丹頂（タンチョウ）

タ ンチョウ博士のお話
このコーナーでは、昨年の春から秋にかけて長沼町にやってきた国の特別天然記念物のタンチョ
ウについて、タンチョウ博士こと正富宏之 ( まさとみひろゆき ) 先生（専修大学北海道短期大学名誉
教授）に教えてもらい、くわしく学びます。第１回はタンチョウを見る時のマナーについて考えてみ
たいと思います。

○おや、怪しいな？！
堤防上の道をワゴン車が 1 台、ゆっくり走っている。ぼくのいる舞鶴遊水地の草
かげから 250 ｍくらい離れているので、別に気にしない。湿地の中へ、車が突っ込ん
でくるなんてことは、ないからね。
ここで簡単に自己紹介をしておこう。ぼくの名はタンチョウ。タンチョウヅルは俗称
「大丈夫」
で、戸籍の名（標準和名）に“ツル”はつかない。個人（鳥？）情報なので、出身地は
教えられないけど、“道産子”なのは確か。
水辺で餌をさがすとき、40cm ぐらいまでの深さなら、足が長いので体をぬらさずに
すむ。だけど、首も長くないと餌に届かない。だから長い足と長い首がぼくの特徴だ。
おや、車が止まった。窓が開いた。光る目玉のようなものが突き出されたぞ。あぁ、
カメラだ。気になるけど、まぁ、がまんできる。頭だけ上げ、チラッと目にとめてから、
餌さがし再開だ。
あれ？今度は車のドアが開いた。要注意だ！ほら、やっぱり。車から人が降りた。そ
の場でカメラをぼくへ向けている。ちょっといやだな！警戒を怠らず、少し遠くへ離れ
「少し気になる」
よう。今いるところは餌がたくさんあるけれど、しかたない。
おや、ぼくが少し離れたので、今度はカメラを持って土手を降りてきた。これは危な
い。餌を探しながらでは、草かげで人の動きがよく見えないから、体を立て、首を伸ば
して見張ることにしよう。
ふむ。まだ近寄ってくる。あの人は、ぼくが体を立て、首を伸ばして強い警戒姿勢を
とっているのに気づかないのかな？
もう限界だ。ぼくはゆっくりとカメラマンに背を向け、飛ぶために助走を始めた。
これでまた、食事は中断か。迫力あるぼくの写真を近くで撮りたい気持ちも分かる。
でも、結局、彼の行為はぼくを遠くへ追いやるだけだ。ぼくはぼくで、せっかく餌の
たくさんあるこの遊水地で、ゆくゆくは新居を構え、子育てしたいと思ったのに、こ 「近寄らないで」
れでは安心して暮らせないと、警戒心を持ってしまった。ここは初めて
来たところだから、何ごとにも神経質になっているのは仕方ないことだ。
空から見下ろすと、遊水地の別の水溜りに、水ぎわでカメラを構えてい
る人がいた。あまり人を恐れない鳥たちはよいけれど、同じところを使
う別の神経質な鳥を、その人は追い払っていることに気づいていないよ
うだ。
それに、珍しいからといって、畑のあぜや、農作業用の道をふさぐよう
に車を乗り入れ、鳥たちを追い回すのは、身勝手にもほどがある。そこ
は農家の人たちの仕事場なのだ。自分の仕事場や敷地へ勝手に入り、う
ろうろされて気を悪くしない人がどこにいよう。それに、靴やタイヤに
ついた菌で作物が病気になることもあるらしい。
空を飛びながらぼくは思った。遠くから、ぼくたちをそっと見守ってほしい。それが皆さんへのお願いだ。
そして、いつかこの遊水地に住み、地域の人たちが温かくぼくたちを迎えてくれたことに、いささかでも“恩
返し”したいものだと。（文：正富宏之）

