂এ̞̳͘ȃ

ஜޘξΥΑފٛ
ˎා͈͐ͤஜޘξΥΑފْٰٛജ
!
ၑমȁ੫ؚȁྶ
ȁஜޘξΥΑފ͉ٛ́Ȃ႓გˏා˕23Ȃȶজ
͈ਯ͙̹̞ྪ͈̻͘ȷْٰജ͈ૣऔٛͬஜޘঌಎ؇
ྦྷ܁ȶࡓܨ32ȷ࣐̞̱̹́͘ȃஜޘঌඤ͈ಎڠ
ࢷ͈ൺȆരͬచયྀͅා࣐̞̱̹̦̽̀͘Ȃ૧
߿υۜஅછڐఱ͈́ޣגȂ႓გˎාഽ͉ಎগ͂
̈́ͤȂˎා͈͐ͤٳट̱̹͂̈́ͤ͘ȃ
ȁ21ٝ࿒̢ͬࠞͥࣽා͉Ȃ7:4ैȪڠ621ैȂ
ಎڠ294ैȫ͈؊༡̦̜ͤȂْٰജ͉ͅȂඅ༆રȂ
߄ર͉̲ͬ͛211ै̦̯̱̹ͦ͘ȃ
ȁඅ༆ર͉ͅȂӱஜޘξΥΑފٛಿરȂӲஜޘୌ
υȜΗςȜ·ρήٛಿરȂӳஜޘυȜΗςȜ·ρ
ήٛಿરȂӴ߲෯ু൲৬રȂӵஜࢥޘ݈ٛਫ਼
ٛ൮રȂӶ࣭षΕυίΙηΑΠஜޘરȂӷஜޘঌޗ
֗ಿર͈˓̦̜̳̾ͤ͘ȃ
ȁυ͈ؼಎ́༡ਬ̱̹̹͛Ȃࣽා͈؊༡ै͉
႕ා͓ͅઁ̥̹͈̳̦̈́̽́Ȃτασ͉ુࣞͅ
̩Ȃ͈̓ै̦වર̱̤̥̱̩̞͕͈̀̈́̓͜ြ
̢̹̱́וȃ̷͈̹͛Ȃૣऔ͉ඳ̱̱̹࣎͘ȃ
ȁٛાͅࢩ̬̹ͣͦତຐത͈ै͉ீ۷̱̹́ȃٰ
͈֚ཿ֚ཿ̷̥̠̱ͣ̈́ڢઢ̞͞ظ̦ၠ̩ͦ̀
̠̱̹ͥ́͢ȃ
ȁૣऔ֥͉͂̽̀ͅȂාͅˍഽȂ৹̞धෝͅडͅ
̠ٛঢ̧͈̜̳͂́ͤ͘͜ȃ̱̥̱Ȃ͙̱̈́ڢ
̦ͣ͜Ȃْٰ͈̱͍֚̀̽̈́ͤ̽͡ͅۦཿ֚ཿ͂૯
࠵̧ࣣ̞̱̹࢜̽̀͘ͅȃ
ȁडਞഎ̹͊ͦͅै211ത͉අͅਜ֝́Ȃ̷ͦ
̦֚ͣ൴ͅജা̯̹ͦအঊ͉̯͘ͅீ۷̢̞͂ͥ͜
͈̱̹́ȃ
ȁडࢃͅȂ؊༡̱̩̹̀ͦಎڠ͈̯ͭٯȂঐ൵
̱̩̺̯̹̀̽༗ࢌ৪୶͈ࢷڠ͍ݞȂૣऔ̮ͅފ
ႁ̱̞̹̺̞̹̀୶༷Ȃၔ༷̱̮͂̀ߎႻೀ̧͘
̱̹֗ޗտ֥ٛমྩޫ͈୶ͅ٨̤͛̀ႛͬ૭̱ષ
̬̳͘ȃ

չସॄξΥΑފٛ
႓გˏාഽ͈ڰ൲
!
ٛಿȁ୭ڢȁࢣ
ȁ႓გˏාഽ͈࣐ম͉ːͅలˍٝၑমٛͬٳट̱
মުْࠗȂထॳմ͍ݞٛٳटͬࠨ͛ȂξΥΑ
ڰ൲ͬই̹͛ೄࢃυͬޣג͈ؼ̫Ȃڰ൲͈ܖ
ུ̜́ͥၑম͍ٛݞ̴̦̹̱̞̫ٛ͘ͅٳȃ
ȁ̷̭́Ȃஜාഽͅၑমٛ̀ͅઇ̯̞࣐ͦ̀ͥম
ະ၎࣐͈̹͈͛ဒ઼߄ͬȂ˯ˠˣ̏கࢷ͈ঌඤˎ
ࢷ͒੩଼̱̱̹͘ȃ
ȁ୶̴ȂչସॄঌၛঅΜဩڠಎ൝ࢷڠ֗ޗȃ൳ࢷ
͉࡛हξΥΑΑ·Ȝσͅྷح૭ಎ̜́ͤȂڰ൲
ඤယ͉߃̈́মͅ࿒̫ͬ࢜രু̦ͣهఴ୭̱Ȃ
ٜࠨ̫࢜̀ͅૂ༭ਓਬȂାၑȆଢ଼̱ਔս͈૽͂փ
ࡉ۟Ȇފ൱̱̦̈́ͣౝݥȂմ࣐̞̳ͬ̈́̽̀͘ȃ

੩଼߄ͬঅΜဩڠനఆࢷಿ͒Ȫֲȇ୭ڢٛಿȫ
ȁ৽̈́க͉ȂέȜΡΡρͼήȪز́ဒ̞̽̀ͥ
͓ͬࢷڠȂ౷֖Ȃા̻̈́̓ͤ͢ͅȂ̷ͦͣ
ͬ͂͛̀͘౷֖͈ছঔ୭͞౬ఘ൝ͅڰ̳ͥັܙ
൲ȫ̹͘ȂΏσકȪ౷૽͞ޏ۪ݩȂ২ٛȂ౷
֖ͅၪ̱̹ࣉ̢༷̩̿ͅܖકȫ̹͘Ȃزڎ̥
ͣၑ̱̹ͬष̯ͥͦͅܤऴ͈͈໐̈́̓ͬ
̻ͤܙஅ̳ͬͥఘࡑ̱ͬ̀ȂΌηͬࡘ̱̹ͣ
ͤڰဥ༹̱̹̳༷ͤͥͬߓఘഎ̳̞́ͭ͘ͅڠȃ
ȁষͅȂչସॄঌၛཱ͉ࢷڠ଼23ාཱͅ
ͤ͢ࢷڠၗඊၛȃࢷٳոြ32ාൺ̦ુഎͅ
ুட̢ࣣ͂ͦͥાਫ਼͈ͬރ࿒ঐ̱Ȃࢵ౷͈ેఠ
̥ͣ౷֖͈༷͞༗ࢌ৪͈ͬ׳ං̀ΫΠȜίȪ൲
̦͞հ̧̱̀ͥ́ڰ௳ߗۼȫͬैͤȂ
ྀාାͬਹ̧͇̱̹̀͘ȃު͉́Ȃ৽ͅˏා
̦ΫΠȜίڠਠ́۷ख़࣐̞ͬȂ̧۪͈͒͞ޏ
۾ͬࣞ͛ͥম́Ȃକպ་൲͞අ͈൲͈௩ࡘ
͞։ુ̳̞̱̠̫̀ͥ͘͢ͅͅັܨȃུࢷ͉߉ै
ͤ৾ͤͅழ͙౷ࡓ͈૧ͅୟޭഎͅൎࣂȃΫΠȜ
ί͈͒۾ͬা̳߉͜ఉ̞̳́ȃ
ȁِ̦չξࣽ͜ފාഽ͈মު̱͂̀ঊ̓͜ैജͬ
႓გːාˎ9̥ͣ21́͘Ȃଲࡄॲ֒ٮਘٛͬ
ˎ37Ȫാȫͅٳटͬထ̱̞̳̀͘ȃ
ȁș͂ࣾඳ̈́মͅೄ࿂̧̢̱̳̦̹̞ͤ̀͘ק
̞͂এ̞̳͘ȃ
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ࣞॄξΥΑފٛ
ξΥΑႁ͈อႺ
ȡ૧̹̈́ڰ൲ͅΠρͼȊȡ
!
ٛಿȁߜനȁ
ȁυˎؼා࿒Ȃ61ਔාܱැ࣐ম̹́̽ξΥΑ
ႁ͈อႺͬၺͅ႕ၑমْܑٛ́͞אȂۜஅછ
చॐȂ࠲ࢫۯၑ̞̈́̓̾̀ͅੁ̱݈ފș͂ڰ൲̱͘
̱̹ȃ
ȁ̷͈̭͉͂Ȃ֥ٛࡽ͂̽̀ͅξΥΑୈ૰ၑٜ
͈ા͂̈́ͤȂփ́૧̹̈́ڰ൲ͅΠρͼ̳ͥࡔ൲ႁ
̱̹͂̈́ͤ͘ȃȁ
ȁո͉ئȂ̷͈ٽါ̳́ȃ
ˍȂ࣭षၑٜജাٛȪ߲Ξτ༶דȫ
ȪˍȫਇকȈȶࢩ̬̠͢გ͈ȁȡ˯ˠˣ̏ͬ
̱࣭̀षၑٜͬࣉ̢̠͢ȡȷ͈ΞȜζో଼࢜ͅ
̫Ȃ֥̦ٛहਯ͞ང࿚̱̹࣭́ఘࡑ̱̹মͬ
อ̳ͥȃ
ȪˎȫশȈ႓გˏා2141)ാ*
ȁȁȁȁȁȁ21ȇ11ȡ26ȇ11
ȪˏȫచયȈಎڠȂঌྦྷ
ȪːȫඤယȈξΥΑΑ·Ȝσ͈৾ழȂ֥ٛ26ྴ̦
हਯ͞ࡄਘ́ང̹ͦࡼఱၘ̹̦ͥ͘ͅଲٮ41ώ
࣭͈౷֖́ఘࡑ̱̹ႤঃȂ͈̓̈́اอ̱́
̹ȃߓఘഎ͉ͅȂξΥΑΑ·Ȝσ̱͂̀˯ˠ
ˣ̏৾ͅழ͚͈ޡအঊȂ˱˧͈ે༭࣬Ȃ
ͼϋ֒ȆͼϋΡΥΏͺྦྷࠝജাȂͺσΩ
ு̈́̓

