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                            «ゃhてせそかΜhたたしたjここほしΜklとつ hこまつhΜlはつΜょhたぬけとぬなこまつΜ» 

    ゅゝえなねjせΜ jたゝきih! ぉてへkiな kすな たえとiな ふヾてに てす 】gはせえな てすせてけえちiすiな hえぬてちkgす うけとすg せgす gちiそえさkさ iヾかしijさ gヾふ kさち 
ヾそてにkてせとgkかg, kさち 《έ《 せgす kg せふたたgkg kさな, kて iとけgkすせふ-そgはせふ せかちさたg ヾとのkてjkgkiか jkさち gちうヾkにつさ kさな kgつすせおな ヾうそさな けすg ちg 
gヾてkすちうつiす kてち こにけふ ヾてに ヾとてjヾgしiか ちg kてに lてとkほjiす kて gヾうちしとのヾて せgヾすkgそすjkすせふ jへjkさたg せgす てす iせlとgjkえな kてにέ  

   ぃgとう kさち gヾiそヾすjkすせお しえjさ ヾてに えぬてにち lえとiす kg そgはせう jkとほたgkg てす くうとくgとiな gちkiとけgkすせえな ヾてそすkすせえな ヾてに にそてヾてすiか kて 
ヾてそすkすせふ ヾとてjのヾすせふ kさな ヾそてにkてせとgkかgな, gぬkかhiな iそヾかhgな つiヾさhてへち gヾふ kてち gけほちg kのち iとけgこてたえちのち kさな «》たたしつせそかにΜ
ょhたぬけとぬなこきhに» hさたすてにとけほちkgな ヾとてひヾてしえjiすな けすg えちg せgそへkiとて たえそそてち たえjg gヾふ kてにな kgつすせてへな gけほちiな.   

    『 》ά〈ά】άぅά さ てヾてかg gヾてkiそiか, ヾふそて jにjヾiかとのjさな gけのちすjkすせほち hにちうたiのち kのち iとけgこてたえちのち kてに ヾにとてjくijkすせてへ 
jほたgkてな,  のな このちkgちふ せgす hとgjkおとすて せてたたうkす kてに jにちhすせgそすjたてへ jkて ぃέぇέ ヾてに たえjg gヾふ kすな けとgたたえな kさな gちgヾkへjjてにち 
jにちhすせgそすjkすせお hとうjさ ヾにとてjくえjkiな たi gちにヾふkgせkふ ヾちiへたg せgす せgしgとふkさkg しえjiのち せgす ヾとてしえjiのち, gけのちすこふたiちさ けすg kg 
hかせすg kのち jせそさとう iとけgこてたえちのち せgす うけとすg iせたikgそそiにてたえちのち ヾにとてjくijkほち, ょ〈【ぇ》ゃ【『》【 lしつΜ iぬつhちせそか-hこはつせklせそか 

iなえkしΜlはつΜhゝjなこまつΜlしにΜ«》たたしつせそかにΜょhたぬけとぬなこきhに».  

   〉さそほちてにたi kさち gたえとすjkさ jにたヾgとうjkgjさ たgな jkてにな iとけgこふたiちてにな kさな «《そそさちすせおな ゅgそにくてにとけかgな» てす ふヾてすてす たヾとてjkう 
jkさち ヾてすて うけとすg jへけせとてにjさ kてに せilgそgかてに たi kさち iとけgkすせお kうつさ hiち そにけかこてにち せgす hiち にヾてkうjjてちkgす.  

  dすg 27 てそふせそさとiな さたえとiな ふそてす たgこか iちのたえちてす jgち たすg gkjgそえちすg けとてしすう hかちてにち えちg さとのすせふ せgす jせそさとふ gけほちg  けすg kさち 
iヾすくかのjさ kのち てすせてけiちiすほち kてにな, kさち ヾとてjkgjかg kのち hすせgすのたうkのち kてにな せgす kさち gつすてヾとえヾiすg kてにな , iちgちkかg jkさち 
せgkうヾkにjkさ せgす くうとくgとさ  iヾかしijさ ヾてに iつgヾてそへiす  さ iとけてhてjかg けすg gへつさjさ kのち せiとhほち kさな. 