次回からは、皆さんの質問に正富先生が答えるコーナーがスタートします。お楽しみに！
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Η ϋΙο;ฎআ͈̤დȪల 4 ٝȫ
!͉ࣽٝȶΗϋΙο;͈൮̶͉̞̈́ȉȷȶ̞̥̾ͣ൮̦̩͈̈́ͥȉȷ̞̠͂ৗ࿚̞̳̾̀́ͅȃ
̞ၑဇ͈ৗ࿚͉Ȃಿઔಎ؇ȁനಎֵ̯ͤͭ͠ȆP/K ̯ͭȆऎ̯ͭإȆ߄ঊ૯̯ͭȆI/I ̯ͭȆ
ఱਏ̯ͭȆ̹̥͉̱̞̯̯̽ͭȆ૩ئგு̯ͭȆ५̯ͤͭͭȆL/L ̯ͭȂཤಿઔȁ֔ࠁၠ̯֚ͭȆ
૯ന୷༠̯ͭȆႎՔ̯ͭȆ നࡋ̯ͭȆஃࡔ̯ࠫͭȂධಿઔȁN/T ̯ͭȆඤനृ̯ͭȆL/I ̯ͭȆ
N/I ̯ͭȂୌಿઔȁि! ܵ૽̯ͭȂໍ೧ȁ२ષक̯ͭܮȂಿઔಎȁU/B ̯̥ͭͣȂ̞̥̞̾ͣ
̥͈ৗ࿚͉ಿઔಎȁஜఉ̯̩̯̥ͣͭͣೀ̧̱̹͘ȃ