ˎȂଲ؛ܱ͈ٮષ२ͤȪ४ح৪ઁତ́ྚঔȫ
ȪˍȫਇকȈષ२͈ࡉͬޙે͞ڠ̩̭͂͢ͅ
ͤ߃̈́౷֖͈۾़ͅا͞ၑٜͬ૬͛ͥȃ
ȪˎȫশȈ႓გˏා2128)*
ȁȁȁȁȁȁ˕ȇ11ȡ26ȇ41
ȪˏȫచયȈࢷڠˑ/˒ාȂಎڠȂඅ༆ڠ׳
ࢷಎ൝໐Ȫ41ྴȫ
ȪːȫඤယȈ֥ٛȂࣞࠐఱȂࣞఱδρϋΞͻ
ͺ̦५ષȂఉࡳȂ߄֔ా̞ٜ̾̀ͅ୰̳
ͥȃ
ˏȂȨ˯ˠˣ̏ȩ·ςͺέͼσ͈ै଼Ȇอ
ȪˍȫਇকȈίρΑΞͻΛ·̱͂̀ঞளऺ͈·ς
ͺέͼσࣞͅॄξΥΑފ͈ٛυΌζȜ·̈́
̓ͬͺτϋΐ֣क़ȃ

ȪˎȫඤယȈଟশȂ४ح৪͞߸۾৪ͅള̳̭͂ͬ
̱̀˯ˠˣ̏ڰ൲͈֚੩̳͂ͥȃ
ȁոષ̥̥̹֥͈ͩ̽ٛͅआ͉Ȃࣞξܖ͈ފ́
̜ͥઁා͈࠲଼֗Ȃ̞͉͌̀ȶخෝ̈́২ٛ
͈࡛̫̹̞͚̭࢜ͬ֗͂ͅȷȶخෝ̈́ٳ
อ࿒ດȪ˯ˠˣ̏ȫ͈࡛࣓ͅࡃ̳̭ͥ͂ȷ̜ͤͅ
̱̹͘ȃ
ȁ̷̫̭̠̱̹ͦ̾̀͜ͅે͈́ئޙ֥͉ٛ͂͜͢
ͤȂཡๆȆઁාهȂಎඅ༆ࢷڠ׳ಿٛȂˬ˰
˝Ⴒࣣ͈ٛ̈́̓߸۾͞۾ܥ߸۾৪͈ၑٜ͞ႁ̞ޑ
׳Ȃފႁ͉႗͙̱̹͂̈́ͤ͘ȃͤۜ͢৫͂ࢄႛͬ
૭̱ષ̬̳͘ȃ

ີؖξΥΑފٛ
ၛ61ਔා
!
ٛಿȁȁםং
ȁ႓გˏා2231ͅີؖୋঝાȶୌ౾ྒਫ਼ȷ̀ͅ
ີؖξΥΑފٛၛ61ਔාܱැങͬٳट̵̯̀
ೀ̧̱̹͘ȃ
ȁ̭͈ܱැ̧̳͓61ා̞̠͂୯࿒͈ා̢ͬࠞͥম̦
ြ̱̹͈͘͜Ȃ֚ਹͅႤయٛಿ͉̲̳ͬ͛͂ͥ
֥͍֥͈ٛͅٯအȂ߸۾৪͈ٯအ͈̮ႁ͈প́
̜ͤȂͤۜ͢৫૭̱ષ̬̳͘ȃ
ȁ̯̀Ȃˎාஜͅอ̱̹૧߿υ;ͼσΑۜ
அછ͈ͤ͢ͅޣגȂ̭ͦ́͘൚̹ͤஜ͂এ̞̹̽̀
૽͈̞͂ٛ͞ࢊ̞͈ͣા̦ଷࡠͬဒܻ̩̯̈́ͦ͘
̱̹ȃ̹͘ߎႻْܑ̱̀Ȇ̱̹࣐ম͞ͼαϋΠ
͈̈́̓ఉ̩̦ಎগ̵̰ͬͥͬ͞ܢװං̩̱̈́̈́ͤ͘
̹ȃ̱̥̱Ȃজ̹̻͉υڰ̧ͥ́́͜ؼ൲ͅਹ
തͬ౾̧Ȃଲٮঊؚ൲͈۪̱֚͂̀Ȃ̧֑ۼ
̞͞ࡣ̞͈̈́̓ၑဇ́ൎฟ̯̥̹ͦ̈́̽ྚঀဥΧ΄
΅ͬٝਓ̳ͥȂ̷̧̲ͭΧ΄΅΅λϋβȜϋͬ
ঔȂ̹͘Ȃঌඤಎ͈ࢷڠൺര͈ٯအͅȂξΥ
Αڰ൲͞ଲڠ̞̀̾ͅॲ֒ٮਠ̧̱̹̭̀͂ͬै
́ນ࡛̱̠̀ͣ͜ȂξΥΑڰ൲ຽݞอै༡
ਬমުͬঔ̱̀४̱̹ͤ͘ȃ
ȁজ̹̻͈ڰ൲͉Ȃ౷ൽ̴̦̹̈́ͣ͘͜͠ࠑ̱Ȃ
ξΥΑ͈ୈ૰̜́ͥȶ֗ޗȂڠشȂاȷ͈ຽݞ
̲࣭ͬ̀षၠ࣭͞षၑٜͬૺ͛ଲٮგ͈࡛
࣓ͅࡃ̳̭ͥ͂Ȃ̷̱̀ࠝڰا൲̲ͬ̀౷֖
͈اอജ࣓ͅࡃ̳̭ͥ͂ͬ࿒ঐ̱̞̳̀͘ȃࣽ
́͘ಃ̧ષ̧̬̹ͣͦ̀ފ͈ٛၻ̧ഥൡ̫ͬࠑ̪
͂͂͜ͅȂΟΐΗσܿ͜ڰဥ̱̦̈́ͣȂ֥͈ٛٯ
အ͈փͬਬ̱ࠫ̀Ȃგ́خෝ̈́২͈࡛ٛ
ͬ࿒ঐ̱̀Ȃ૧̱̞শయͅచ؊̱̹ξΥΑڰ൲ͅ
৾ͤழͭ́४ͥਫ਼ం̳͈́́Ȃࣽࢃ͂͜ފ͈ٛڰ൲
ͅచ̱̱̮̀͘ၑٜ̮ފႁͬೀ̧̳̠̤̞͘͢ܐ૭
̱ષ̬̳͘ȃ
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ȁ͈̓˯́͜ࢷڠˠˣ̏ͥͩͅ۾ఉ̩͈க࣐ͬ̽
̞̭̦̥̳̀ͥ͂ͩͤ͘ȃࣽࢃ͂͜ȂξΥΑފٛ
̱̭͈͂̀ͦͣகͬ૬͛ȂξΥΑΑ·Ȝσഴ
̫࢜̀ͅȂڰ൲̫̞̱ͬ͂͊ͦ̀׳এ̞̳͘ȃ