                                    〈こはつせさへちjつとせ,ΜkぬつえijたmとせΜねhたぬけとぬなこときΜとほljΜけかちhΜゝきkはΝΝ  
   【gたかg gちてぬお, せgたかg jさたgjかg ji iせlてくすjたてへな せgす kとてたてせとgkかg ヾてに hすgjヾiかとてにち kg hiせgちかせすg kてに jにjkおたgkてな ヾてに 
jkさとかこてにち ぬとふちすg kほとg kg jにたlえとてちkg kのち たてちてヾのそかのち せgす jkとえlてにち kて たえちてな kてにな せgkう kのち iとけgこてたえちのち, 
ヾとてjヾgしほちkgな  ちg gヾてヾとてjgちgkてそかjてにち せgす hすgjヾうjてにち kてにな gけほちiな たgなέ ぉg iせgkてたたへとすg kのち hてせすたgこてたえちのち 
iそそさちすせほち てすせてけiちiすほち iかちgす jkて ヾそiにとふ jgな  

ぁ gけほちgな ヾてに hかちiki glてとう ふそさ kさち iとけgkすせお kうつさ, せうしi そgはせお てすせてけえちiすgέ 『  たiけgそiすほhさな gちkかjkgjお jgな gヾてkiそiか 
ヾgとgせgkgしおせさ けすg kすな iヾふたiちiな けiちすえな, iちしgととへちiす kさち てとけうちのjさ hにちgたすせふkiとのち せてすちのちすせほち jにたたgぬすほち せgす gけほちのち  けすg 
すせgちてヾてかさjさ  kのち jへけぬとてちのち そgはせほち gちgけせほち たi そgはせお iつてにjかg, たさち iけせgkgそiかねiki kさち たうぬさέ  

                                》｠ぅぇ〈】ゃ』Μ〈‒‒』‒》eeゅ』  ぉゃぃゅぉΜ〈ぅ》ぇeぃゅぉΜぅぃゅΜぉゅを》ょ【『ぃゅをΜゃぃをΜ〈eあを〈. 

   『 》ちのkすせお 〈けのちすjkすせお 】かちさjさ ぅにとてjくijkほち gヾiにしへちiす せうそijたg ji ふそてにな kてにな iとけgこふたiちてにな kてに ぃにとてjくijkすせてへ 
ぇほたgkてな  せgす kすな jにちhすせgそすjkすせえな kてにな てとけgちほjiすな ちg jkさとかつてにち たi せうしi kとふヾて (さしすせう-にそすせう) kてち hかせgすて せgす gつすてしgへたgjkて 
gけほちg kのち gヾiとけほち jkえそちてちkgな たさちへたgkg ヾとてな ヾてそそてへな gヾてhiせkえな ふkす « しΜ lなとちとそなhlきhΜ ijつΜ すhΜ ゝjなえkjせ,Μ jちjきにΜ
ゝhなえことぬちjΜlとつΜゝたとほlとΜそhせΜすhΜlとつΜiせjそiせそかkとぬちj».  

  ぇkg ヾそgかjすg kさな えたヾとgせkさな jにたヾgとうjkgjさな –gそそさそiけけへさな jkさち たiけgそiすほhさ せgす ヾgとghiすけたgkすせお gちkかjkgjさ kのち 
gヾiとけほち さ 《έ]έ【έぃέ せgkgしえkiす 100 iにとほ jkてち そてけgとすgjたふ ヾてに えぬiす gちてすぬkiか けすg kてち jせてヾふ gにkふ せgす しg iかちgす ヾgとほち jkてち 
ぬほとて kさな gヾiとけすgせてへ gけほちg たi gちkすヾとてjのヾiかg kさな けすgkか て hすせふな kてにな gけほちgな iかちgす  せgす hすせふな たgな gけほちgな. ぁ 
そてけgとすgjたふな けすg kさち iちかjぬにjさ kのち ゅgそにくてにとけほち iかちgす jkさち 》すつせそかΜゃなhゝおさh 》たたえiとに たi gとすしέ  200 / 623301-52.      

                                             ¨たとせΜこせhΜおつhつΜそhせΜおつhにΜこせhΜへたとぬにΜΝΝΝ 

                                               ｠jΜΜhこはつせklせそとほにΜΜねhせなjlせkちとほに 

                                   》をあゃ【】』ΜΜ〈eあを【ぉゃ【】』ΜΜ】【を』ぉ』ΜΜぅゅぇぃぉ〉》ぉゃあをΜ 
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