ț൮ ) ̜̹͘ * ͉ȶ͉̬ȷ̞̀ͥȉ
ȁΗϋΙο;Ȫౘೀȫ͉ȶ̞൮ȷ̞̠͂փྙ̱̹́ȃ̷̭́Ȃఘ ) ̥̺ͣ *
̦ฒ̩Ȃ൮͈͔̺̫̦̞̀̽ͭ൲͜Ȃ͖̩̻̈́ͭ́ͅΗϋΙο;͂ࡤ͊
̞̳ͦ̀͘ȃ̷͈႕̦΅ϋΆο͂ͼ́Ȃඏட་։ ) ̶̞͂̾ͭ͒ͭ * ͬ၌
ဥ̷̱̠̀ࡤ͊ͦͥਅ̦ ) ̩̾ * ̞̳ͣͦ̀͘ȃȁ
ȁ̯̀Ȃ͖̩͈൮̶͉̞͈̥̈́̈́ȉ!!̷̹ͦͬͥ͛ͅȂ̷̭̦͈̠̓͢
̈́௮ ) ̩̾ * ̞̥ͤ̈́̽̀ͥͬͅȂ̴͘ ) ̱ͣ * ͓͙̠̀͢ȃ
ৢ૯ˍ
ȁ̞ͦ̀̈́͘͜ۼȂ͖̩͈൮Ȫৢ૯ 2ȫͬࡉ̩̺̯̞̀ȃ̩̞̳͇̈́́ȃ
ˍध߃̩̈́̽̀͜Ȃ̵̺̩̜ͤͭ͘͘Ȫৢ૯ 3ȫȃ͉́Ȃͦ̀͘ 4 ා̩ͣ
̞͉̠̥́̓̈́Ȫৢ૯ 4ȫȃ̷̠Ȃ̧̧͉̞̭̦̞̳̽ͤ͂ͧ́̀͘ȃ̱̥͜Ȃ
ฒࣱ͈ৢ૯̥̠́ͩͥ͜͢ͅȂ̷͈໐ ) ͐͐ͭ * ֵ͈̦Ȃ̜ͦȉȁ̞̈́ȊȊ
ৢ૯ 4
ȁ̾ͤ͘Ȃ2 ध̥ͣ 3 ध̩̞ͣ̈́ͥ͂ͅȂ̷̭̦ȶ͉̬ȷ̩͈̳̀ͥ́ȃֵ
̦า ) ͆ * ̫̀Ȃ̯̈́ȶ̞͖ȷ̦̹̩̯ͭਬ̹࢚̽͘ ) ̜̾ * ̞͏̦࡛
̳ͦ͘Ȫৢ૯ 4ȫȃ̭̭̦ࠬͅ * ̥̫ͭ̽ ) ۯͤȂಎ͈̞̦ࠬ൫ ) ̳ * ̫
̀ࡉ̢̳͘ȃ
ৢ૯ 3
ৢ૯ 5
ȁ̭̦̞ͦ൮͈ୃఘ ) ̱̠̹̞͡ * ̳́ȃ
ৢ૯ȇΗϋΙο;͈൮
ȁ͙̯̈́ͭȂΣχΠς̞̳͇ͬ̽̀͘ȃΣχΠς͉ͅȶ̯̥͂ȷ̞̠͂Ȃ
Ȫज़גȇୃີࢤȫ
̞ૐ ) ̥̰ * ̦ͤ൮̜̳ͤ͘ͅȃ̲͉̾Ȃ͖̩͈̞̭͉͂ͧȂ̭͈ȶ͂
̯̥ȷ͂൳̲̠͈͈̳̈́̈́́͢͜ȃ
ȁ̱̥̱Ȃ͏̨̱̳͇́ȃ̞̭͉͂ͧȶ͉̬ȷ̀Ȃ͏̦ࡉ̢̞͈̺̳̀ͥ͂ͥ͂Ȃ͉́Ȃ̶̭͈̈́໐
ֵ̺̫̦า̫͈̱̠ͥ́͡ȃਉ́͜Ȃ͕͕́͜Ȃ̜̞͉͈ͥ̓́͜Ḁ̞͈̑ͩ̈́͘ͅȊ!
ȁ̷ͦͅȂ͏͈͜Ȃࣱ̩̀͜ฒ̴̩̞͉̳̀́͜͢ȃ·Ιο;Ȫࣱೀȫ̥͂Χ·Ιο;Ȫฒೀȫ̥͂
̞̠Μσ̦̞̀͜Ȃ̵̤̥̱̩̜ͤͭ͘ȃ̲̯̞̽ȂͼϋΡ̈́̓ͅਯ͚͖̩͈ಏ͈ۼΝσ͉Ȃ൮̦٭ ) ͉
