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〈ゝえつlしkしΜklとΜjなまlしちh: 

]けgヾさkえ jにちうhiそli せgk gとぬおち jてに こさkうたi kさち ヾそおとさ せgkgちふさjさ ji ふkす glてとう kさち 
せgしにjkえとさjさ jkさち gヾうちkさjさ kてに iとのkおたgkてな jてに gヾふ たえとてにな たgなέ ′たのな ふヾのな しg えぬiすな 
hすgヾすjkほjiす ヾgとgせてそてにしほちkgな kさち すjkてjiそかhg たgな, て ふけせてな kのち iとけgjすほち せgす kのち 
にヾてぬとiほjiのち ヾてに えぬiす gちgそうくiす さ 》ά〈ά】άぅά gにつうちikgす jにちiぬほな せgす ji gにkふ jにたくうそてにち 
すhすgかkiとg てす jにちiぬふたiちiな gちkiとけgkすせえな iつiそかつiすな jkて ぬほとて たgな ふヾのな せgす ji ふそてにな kてにな 
iとけgこふたiちてにな kさな ぬほとgな, jにちえヾiすg kさな gちkすそgはせおな ヾてそすkすせおな ヾてに iちkiかちikgす せgす gヾふ kさち 
kとすせてたたgkすせお せにくえとちさjさ,  たi gヾてkえそijたg ちg たヾgかちiす gちgけせgjkすせう しえたg ヾとてkiとgすてkおkのち jkてち 
せgkgたiとすjたふ iとけgjかgな, gちうたijg jkg jkiそえぬさ kさな ヾgとうkgつさなέ  
『 gヾうちkさjさ jkて iとほkさたう jてに hかちikgす gヾふ kて えなすなと 6 kてに をへちとぬΜ ίκή2έίκκή せgす kさち 

ゝhなえこなhmと 13 kてに えなすなとぬΜ 3Μ lとぬΜ をへちとぬΜ 35ί3έ2ήήη, ヾてに てとかこてにち ふkす てす ヾとてjそさlしえちkiな 
jkとgkすのkすせてか たikう kさち 30/09/1990 hすせgすてへちkgす ちg にヾてくうそてにち gかkさjさ ヾとてな hつhこつまなせkしΜはにΜ
kぬつlえてせちしにΜ kさな ちえねせちしにΜ ゝjつlhjlきhにΜ ヾてに ヾとてくそえヾikgす gヾふ kてにな つとちとすjlせそえΜ iせhlえこちhlhΜ
142/1974 -  179/1974 & 414/1974, ふヾのな kとてヾてヾてすおしさせgち せgす すjぬへてにち たi kてち つへちとΜί204/81, 
lとΜえなすなとΜθ lとぬΜつへちとぬ 2592/1998,ΜlしつΜゝhなえこなhmとΜίίΜlとぬΜえなすなとぬΜ4ΜlとぬΜつへちとぬΜ35ί3έ2ήήη,Μ
lしつΜゝhなえこなhmとΜίΜlとぬΜえなすなとぬΜηΜlとぬΜつへちとぬΜ3ήθ5έ2ήή2ΜそhせΜlしつΜゝhなえこなhmとΜ3ΜlとぬΜえなすなとぬΜ
2Μ lとぬΜ つへちとぬΜ 3234έ2ήή4 (〉たおゝjΜ kねjlせそえΜ えなすなhΜ 4ήΜ ΣΜ 5κΜ Μ lとぬΜ 】まiせそhΜ ぅとたせlせそまつΜ そhせΜ
ぉlなhlせはlせそまつΜぉぬつlえてjはつ).  
《ヾかjさな たi kて うとしとて 22 kてに ちふたてに 3865/2010 たi kかkそて «｠jlhななほすちせkしΜ ぉぬつlhてせとiとlせそとほΜ
ぉぬklかちhlとにΜlとぬΜ《しちとkきとぬΜそhせΜkぬつhmjきにΜiせhlえてjせに» gちglえとてちkgす たikgつへ うそそのち kg iつおなμ 
ぁ ぬとふちてな にヾさとijかgな kのち ヾえちki (5) ikほち ヾてに そてけかこikgす gにつさたえちてな jkて hすヾそうjすて, jへたlのちg たi 
kすな hすgkうつiすな kてに えなすなとぬΜ 4ή kてに 【ほhすせg ぃてそすkすせほち せgす ぇkとgkすのkすせほち ぇにちkうつiのち (ゝάiάΜ
ίηκέ2ήήθ,Μ (g》】Μ 2ίήΜ 〈╆), gちgけちのとかこikgす のな jにちkうつすたてな たi せgkgくてそお kてに jにちふそてに kのち 
gjlgそすjkすせほち iすjlてとほち gjlgそすjたえちてに せgす iとけてhふkさ, gヾふ kてにな iちhすgliとてたえちてになέ ぁす 
iすjlてとえな gにkえな にヾてそてけかこてちkgす iヾか kさな iせうjkてki gヾてこさたかのjさな ヾてに そgたくうちてにち けすg iとけgjかg 
ヾえとgち kてに ヾiちしさたえとてに jへたlのちg たi kすな hすgkうつiすな kさな ヾiとかヾkのjさな ぉゃ╇ kてに えなすなとぬΜ55 kてに つάΜ
1249/1982, (jおたiとg gちえとぬikgす jkg 46 iにとほ) せgす ヾgとgせとgkてへちkgす せgkう kて ぬとふちて せgkgくてそおな 
kさな gヾてこさたかのjさな, せgk’ gちほkgkて ふとすて けすg たかg ヾiちkgikかgέ 
ぁ hすヾそgjすgjたふな kてに jにちkうつすたてに ぬとふちてに, けかちikgす たふちてち ilふjてち jにたヾそさとのしてへち iかせてjす ヾえちki 
(25) えkさ ヾとgけたgkすせおな にヾさとijかgなέ 『 gちgけちほとすjさ kさな gちのkえとの にヾさとijかgな えヾiすkg gヾふ gかkさjさ 
kてに にヾgそそおそてに, けかちikgす たikう kさ jにたヾそおとのjさ ヾそおとてにな ヾiちkgikてへな ヾとgけたgkすせおな jにちkうつすたさな 
にヾさとijかgなέ ぉて ヾてjふ kさな iつgけてとうな ヾとてjhすてとかこikgす jkすな 2.392,20 jぬなま. 
‒えぬとす jkすけたおな hiち えぬiす iせhてしiか gヾふ kさち にヾさとijかg たgな gちうそてけさ iけせへせそすてな ヾてに ちg とにしたかこiす kさ 
hすghすせgjかg kさな gちgけちほとすjさな せgす けす gにkふ jてに ヾとてkiかちてにたi ilふjてち iたヾかヾkiすな jkすな gちのkえとの 
hすgkうつiすな, ちg にヾてくうそiすな えけけとglて iとほkさたg ヾとてな kさ hすてかせさjお jてに けすg ちg ヾとてのしさしiか ヾとてな 
gヾうちkさjさ jkて gとたふhすて kたおたg kてに ]έぃέぇέ 
ぉjΜjぬねhなせklとほちjΜこせhΜlしつΜjゝせそとせつはつきhΜそhせ kとぬΜjぬねへちhkljΜそhたかΜねなとつせえΜkjΜjkおつhΜそhせΜlしつΜ
とせそとこおつjせhΜkとぬά 