܁ႅξΥΑފٛ

ઔനξΥΑފٛ
ঌඤಎ˯͈ࢷڠˠˣ̏கેޙऔ͈ٽါ
!
মྩޫಿȁఱോȁੇຳ
ȁઔനঌඤ͈ಎͅࢷڠξΥΑΑ·Ȝσ͉̜ͤ͘
̵̦ͭȂఉ̩͈́ࢷڠˡ˯ˠͬࠑอജ̵̯ͥࠁ́Ȃ
۪֗ޗޏȂছ̓̈́֗ޗȂ˯ˠˣ̏ͥͩͅ۾கڰ
൲࣐̤̳ͬ̽̀ͤ͘ȃ̷̭́Ȃौා˓Ȃ̭̭ତා
ͬۼ૦ͤ༐̽̀Ȃඅͅႁͬව̞ͦ̀ͥ˯ˠˣ̏ȟˡ
˯ˠ֗ͅޗͥͩ۾கম႕ͬऔ̱̱̹͘ȃ
ɝகম႕ˍ!!˝ࢷڠȶबͬٺ̽̀ু̧́ͅ
̭ͥ͂ͬࣉ̢̠͢ȷ࿒ດːȆ22ȁ˒ڠාࣣȂཡ
बڠਠȁब͞ޙે͈ٺ۾͈̞̀̾ͅٺ͞ၑٜͬ
૬͛Ȃ࡛हȆြ̹ͩ̽̀ͅু̧̭͉́ͥ͂ͅة
̥̞̠͂ཡबȆࡘब͈ࢹ̢͞கႁ̞̩ͬ֗̀̀ȃ
ȁ႓გˎාഽ͉ͥ͢ͅغब͞ٺΘθ͈̞̾ͅڬ
͈̀ၑٜͬ૬̹ܸ͛ͥ͛ͅ؋̱̱͂สΛાΘθ͈
࡛౷ڠਠͬঔ̱̹ȃ
ɝ  க ম ႕ ˎȁ ˞ ಎ ࢷ ڠ
ȶՔ͈̩̩ͥͥςͼ·σ
ίυΐͿ·Πȷ࿒ດ23ȁ̮
͙͈ࡘၾͤ৾ͅاழ͚͂͂
͜ͅȂδȜσȆ૧ঞȆ
ͺση۲͈࡙̮͙̈́̓ͬ
ٝਓ̱Ȃ৬̞̳͈ܙ௭̱ͬ
̹ͤȂͬـऩ̱Ȃ߃ႋ
ঔ୭͒ື̳ͥ̈́̓Ȃ২ٛ
࣓ࡃ͈փেͬࣞ͛ͥȃ
ɝகম႕ˏȁ˟ಎࢷڠȶޡാၳၑͬै̠ͧȂ౷֖
͈ު̠ͬͧȷ࿒ດˎȁˍාزشȁ౷֖͈
ݪࡄڰΈσȜίͬΊΑΠΞͻȜΙλȜͅȂޡാ͈
ऺͬঀ̽̀Ȃޡാၳၑ֚ͬͅैͤȂ̳̭ٛͬͥ
̱͂ͬ̀౷֖͈۾ྙޟͅا̻ͬ͜Ȃ౷֖͈
ު͈අ̷͈̞̾̀͜͞ͅࣉ̢ͥȃ
ɝ̷͈ఈ͈கম႕͈ນఴ
ˠȶ̯̱̯͈͞ႊͬࢩ̬̠͢ȷ
ˡȶඅ༆͈͂ࢷڠ׳ၠȷ
ˢȶઽཱୄδρϋΞͻͺȷ
ˣȶგڠਠȷ
ˤȶ͈ڬశဋ༜ൽ͈८ॐ̮͙͂ਚ̞ڰ൲ȷ
˥ȶଳ͈̳̱̯͊ͣͬอ̱̠͢ȷ̈́̓
ɝ͂͛͂͘هఴ

˯ˠˣ̏৾ͤͅழ͚
!
ٛಿȁఱȁణࢬ
ȁ܁ႅξΥΑފ͈ٛࣽාഽ͈ΞȜζ͉ȶ˯ˠˣ̏
৾ͤͅழ͚Ȫ̴̥͍ͣ͘ڠȫȷ̳́ȃ̴͉͘ু̹
̻̦༓̠̱͂͢ޑȂ˔˒ུͅξΥΑފٛႲ
ྷ͈মު໐!ࢩ࢛۾ၦ໐ಿ̯࣒̤̱̞ͭͬ̀ͅܐȂ
ȶ˯ˠˣ̏͂ξΥΑΑ·Ȝσ̞̾̀ͅȷ͂ఴ̱
ϋρͼΰ༓ޑٛͬٳट̱̱̹͘ȃ̷͈षȂঌඤ͈
ಎ͜ͅࢷڠୟޭഎͅ४̧࣐̞ͅܐ̤ͬحȂࢷڠ
ˑࢷ͈ࢷಿ୶͞ޗ͈༷̦̱̩̱̹̀ͦ͘ȃ
ȁ࣒͉݅́˯ˠˣ̏͞ξΥΑΑ·Ȝσ͈ڰ൲ম႕
̈́̓͜ત̧̱̞̹̺ٚ̀Ȃ̹̞͒ͭ༓̱ͤ̈́͘ͅޑ
̹ȃਞၭࢃȂ̱̞̹̺̞̹̀୶༷͂ઁșփࡉ
̧̦̱̹̦۟́͘Ȃজ̦ξΥΑΑ·Ȝσ̞̾ͅ
̀ۜேͬଂ͇̹༐൞́Ȃˍ૽͈୶̥ͣȶξΥΑ
ފ͉ٛ͞ࢷڠঊ̭̻̹ͬ͂̈́ͭ̓ͅރ̧͈ͥ́ރ
̥ȃȷ͂ৗ࿚̯̱̞̱̹ͬͦࣾ̽̀͘͘ȃȶࣽࢃ͈ه
ఴ̞̹̱̳͂͘ȃȷ͂൞̢̺̫͈ͥু͈েະ௷
͞ႁະ௷̲̱̞̱̹ͬۜ̀͘͘ȃজ͉ࢷڠ௰̦ুอ
എͅξΥΑΑ·Ȝσͅ۾ͬ༴̧Ȃ୶̦৾ͤழ
̩̭ͭ́ͦͥ͂ͬܢఞ̱̞̹̺̫̱̹̥̀́ͣȃ̭
̥͉ͦͣেͬ٨̵̫͛̈́ͦ͊̈́ͤͭ͘ȃ
ȁ̷͈ࢃ͈۾ήυΛ·ඌ࿐ఱٛ́͜˯ˠˣ͈̏
شٛͬෲಶ̵̧̯̞̹̺̀Ȃઁ̴̱͉̜̳̾́ͤ͘
̦Ȃ༷࢜ͬࡉ̵̞̺̞̫̀ͦ͊͂ࣉ̢̤̳̀ͤ͘ȃ
̹͘Ȃಎ୶͈ࢷڠ༷̤ͬည̞̱͈̀༓ޑ͉̭ٛ
̥̫̞̩̳ͦͣ̀̾ͤ́͜͜ȃ̷ͦոષͅজু
̦༓̞̱͂̈́ͬޑఖ࿒̳͇̞̠́͂ે̞̰̮́͘ޙ
̳ȃ
ȁ˯ˠˣ͉̏͂̀͜ఱ୨̭̳̦̈́͂́Ȃࢩํս̈́ࣜ
࿒̤͂̈́̽̀ͤȂ̓ͦ৾ͤͅழ͚͈̥ྸ̞̳̱͘Ȃ
̢͊ͦࣉͅݙξΥΑފ͈ٛڰ൲͉Ȃۼ୪എ͉ͅٽ
͇˯ˠˣ͈̥̏̓ͦͅ൚͉̞̠̭̦̀ͥ͂͂́͘͜
̧̳͘ȃ̹̺ȂξΥΑΑ·Ȝσ͈୭౾̤̱̞ͬܐ
̀͜ߓఘ̦̞͈̈́́Ȃজ̹̻͈ڰ൲ুఘ̦ߓఘഎ
̞̫̥̞͂̈́ͣ̈́͊ͦ̈́̀̽ͅࣆ̥͈̳ͥͬةএ̽
̞̳̀͘ȃ̺͘Ȃ̷͈֚༜ͬ൩͙̱̹̥̳͊ͤ́ȃ