̞̞ͧ * ͈͏͈̹͛Ȃ̵̩̜ͤͭ͘ȃ̯ͣͅȂͺές̞ͥͅΧΌυκΝσ͉Ȃ֚Ȃ൮͉ȶ͉̬ȷ̵ͭ͘ȃ
ȁ̶̈́Ȃ̭͈͖̩͈൮͈̭̺̫̦͂ͧȶ͉̬ȷ̀Ȃ̱̥̞̹͈̥̈́̽͜ͅȂॼැ̧̦͉̱̹̈́ͣ̽ͤ
൞̢̦Ȃ̺͘ࡉ̵̥̾ͤͭ͘ȃ̯ͭ͜ * ͙̈́ ) ٯȂ̠͜ઁ̱ڠා̦ૺͭ́Ȃૺ* ̥̱ͭ ) اȪ̧͈ࠁ͞
̦̈́̓Ȃಿ̞শ̫̥̀ͬۼ་̭ͩͥ͂ȫ̞̠̭͂͂ͬਠ̠̠̹̈́̽ͣ͢ͅȂ͖̩̞̱͂̽͡ͅ൞̢ͬౝ
̱͙̠̀͢ȃ
ȁ̲͉̾Ȃ൮͈ȶౘೀȷ͉Ⴂ ) ̱͂ * ͂͂͜ͅఱ̧̩̳̦̈́ͤ͘Ȃ4 ध̨̳͈֚ͬͥ͂ఱ̧̯Ȫ6 ̔ 5 Γ
ϋΙιȜΠσঅ༷͕̓ȫոષ̵̈́ͤͭ͘ͅȃ̱̥̱Ȃ͖̩͈ܨ̱̺̞́Ȃࢩ̦̹̽ͤȪৢ૯ 5ȫȂ͂͒͜࿗̽
̹̱̳ͤ͘ȃീ ) ̤̭ * ̞̥̥̞̽̀ͥ͂͂ͥ́ͭܔȂ
ܨ͈ಎͬা̵̧̳̭͉̦͂́ͭ͘Ȃಫ ) ̧̻ͭ͡
̠ * ̳̞ͥ͂̾͜ࢩ̦̳ͤ͘ȃ̢̹͂͊Ȃ࠶̥͂ * ̥̫ͭ ) وȂഌ ) ̧̀ * ̦ြ̹̥͂ȂݥՔ ) ̧̠̜̞͟ *
̧͈͂Ȃ̳̈́̓̈́̓́ȃ
ȁ̷͈̹͛Ȃ൳̲ၛ̻উ ) ̳̦̹ * ́͜Ȃ̹̺͖̱̞͈̥ͭͤ̀ͥ͞Ȃಫ ) ̧̻̠ͭ͡ * ̱̀ၛ̞̽̀
͈̥ͥɁ̾ͤ͘ȶͺΗζ̧̞̀ͥͅȷ͈̥Ɂ൮ೀ ) ̠̻̠͂͡ * ͬࡉ̠̥̳̀ͣ͂ͩͤ͘͜ȃ̞ͩ͊Ȃ͖
̩͈͈ௗ̧̞̠͓͈͂́͜͜ȂΪΠ̧͉֑̠̳̫͂́ͦ̓Ȃ͖̩͈ȶȷͬ ) ̸͈ * ̫ͥܲਹ ) ̧
̻̠͡ * ̈́໐͈̳̈́́ȃȪȇୃີࢤȫ
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!͉ࣽٝȶΗϋΙο;͈͓ȷ̞͈̾̀ͅৗ࿚̳́ȃৗ࿚͉Ȃ
Ȭಎȭհ!ఽྚ̯ͭȆఱࠫ!ؚଠ̯ͭȆ
ཱ࢛!̜̥̯ͭ͞Ȇ५ུ!̵̭̠̞̯ͭȂ
Ȭཤȭષന!᧕ජ̯ͭȆ!ࣣع̯ͭȂ
Ȭධಿઔȭ࡙!݅᥈̯ͭȆ
ఆന! ࣝၖජ̯ͭȂȬୌಿઔȭ२ષ! ̯ͦ̈́ͭȆఆષ! ᥈෯̯ͭȂȬಿઔࣞࢷȭ֔ષȁ٩റ̯ͭȆȁ
༜ྚ̯ͭȆషȁཫ̯ͭ̈́̓ 68 ྴ̧͈༷̥̞̹̺̱̹ͣ͘ȃ