հಎּຕξΥΑފٛ
ˡ˯ˠ̲ͬ̀˯ˠˣ̞̥̥̳̏ͬͥͅ௸حȊ
!
ٛಿȁȁȁ߰
ȁ312:ා˓2:Ȃ൚ފ̧̦̭̥͉̲ٛ́ͥ͂ͣ͛
̠͂͢˯ˠˣ̏࡞̱̥ͬ̀ͣˎා̦ࠐً̱̱͘
̹ȃۜஅచॐ͞ুੁͥ͢ͅુ͈̦ڰ̧Ȃ̭
ͦ́͘ુ̺̹̦̽ڰુ̜͂̈́ͤ̾̾ͥಎȂ
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˯ˠˣ͉̏ఉ̩͈૽șͅၑٜ̯ͦȂଲ̦ٮఱ̧̩൲
̧̱̞̲̠̱̹̀ͥ͂ۜͥ̈́ͤ͘͢ͅȃ̷͈̠͢
̈́ಎ́Ȃˡ˯ˠȪخෝ̈́২̩͈̞ٛ̿ͤͬ
͉̪̩͚֗ޗȫ̲̹ͬ˯ˠˣ̫̹̏࢜৾ͅழ֚ͬ
̵̹̯͛ͥ௸حȂΞȜζͬȶ˯ˠˣ͈̏ో଼࢜ͅ
̫̀3141ා́͘ͅজ̧̦̭́ͥ͂Ȇ̫ͣ̈́ͦ͊̈́͞
̞̭ͣ̈́͂Ȋȷ̱͂̀ঌඤ͈ಎ͈̥̯ࣞͣͭٯ
ιΛΓȜΐ̧̺̹̞̱ͬ̀ࣂܙȂ̷͈ιΛΓȜΐͬ
22ȡ23Ȫઐ֔നਫ਼ȫ͂23ȡˍȪհಎঌ
ਫ਼ȫͅξΥΑڰ൲ৢ૯ജ́ജা̱ঌྦྷ͈̯ͭͅٯ
̫࢜̀อ̱̱̹͘ȃ̯ͣͅȂˎȂ൚ފٛ۾ܥঞ
ȶհಎּຕξΥΑ༒ͤȷͅࠇश̱ঌඤͅື
̱̱̹͘ȃ˕ȂιΛΓȜΐ͈ջှ֥̦ͅঌඤ͈
ಎࢷڠȂࣞ൝̹̱͍ͬ͘௷ͅࢷڠȃ̷̱̀Ȃ̳
͓͈̀ಎࢷڠȂࣞ൝ࢷ͈ࢷڠಿ୶༷̦˯ˠˣ̏ଔ
ૺ̫̞࢜̀ͅޑփဳͬা̯̹̭ͦ͂ۜͅྐྵ̫ͬͥ
͂͂͜ͅȂಎ͈ࣞιΛΓȜΐ̮ͅࣂܙၑٜ̮͂ފ
ႁ̧̞̹̺̱̹ͬ͘ȃ̮͈ͧˡ˯ˠ̲̹ͬ˯ˠ
ˣ͈̏৾ழͅࠉփͬນ̳͂͂͜ͅȂ൚ފ͈ٛڰ൲ͅ
̮ၑٜ̮͂ފႁͬপ̳̭ͤ͂ͤۜ͘͢ͅ৫૭̱ષ
̬̳͘ȃ
ȁুহఘ͈˯ˠˣ͈̏ో଼̫̹࢜৾ͅழ͜Ȃ࿒͘ژ
̱̞་ယ̦ࡉ̹ͣͦˍා̱̹́ȃ21˔͉ͅȂհ
ಎঌಿ͈͂˯ˠˣ̏ͬΞȜζ̱̹͂చ̦࡛̱͘
̱̹ȃ̷͈ಎ́Ȃুহఘ͈ಿ̜́ͥհಎঌಿ! ࿆࿐
םঊঙ̦ςȜΘȜΏΛίͬอ̱ܞȂ႓გˏාˏͅ
ॐ̯̹ͦలˎܢհಎঌ̻͘Ȇ͌͂Ȇ̱̮͂
ࣣၞ͜ͅȂ˯ˠˣ͈̱̏͂ͅږྶͬ߸۾Ȃ౷֖ه
ఴٜࠨ͈̹͈͛ঔॐͅ˯ˠˣ͈̏ΌȜσϋΨȜ͂
࿒ດో଼͈̹͈͛ঐດȂܖȂ࿒ດȪ႓გ˔ා
ഽȫ̦պ౾̫̱̹̿ͣͦ͘ȃȪհಎঌಿ͈͂చͅ
̞͉̾̀ȂQ21-22̮ͬ။̩̺̯̞ȃȫ
ȁଲٮঊؚ൲͉́Ȃհಎঌྦྷ̥̞̹̺̞̹ͣ
ैͤζΑ·ུͬξΥΑފٛႲྷ͈֥̦Ȃ˓
37Ȃଲٮঊؚ൲͈ϋδΐͺ͈࡛ા͒४̱
̀Ȃ࡛౷ΑΗΛέ͞ര͈̤̯͒ͭٯള̱̱̱̹͘ȃ
̹͘Ȃঌඤ͈ਹഽવٺ৪ঔ୭̤͜ͅඑ̫̱͘
̱̹ȃ
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ؖ౷༷ξΥΑފٛ
ȶؖ౷༷ξΥΑઁාઁ੫ࣣ౬ȷ
!
ٛಿȁ܅ȁȁୃฎ
!!ࣣ౬ܰȪ࿒എȫ́ȶུ౬͉Ȃઁාઁ੫ͅڢإ
ڰ൲̱ͬ̀ͤ͢ཅ̥͚̈́ͬ֗͂͂͜ͅȂுڰ
൲̈́̓ͤ͢ͅȂ࣭षၑٜȆၠͬͤȂξΥΑ࠻
ડ͈ୈ૰͈ఘං͂ଲٮგ͈࡛ͅૺ࣓ͭ́ࡃ̱͢
̠̳͂ͥͬူ̠ȷ̱̞͂̀ͥȃ

ల 29 ٝȁܢுٛȪ͙̥͖͙̞ͣ܁ȫ
ȁ2::9ා˔Ȃȶۖࢷڠˑଷ͈͒చ؊ȷ̱͂
̀อ௷ȃ༗ࢌ৪̦ξΥΑ֥ٛ͂̈́ͤڰ൲ͬૺ͛̀
̞ͥȃ
ȁ৽̈́ڰ൲͉Ȃܢுٛ͞ڎ౷͈́ͼαϋΠͅ
ȃྶহ41ාయͅै̹ͣͦȶူॵظȷ͈ு࣐ͬ
̞Ȃଲٮॲ֒اȶࣞ५২ȷ͈̈́̓ࡆॲު֒ॲ͈
อڰ൲࣐̞̽̀ͥ͜ȃ3111ා̥ͣই̹̽ؖ͘
υȜΗςȜ·ρή৽टȂȶ߲෯ࡇࣣέͿΑΞͼΨ
σȷྀͅා४حȃौාࣽා͂υͤ͢ͅؼಎগ̱
̞̦̀ͥȂ൳ࣣέͿΑΞͼΨσ͉Ȃࡇඤड͈ࣣࣞ
౬͈ظ̦̫ͥા̱͂̀ठ̦ٳఞ̹ͦͥȃ
ȁौා21Ȃࣣ౬̥ͣȶξΥΑࣣͺΟηȜȷ
̦૧̹ͅอ௷̱Ȃུා˓Ȃུࣣϋ·Ȝσ
߲෯ࡇఱٛͅ४̹̱حȃಎڠ̦৽ఘ͈ࣣ౬́
̜̦ͥȶఱڠા๊͈֚໐ȷ͈४ͤ̈́͂حȂఱ૽͈
ࣣ౬͈ಎȂ߆રͬર̱̹ȃ
ȁυ͈ئႯਠ͉ȂႯਠٛા͈ږ༗͞౬֥͈শۼ
ାȂۜஅཡগచॐ̈́̓ߎႻ̦̜̹̦̽Ȃఱٛ൚Ȃ
ૣऔ֥̥ͣȶ४̹̱حಎ͍́ͬܔ̢ͥظΘͼτ·Π
ͅນ̯̞ͦ̀̀ۜ൲̱̹ȷ
ȶඅͅΐνΣͺ͈ٯအ̥
̞̹̺̞̹ͣۜ൲͉জ͈༯̹͂̈́̽ȷ͈̈́̓ι
ϋΠ̞̹̺̩ͬȃঐ൵৪ːྴ͈͂͜Ȃڰڢإ͈ࢷڠ
൲͂Ⴒࠈ̱̹౷֖͈ڢإڰا൲ͬ࿒ঐ̱̞̀ͥȃ

ಎૄξΥΑފٛ
ȶࡄਘণख़ȷฒݛ༗͈̤ಋ࣒ఘࡑ༞ຊ
!
ٛಿȁఆȁ૯
ȁ֥ٛڐਰ͂ଲయయ͈৾ͤழ͙͈୶͈́૧߿
υڰͥ͢ͅؼ൲ুੁˎා࿒̦͂̈́ͥȂུ̱ٛ͂̀
͉Ȃȶমު༭࣬ȷܱ̱̹͜ͅࡇξႲȶࡄਘণख़ȷ͈
৽ۯমު̦Ȃૹ̠̲̀ঔ̧̹́ࣽාഽ͈৽ါমު
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̢̞͂ͥȃ
ȁ̷̭́Ȃȶমު༭࣬ȷͬ༞ຊ̳ͥࠁܱ̳́ȃ
ȁ࡛हȂྦྷ௹࣐ম͈̤ಋ࣒͉ಎૄࡼനলฒݛ
༗͈͙ͅഥ̦ͩͥḀ͉̑̾̀ࢁतߴඤڎਫ਼͙ͣͦͅ
̹ȃ଼ࡓාশത͉́Ȃం̳̤ͥಋ࣒͉ಿࡔ
ཱඤ͂ࢁतֻώᙎ͈ˎώਫ਼Ȃ୲̦ˏώਫ਼̜́
ͥȃ
ȁฒݛ༗͈̤ಋ࣒̦ܲਹ͈͉̈́Ȃ̤ಋ࣒͈Ⴒྴನͅ
൚̳ͥۘଽ22ා͈ȶࢄಋࣝژನȷ̦Ⴄঃၳ̱͂
̀ॼ̯̤ͦ̀ͤȂ൚শ͈̤ಋ࣒࡛͂ం̳̤ͥಋ࣒͈
ࠁ̦͕͖൩ਥ̯̞̭ͦ̀ͥ͂Ȃ̹͘Ȃಎଲ͈໌ز
͈́ۼၠ࣐̹̽ȶ൰ಋȷ͈ࠁ͜ͅވ̱̞̀ͥത
̜́ͥȃ
ȁཤ۾͈֚໐५ۼ౷֖ͅಎଲ͈൰ಋ͈ࠁͬॼ̳
ྦྷۼਠ௹̦ഥઇ̯̞ͦ̀ͥȂ̷͈ဇြ͉ະྶ̜́ͥ
̦¥̷̦̥̠ͤ͂̈́ͤ̈́ਔ༏ম႕̧͉̞̀̀ͥȃ
ȁಎૄ५౷ߊ͉Ȃධཤಱশయͅـز५֭
ਹ̦ࢃళࢍഛࣀ͈ః͈չၻؐ͂ͅވષਗͅවͤȂ
५̢̀ࢹͬݳͅޡ५ହͬྴ̹̥͈̽ͤ͠౷͂
̯ͦȂ̷͈܁ኔ͜ଔ̯̞ͦ̀ͥȃ५ঙ̷͉͈ࢃ
ࢺͅ֊ͤ¥࡛ह͈ނസࢽߊ५͈౷ྴ͈ဇြ͂
̹̦̈́̽Ȃ̷͈५ହ͈ர̜͈́ͤز̞͈ࣞڒز
५ਹ̦ഥ̢̹خෝ̦̞ࣞ͂ଔ௶̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ2::1ාȂಎଲ͈൰ಋ͈ࠁ̩ͬ͢ॼ̳ྦྷ௹͂ا
̱࣭͈̀ਹါྫࠁྦྷ௹़ͅاঐ̯̹ͦȃ

ȁ࡛हȂ
ȶฒݛ༗̤ಋ࣒༗ంٛȷ̦Ȃგ72ා࠺ಃ
͈ȶ̤ಋ࣒͈زȷͬٛા̷͈ͅຽݞอ഼̞͛̀ͅ
ͥȃܲਹ̈́ྚြ֒ॲ̷̱͈͂̀ࠑઇͬಕণ̧̱̞̀
̹̞ȃ

ఱஂξΥΑފٛ
υ͈ؼಎ̧̭́́ͥ͂
!
໗ٛಿȁୄକȁ݅ܔ
ȁौාഽ̥̩ͣ૧߿υ͈ؼಎȂུා͜ފڎٛ
͂͜ͅȂ႕ා͈ාಎ࣐ম͞ڎਅอڰ൲̞̾̀ͅಎ
গȂ̹͘ܢװ൝͈ந౾ͬဒܻ̩̯̈́ͦͥે̦ޙ̞
̧̞̥̀̀ͥ͂এ̞̳͘ȃ
ȁ̭͈̠̈́͢Ȃ̳ͥ͂͜͞͞ஜ̧࢜̈́ܨ̻̦֎̢Ȃ
કޭഎ༷̥̞̦̻̈́࢜࢜̈́ͅે͈ޙಎ́Ȃ႕ུ̢͊
ාഽ͈۾ήυΛ·ȆξΥΑڰ൲ࡄݪٛjoඌ࿐͈
̠͢ͅȂਲြ͈ঔඤယ༹༷̞̾̀͞ͅ൦ͬਹ͇Ȃ
ΒȜθ൝ͬڰဥ̱͈̀ϋρͼϋٳट̞̠͂ࠁͬ͂

ͥ̈́̓Ȃհ͈ږ༗഼̦͛̈́ͣͅȂদ࣐॒ࢋ͈ಎ́
࣐ম͞ڰ൲ͬঔ̯̹༷ͦșȂ̹͘ފٛͅచ̱Ȃಗ
ͤ͢ࠉփͬນ̵̧̯̞̹̺̹̞̀͂এ̞̳͘ȃ
ȁ൚ފٛ́͜ौා൳အȂාഽ͈͛ٛͬಎগ̱Ȃ
֥݈ٛͅմ͈ັ̵̯̞̹̺̩̭ͬ̀͂́ΑΗȜ
Πͬ୨̱̹ͤ͘ȃ̷̱̀་̴͈̭͈̠ͩͣ̈́͢ે
́ئޙজో̧̭͉̥ࣽ́ͥ͂ͅةȂڎਅ࣐ম͞อ
ڰ൲̞̾̀ͅȂ͈̠̓̈́͢ࠁ༹༷̈́ͣ͞ঔخෝ̈́
͈̥Ȃ̷̱̀ঔ̳ͥાࣣ͈ၣփത࢘͞ض൝̞̾ͅ
̀ࣉ̢̞̱̹̀ͤ͘͘ȃ
ȁུා͜˔ͅঔထ̜̹࣭́̽षၑٜΨᾼ४
̹̥̽̈́ͩڸ̦حඤಎࢷڠඵා͉ͅȂ·ڎρΑ
࣭͞ͅ܁षၑٜ͈߸۾ॗঊͬື̵̯̞̹̺̀
̧Ȃ࣭षၑٜڠਠ́ၛ̧̞̹̺̱̹̀̀͘ȃ̹͘
ͅঔ̱̹ಎڠ̫͈࢜ࣞࢷփࡉอນ͉ٛȂ
ौාഽ̧̧֨ͅȂಎࢷڠ௰͈ފႁͬං̀Ȃࡼ૽͈
ࣞࢷͅ༶̥ͣࢷඤΞτΫ༶̱ͬ̀ਜ਼ষდ
̱̥̫̞̀ͣ͜Ȃര͉ޗڎ͈ু͈́ণಶ̱
̠̀ͣ͜ࠁ̱̱̹͂͘ȃ
ȁ̷ྀ̱̀ාఉ̩͈ྦྷ͞মުਫ਼͈༷ș̮ͅފႁ̞
̹̺̞̞̀ͥȶ̷̧̲ͭΧ΄΅ٝਓ΅λϋβȜ
ϋȷȂ̢̀حාྶ̫֚ͅထ̱̞ͬ̀ͥȶজ͈ज़̽
̹ξΥΑଲৢॲ֒ٮ૯ജȷȂ͍ݞȶξΥΑފٛ
༒ͤȷ͈อ࣐̭͈̠̈́͜͢ે͈ޙಎ̷̺̥̭͈ͣএ
̞ࣺͬ͛̀Ȃࢥຳͬާ̱̦ͣ̈́ͣૺ̧̞̹̞͛̀͂
এ̞̳̽̀͘ȃ

փࡉอນ͈ˑྴ͈ࣞࢷ

࣭षΕυίΙηΑΠஜޘ
ύ͈ؼ૧̱̞ڰ൲͈ࠁ
!
ٛಿȁືȁຮࠃ
ȁυ͈̜ͤ͜ޣגȂ[PPN݈֥ٛͬٛఘ́༓ޑ
̱̦̈́ͣȂ႕̫̞̱̹ٛͬ̀ͤ͘͘ȃ
ȁ֚শ႕̤̞̫̞̫̱͙ٛ̈́͊ͦ̈́͜ݝশ̜͜ܢ
ͤȂ֥͈ٛ͂փএமͅ˰ˡ˨Ȇˢ˽̔ȆρͼϋΈ
σȜίͬڰဥ̱Ḁ̑ͤ͂ͭة୨̞̱̹̽̀ͤ͘͘ȃ
ȁςΐοϋ͈ࡄਘٛȆςΐοϋڎտ֥͈ٛࡄਘ
ٛ͜ͅȂϋρͼϋచ؊̀ͅୟޭഎͅ४̵̞̯̀ح
̹̺̩ম̧̦̱̹́͘ȃ
ȁ˯˥ஜڰ͈ޘ൲͜ଷࡠ̯ͦȂࣞࢷచય͈ξȜΑ
έȜρθ͜ஜࢷˎ̥ͣޘ४̀ͅحȂނఱ͈́ڠ
ϋρͼϋ४ͤ̈́͂حȂူࢌঔ୭͈͒ࣞࢷࣣ͂൳
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͈́४ྀ͜حාࢭ႕̱̹͈́́Ȃ৺̱̞ࡠ̱̹ͤ́
̦ք࿚͈͙͈̤එ̫̱̹͂̈́ͤ͘ȃ
ȁ̹͘Ȃࣽා͉࣭षΕυίΙηΑΠ̱͂ͤ̀͘ͅ
211ਔා̜̹̳ͤ͘ͅȃ211ਔාܱͬැ̳ͥͼαϋΠ
̦ˎ̹ͤͩͅۼȂଲٮಎ̧͙ࣺͬےϋρͼΰ
ٳट̯̱̹ͦ͘ȃ
ȁΕυίΙηΑΠ̥ͣર̹༷͈ͬͣͦιΛΓȜ
ΐȆΕυίΙηΑΠ͈ႤঃȆଲٮಎ͈֥̥͈ٛͣιΛ
ΓȜΐ̦එ̧ȂκΙαȜΏοϋ̦၂̷̧̻࣐̠̀̈́
ಎȂ٨͛̀Ȃজ̹̻͈ڰ൲͈փ̵̹̞̯݅ͬ̀ږ
̺̩ၻ̞ܥ̱̹ٛ͂̈́ͤ͘ȃ

ȁজ࣭ވषΕυίΙηΑΠஜࣽ͜ޘා́56ਔාͬࠞ
̢̳͘ȃ
ȁஜͬࡉନ̢̭͈ڰ൲̦ಿ̩̫̳̭ͣͦ͂ͬ͘Ȃ
֥֚ٛ൳͙̹̞࣫͂ͅএ̞̳͘ȃ

今後の県ユ連主催事業
ల˓߲ٝ෯ࡇξΥΑΑ·Ȝσࡄਘٛ
! Ȫ࠳ల21ٝؖঌξΥΑΑ·Ȝσࡄਘٛȫ
৽ۯȇؖ౷༷ξΥΑފٛ
শȇ3133ාˍ38Ȫ࿐ȫ24ȇ41ȡ27ȇ41
ٛાȇؖঌࣣڠਠΓϋΗȜ֗ޗৡˏٴ
!
లˎȂˏ݈ٛ
༷ȇ[ppnͥ͢ͅϋρͼῧచ࿂͈ဥ
႓გˏාഽଲࡄॲ֒ٮਘٛjoչସॄ
৽ۯȇչସॄξΥΑފٛ
শȇ3133ාˎ37Ȫാȫ24ȇ11ȡ26ȇ41
ٛાȇչସॄঌޏോఆྦྷ܁
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特集−ＳＤＧｓ
ȁհಎঌ͈˯ˠˣ̏ଔૺ̫࢜̀ͅȁ
ȁȁȽ࿆࿐םঊঌಿ͈ͼϋΗΫνȜ̥ͣȽ
!
հಎּຕξΥΑފٛȁٛಿȁȁȁ߰
ȁˎා߃̩̩ύؼˡ˯ˠ̲̹ͬ˯ˠˣ̏
͈ో଼̫̹࢜৾ͅழ͙̞̥̦̥̳ͬͥͅ௸حȂࣽා
ഽडఱ͈هఴ̺̹̽͂࡞̢̳͘ȃ͉ࣽٝȂհಎঌ͈
ুহఘ̱͈͂̀˯ˠˣ̏ଔૺે̞̀̾ͅޙȂ21˔
հಎঌಿ͈࿆࿐םঊঙͅͼϋΗΫνȜ̱̹͈ͬ́
ત̱̳ٚ͘ȃ

ȇঌಿ̱͈͂̀˯ˠˣ͈̏ଔૺ̢ͅࣉ̳ͥ۾
͞এ̵̞̤̥̩̺̯̞ͬȃ
ȁ࿆࿐ঌಿȇȶ̳͓͈̀૽̦Ȃ̷̸͈ͦͦၛા̥ͣ
ވ̱̹࿒ດ͈ో଼ͬ࿒ঐ̳ȷ̞̠͂˯ˠˣ͈̏ࣉ
̢༷͉Ȃհಎঌ͈̻̩̿ͤ͘ΞȜζ͈ȶঌྦྷ൱ȷ
༷̦ࣣ͂࢜͜౿̱̳͘ȃଲވ͈ٮ࡞ࢊ̜́ͥ˯
ˠˣ̲̏ͬ̀Ȃঌͅ૽͈͓̳̳̀ͥ߸۾ș͂Ⴒࠈ
̱Ȃ౷֖͈هఴٜͬࠨ̧̱̞̹̞̀͂ࣉ̢̞̳̀͘ȃ
ड߃Ȃଲڎٮ౷́౷أݩ֦͂ࡔ̦اএͩͦͥুட
ब̦ٺອอ̱̞̳̀͘ȃ౷͉ݩြ͈ঊ̹̻͈̓͜
̹͛ͅȂজ̹̻̦ဖ̥̞͈̳̽̀ͥ́͜ȃ̭͈౷ݩ
ͬြ͈ঊ̹̻͈̹̓͛͜ͅॼ̱̞̩̭͉̀͂Ȃজ

ਿȁ૧֔ୃဎঙ
২ٛ֗ޗႻ৪ນઆર
ȁ႓გˏා222:Ȫ߄ȫ႓გˏාഽ߲෯ࡇ
২ٛݪࡄ֗ޗఱ̤̞ٛ̀ͅȂ࡛߲෯ࡇξΥΑ
Ⴒ၁݈ފٛ۬মȂఊനξΥΑފٛ໗ٛಿ!
૧֔ୃဎঙ̦ȶ႓გˏාഽȁ২ٛ֗ޗႻ৪
߲෯ࡇ֗ޗտ֥ٛນઆȷͬဓ̯̱̹ͦ͘ȃ
ఱ͉ٛ311ྴ಼̢ͬͥ४ح৪ͬࠫͭ́ϋρ
ͼΰ࣐ͩͦȂર৪̦උ͙ષ̬̱̹ͣͦ͘ȃ
̤̈́Ȃນઆે͈ဓ͉ڎਫ਼௺౬ఘͅտ͇ͣͦ
̱̹͘ȃ
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࣐ଽ͂͂͜ͅȁȽհಎּຕξΥΑފ͈ٛ৾ழ͙Ƚ
̹̻͈ޭ͛̀ਹါ̈́ୣྩ̺͂ࣉ̢̞̳̀͘ȃ
ȇհಎঌ͈˯ˠˣ̫̹̏࢜৾ͅழ͉͈̠̓͢ͅ
͈̦̜̳̥̈́ͤ͘͜ȉ
ȁ࿆࿐ঌಿȇӱঌྦྷ̫͈࢜อ̱͂̀Ȃঌ͈ࢩ༭ধ́Ȃ
ȶ֚૽৾ͤॼ̯̞̈́ḁ̞̏ͩͣ͞˯ˠˣ̏ȷͬඅਬ
̱Ȃঌྦྷ͈৾͞ࢷڠழͬત̳ٚͥ͂͂͜ͅȂུঌ
͈ͼρΑΠτȜΗȜ̮ͅފႁ̞̹̺̞̹ςΐσ
ΨΛΈͬଲఝͅື̱̱̹͘ȃӲ֥ࡄਘ̱͂̀Ȃ
ȶ˯ˠˣ͈̏ࡄਘȷͬঔ̱Ȃۯၑͬಎͅఉ̩͈
֥ͅȂ˯ˠˣ͉͈̠͈̥̏̓̈́͢͜Ȃুহఘ̦˯ˠ
ˣ̏৾ͤͅழ͚փ̹̱͍݅̈́̓ͬ͘ڠȃӳ႓გˏාˏ
ॐ͈లˎܢհಎঌ̻͘Ȇ͌͂Ȇ̱̮ࣣ͂
ၞ́Ȃঔॐ̮͂ͅ˯ˠˣ͈̏ΌȜσͬা̳͂͂͜ͅȂ
଼ضঐດ̱͂̀౷༷˯ˠˣ͈̏υȜσঐດͬ৾
ͤව̱̹ͦ͘ȃȶ֚૽৾ͤॼ̯̞̈́ȷ২͈࡛ٛͬ
࿒ঐ̳˯ˠˣ͈̏ఉအ̈́ণതͬ౷༷ࣺ͚̭ͤͅ
͂́Ȃ౷༷͈͈֚ਰȂ૬ͬا̳ͤ͘ȃӴ႓
გˏා˓͉ͅȂȶհಎঌ͈ͤ͢ၻ̞ྚြ͈̹͛ͅȂ
֥̦ၚ୶̱̀˯ˠˣ͈̏ၑැͬփে̱Ȃ࣐൲̳ͥ͢
̠ȷঌ֥̫࢜̀߱ͅা̱̱̹ͬ͘ȃӵঌ֥̥ͣͺ
ͼΟͺͬ༡ਬ̱Ȃުྩ͈́ঞ͈ॉࡘȂ࡙ςͼ·σ
͈ഔೲȂြ৪͈͒ୟޭഎ̫̈́̓̈́ڥȂਬ̹̽͘ͺ
ͼΟͺͬȶ߃̭̥̈́͂ͣই͛ͥ˯ˠˣ̏৾ழਬȷͅ
͂͛͘Ȃ֥֚૽֚૽̦˯ˠˣ͈̏ଔૺ̫࢜৾ͅழͬ
ই̞̳͛̀͘ȃӶঌಿ̦˯ˠˣ̏ΨΛΐͬဥ̱Ȃঌ
֥͈ྴढ़ͅ˯ˠˣ̏υΌζȜ·ͬນা̳̭ͥ͂́Ȃ
֥͈ু͞ژঌྦྷ̫̹࢜ͅอ৾ͤͅழ̞̳ͭ́͘ȃ
ӷ˨ˣ˞˰൝͈എζͼΦςΞͻ͈༷ͅၪ̳̹ͥ͛
ڎਅ૭൝̤̫ͥͅ༆ܱश၇ͬ́ࡉೄ̱̞̀
̳͘ȃ
ȁոષ͈̠͢ͅȂ౷֖هఴٜࠨ͈̹͛ͅȂুহఘ͈ު
ྩুఘ́˯ˠˣ̏ͬଔૺ̱̞̩̭͉̀͂࿔ა̳̦́Ȃ

ঌྦྷ̫̹࢜ͅอ̱͂̀အș̈́ڰ൲ͬȂࠑഎͅജٳ
̱̞̳͈̀ͤ́ࣽ͘͘ࢃ͂͜Ȃ̮ၑٜ̮ފႁ̤̞ͬܐ
̞̹̱̳͘ȃ
ȇհಎঌ̦Ȃুহఘ̱͂̀˯ˠˣ̏ͬଔૺ̳ͥ
ષ͈́هఴ͉̥̳́ةȉ
ȁ࿆࿐ঌಿȇঔॐͬບ̱ثȂ٨̱̞̩̭̳̀͂́ȃ
౷༷ࣣၞͅ˯ˠˣ̏ͬ۾Ⴒັ̫̞̳̦̀͘Ȃ
ˍා̮͂ͅঔॐ଼͈ͬضબ̱٨̱̞̩̭̦̀͂ఱ
୨̳́ȃ˯ˠˣ̏ో଼̫̹࢜ͅڎঔॐ̞̾̀ͅȂ߫ͤ
༐̱࢘ͬضબ̱Ȃষාഽ͈ঔॐ̥̳ͅˬˠ˟˝͈
ͼ·σ́˯ˠˣ͈̏ో଼ͅ൵̧̞̞̳̀͘ȃ
ȇࣽࢃ͈˯ˠˣ̏ଔૺ̫࢜̀ͅুহఘ͈ಿ̱͂
͈̤̀ܨ̵̻̥̩̺̯̞ͬ̀ȃ
ȁ࿆࿐ঌಿȇ˯ˠˣ͈̏ΌȜσ28͈̦̀ਹါ̳̦́Ȃ
̫͂ͤͩΌȜσ24Ȫܨ་൲ͅߓఘഎ̈́చॐͬȫ̾ͅ
̞̀Ȃ౷أݩ̢ͥͦͣࣉ֦͂ࡔ̦اȂুடब̦ٺଲ
ٮಎ́ອอ̱̞̭̀ͥ͂ͬܓᏼ̱̞̳̀͘ȃأ࢘ض
΄Αͬॉࡘ̱౷أݩͬا̞গ̹͛ͥ͛ͅȂξΥΑ
ފٛ͞ঌྦྷ͈ٯအ͂͂͜ͅ˯ˠˣ͈̏ଔૺ৾ͤͅழ
̞̩ͭ́ਫ਼ం̮̰̞̳͈̮́́͘ၑٜ̮͂ފႁ̤ͬܐ
̞૭̱ષ̬̳͘ȃ
ȁ࿆࿐ঌಿ͈˯ˠˣ̳̏ͥͅ۾̞এ̞ͬॿ̞̽̀ͥ
ͅۼȂထ͈শً̨̱̞̱̀͘͘ͅۼ̠̞̜͉͂̽ۼ
̹ȃ̤ན̱̞ಎȂ൚հಎּຕξΥΑފ͈̹ٛ͛ͅশ
୍̹̱̞̰̮̠̦̜̞̺̹̞̞͂ͤ̀̀͘ͅڬͬۼȃ
डࢃͅȂ࿆࿐ঌಿ͈ςȜΘȜΏΛί͈͂͜ͅȂհಎঌ
͈˯ˠˣ̦̏ႁ̩ޑଔૺ̯̞̭̮ͦ̀ͥ͂ͬ༭̳࣬ͥ
͂͂͜ͅȂ࿆࿐ঌಿ͈̞এ̞̳ۜͥͅచ̜́̽
̹̭̤͂ͬഥ̢̱̳͘ȃ

ਿȁີؖξΥΑފٛ
ၛ61ਔා̤̠̮̰̞̳͛́͂͘
ȁີؖξΥΑފ͈ٛ61ਔාܱැങ̦႓გˏා2231
Ȫാȫ25ȇ11ͤ͢Ȃ૧̱̩̹̈́̽ີؖୋঝાୌ౾ྒਫ਼̀ͅࡕ̥
࣐̱̹ͩͦ͘ͅȃ

̜!͂!̦!̧
ȁজম̳̦́Ȃ3132ා23ˍັུ́ξΥΑ࣭ඤտ֥ٛտ
֥ͅහྵ̯̱̹ͦ͘ȃاȆηνΣΉȜΏοϋտ֥͈ٛਫ਼
௺̳͂̈́ͤ͘ȃ˓ͅ༞͈დ̦̜ͤȂ˕ඤșȂ22͈ڝ
݈ͬ̽̀ઇ̯ͦȂ23ˍັ̀ͅྎઐٚ໐ڠشఱ͢
ͤৃ႓̦อ႓̯̱̹ͦ͘ȃలయࡇξႲٛಿಎఆࢤঙ̦2::7ා
ͅහˏܢාͬਞ̢ͣͦ̀ոြ36ා߲͐ͤͅ෯ࡇ̯̹ͤͦ͢
͈̳́͜ȃ
ȁ୍ͅࠐࡑ͜ஃ̩৹৪͉̮̰̞̳̦́͘Ȃಎ؇͂ࡇ͈͂࠼̫
̠̳ͦ̈́͘͢ͅޘಫͥਫ਼ం̳́ȃٯအ͈̮ঐ൵̮༖ᒿͬপͤ
̹̩Ȃ̸̠̱̩̤̳̱̹̞̞̓ͧ͘͢ܐȃ
!
Ȫ༎ਬտ֥ಿȁઐུ୷ࠃঊȫ

༎ਬȆอ࣐
߲෯ࡇξΥΑႲ၁݈ފٛ
อ࣐ୣහ৪ȁȁ࢛ȁ࣪ȁࡨ
߲෯ࡇஜޘঌఱˍȽˍȽˍ
߲෯ࡇ֗ޗտ֥ٛڠپਠهඤ
ഩდȁ138.337.5772
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ĳıĳĳ ාȁ૧ාٖত̮༿ྴ
ྶ̫̱̤̠̮̰̞̳̀͛́͂͘͘
߲෯ࡇξΥΑႲ၁݈ފٛ

ࣞॄξΥΑފٛ

ؖ౷༷ξΥΑފٛ

ٛȁಿȁȁ࢛ȁ࣪ࡨ
໗ٛಿȁȁཤࣅ֚
໗ٛಿȁȁ܅ȁȁୃฎ
মྩޫಿȁઐུ୷ࠃঊ
ఈ֥Ȇၑম֚൳ȁȁ

ٛȁಿȁȁߜനȁ
໗ٛಿȁȁષനȁ֚
໗ٛಿȁȁ֔܊ȁঊ
໗ٛಿȁȁള໐ȁࢣ
໗ٛಿ࠳মྩޫಿȁȁ
ȁȁȁȁȁ५ỹȁ೭ࢨ

ີؖξΥΑފٛ

ٛȁಿȁȁ܅ȁȁୃฎ
໗ٛಿȁȁջനȁহဎ
໗ٛಿȁȁ૧֔ȁઐࢺ
໗ٛಿȁȁݳȁ၌Ⴟ
໗ٛಿȁȁୌᚧȁޕਜ਼
໗ٛಿȁȁ૧֔ȁਜ֚
মྩޫಿȁ܊ỹȁȁഓ
মྩޫষಿȁ࿐ఆȁਜ਼ঊ

ٛȁಿȁȁȁםং
মྩޫಿȁോỹȁج

ಎૄξΥΑފٛ

ޯξΥΑފٛ
ྴနٛಿȁཤࣅ֚
ٛȁಿȁȁനಎȁ֚খ
໗ٛಿȁȁئ५ȁૺ
໗ٛಿȁȁஜࡔȁੳၻ
໗ٛಿ࠳মྩޫಿȁȁ
ȁȁȁȁȁࣞȁဎ
ٛȁࠗȁȁډઔȁೄঊ

ఊനξΥΑފٛ
ٛȁಿȁȁಎఆȁ၌
໗ٛಿȁȁ෯ાȁຮ
໗ٛಿȁȁઽయȁܲࢼ
໗ٛಿȁȁൌȁࠃঊ
໗ٛಿȁȁ܃ȁȁࠩ
໗ٛಿȁȁ૧֔ȁୃဎ
໗ٛಿȁȁ߄ȁྶ
໗ٛಿ࠳মྩޫಿȁȁ
ȁȁȁȁȁߪനȁଽঊ

ஜޘξΥΑފٛ
ࡺȁ࿚ȁȁՒݛᚧგຳ
ٛȁಿȁȁോȁੇຳ
໗ٛಿȁȁଌȁםဎ
໗ٛಿȁȁോȁܵྜ
໗ٛಿȁȁ۾आȁಿ
໗ٛಿȁȁࣞോȁࢨ
໗ٛಿȁȁݠȁࢣঊ
মྩޫಿȁںᚧີ

չସॄξΥΑފٛ
ٛȁಿȁȁ୭ڢȁࢣ
໗ٛಿȁȁඤ२অᇳ
໗ٛಿȁȁ؍ᚧȁ࣪ྶ
໗ٛಿȁȁȁࢺ
໗ٛಿȁȁाനȁੳ

ઔനξΥΑފٛ
ྴနٛಿȁႅ!!ચຳ
ٛȁಿȁȁന!!ֳ
໗ٛಿȁȁֳົ!!გ
໗ٛಿȁȁൌ!!ચݛ
໗ٛಿȁȁ૩ന!!ࠐయ
໗ٛಿȁȁఆᚧ!!ႚঊ
໗ٛಿȁȁࡔా!!ೄݛ
໗ٛಿȁȁଳგ
মྩޫಿȁఱോ!!ੇຳ

܁ႅξΥΑފٛ
ࡺȁ࿚ȁȁۼȁ֚ށ
ٛȁಿȁȁఱȁణࢬ
໗ٛಿȁȁ؈ȁᖜ
໗ٛಿȁȁႅȁฎঊ
໗ٛಿȁȁȁგ
໗ٛಿȁȁႅȁȁࢅ
໗ٛಿȁȁংဇ၌ࠃ

ٛȁಿȁȁఆȁ૯
໗ٛಿȁȁ࠵ȁ୷ਝ
໗ٛಿȁȁ࿀۹ȁঊ

ఱஂξΥΑފٛ
ٛȁಿȁȁୌȁࢬ
໗ٛಿȁȁୄକȁ݅ܔ
໗ٛಿȁȁೖؖȁ௱ຳ
໗ٛಿȁȁ֔ȁ࣪ࡨ

࣭षΕυίΙηΑΠஜޘ
ٛȁಿȁȁືȁຮࠃ
ၑȁমȁȁඤനȁখ
ΠτΐλρȜȁȁȁȁ
ȁȁȁȁȁ૩നȁঊ

հಎּຕξΥΑފٛ
ٛȁಿȁȁȁȁ߰
໗ٛಿȁȁȁȁඈ
໗ٛಿȁȁȁȁ࠻
໗ٛಿȁȁషനȁგ௱
໗ٛಿȁȁᅄനȁં
໗ٛಿȁȁଳ५ȁ
໗ٛಿȁȁႅȁ࣐࣪
মྩޫಿȁ࢜გฎ

߲෯ࡇξΥΑႲ၁݈ފٛȁྷح౬ఘ
ޯξΥΑފٛȁȁఊനξΥΑފٛȁȁஜޘξΥΑފٛȁȁչସॄξΥΑފٛ
ࣞॄξΥΑފٛȁȁີؖξΥΑފٛȁȁઔനξΥΑފٛȁȁ܁ႅξΥΑފٛ
հಎּຕξΥΑފٛȁȁؖ౷༷ξΥΑފٛȁȁಎૄξΥΑފٛ
ఱஂξΥΑފٛȁȁ࣭षΕυίΙηΑΠஜޘ