țΗϋΙο;͉͓ͥ͜ȉ
ḁ̏̈́ͤஜȂൽ͈̜ͥਫ਼́Ȃ2 ֵ͈ΗϋΙο;̦ঘ̺ͭȃ̷̭́Ȃ͖̩̹̻
̦̞̹̞̽ͬة͓̞̥̹̀ͥͬͥ͛Ȃ̜ͥ୶͈ࢷڠ̦֍̹͙̞ͬ̀ٳȃ
̳ͥ͂Ȃಎ͓̱̞͈͉̩ͣ̈́͜ͅȂఱ̧͈̈́́͜ 2 ԡ̜̦ͥ͜Ȃ̹
̩̯͉̞̞̹ͭ̽̀ȃ̷̭́୶͉Ȃȶ͓̦̩ͥ̈́Ȃ̢֑ۼ͂Ȃ͘
͙ࣺ̺́֩ͭȷ͂ࣉ̷̢̹̠̺ȃ̻̠̓͡Ȃ̩̦̈́ͅٸȂ͖̩̹̻̦ࣾ̽
̞̀ͥ͂Ȃ૧̧ͅၛ̞̹̭͈̀ͣͦ̀ͧდȃ

ৢ૯ӱ

ȁ̯̀Ȃ̭ͦ́͘ͅৗ࿚ତ ) ̱̳̠̾ͭ͜ * ̦̞̻͊ͭఉ̥̹͈͉̽ȂΗϋΙο
;͉ͬة͓̥ͥȉ̳́ȃ൞ ) ̭̹ * ̢̥̹ͅ۰ౙ ) ̥̹ͭͭ * ͈̈́͂͜Ȃඳ ) ͚
̴̥ * ̱̞͈͂͜Ȃඵ ) ͏̹̤͂ * ̜ͤͥ͢ȃ۰ౙ͈͉̈́ȶ͓̈́ͭ́ͥ͜ȷ́Ȃ
ඳ̱̞͈͉ȶ͉̞̹̞̥̈́ͭ́͂̽͜ةȂ̶ͭ͐൞̢ͥȷ̳́ȃȁ
ȁ͉́Ȃ͖̩̥ͣৗ࿚ȃΪΠ͉ͬة͓̥ͥȉͅ൞̢̠͢Ȋȁ̠ͭȂර͓͜
̱ͥȂΣϋΐϋȂͼκȂϋζȂ΅λαΜȂΣȂάȜζϋȁȆȆȆ̈́ͭ́͜
͓͇ͥȃ͉́Ȃρͼῧ;Ώ͉ͬة͓ͥȉȁ̷̠Ȃρͼϋ͉൲ ) ̓
̠͐̾ * ͬȂ;Ώ͉ ) ̱̩͐̾͡ * ͓ͬͥȃ͓̞ͬ̀ͥρͼϋ͞Ȃ
ΣχΠς̥͙̩̾ͅ;Ώ̈́̓ࡉ̹̭̞͂̈́ȊȊ
ȁ̷̭́Ȃρͼϋͬර ) ̩̱̩͡ͅ * ൲Ȃ;Ώͬ ) ̷̠̱̩͡ * ൲
͂ࡤ̤̭̠ͭ́ȃ́͜ȂΪΠ͉൲Ȇ͈ၰ༷͓͈ͬͥ́Ȃॠ ) ̰̱̽͡
̩ * ൲̞̠͈̯͂ȃ͖̩͜ॠ൲̺̫ͦ̓ȂΪΠ͂൳̲͈̦͜ࢡ̧͂ࡠ ) ̥
̨ * ̞ͣ̈́ȃ̢̹͂͊ηηΒ̥͂ȂΠϋδȆΨΛΗȆͺή̈́̓ఉ̩͈अಖ͞·κȂ
ཪ ) ̷͖̩̠ * ͈ဩȂπΏ͈̩͓̫ٔ̈́̓ͬͥ̓͢Ȃ̧͙͉̠̓ȉ
ȁ́͜ȂσȂΡΐο;ȂέȪৢ૯ 2ȫȂΫȆΣȪৢ૯ 3ȫȂ̷ͦͅ
͈Χα͞έ΅͉̈́̓Ȃ͖̩͜ΪΠ͓͇ͥ͜ȃ̷̷̠̠ȂΠ;΅ΫȪৢ૯ 4ȫ
͉̈́̓Ȃ̧͙͜ఱࢡ̧̺̠ͧȃ͖̩̯͜Ȋ
ȁ̯ͣͅḀ̞̱̞̑ͩͣηΖΕΨ͈̱͚̞͊̾͜ـȂକͅਉ́͘ඏࣺ̽ͭ́Η
ΣΏ͙̈́̓ͬ̾͘Ȃು͈Ϊ͞ΥΒη̈́̓͜༛ ) ̥̾ * ̢ͥ͘͢ȃࣽ́͘Ȃ
͖̩̹̻͈ ̱̀͂211 ਅ႒ ) ̱̞ͥ͟ * ͕͈̓൲̦̞̫ͣͦ̀ͥͦ̓Ȃ
̺̺̥̞͈̦̜̱̞ͣ̈́ͥͣ͘͘͜ȃ

ৢ૯Ӳ

ৢ૯ӳ

Ȫৢ૯ȇୃີࢤȫ
ৢ૯ӱ
! Μ σ ̦  ͬ ౝ ̳   ́Ȃ
࿌̥̥̹̽ͅݿ
ৢ૯Ӳ

ȁ̾ͤ͘Ȃুடͅٮఉ̩͈ྵ̦̜̽̀Ȃ̷ͦͬ၌ဥ̱͖̩͈̀ྵ͉༗̹̞ͦ̀

!  ౷ ) ̱ ̽ ̻ * ͅ ਯ ͙Ȃ

ͥȃ̺̥ͣཅ̥̈́ুட͈ྵ̦̜̭̱̥ͥ͂ͧ́Ȃ͖̩͉༥̵̞ͣ̈́ȃໍ೧ဋକ

͈͌̈́ͥ̈́ͅఘಿ 2 Γϋ

౷̷̦̠̞̠ેఠ̹̈́̽ͣͅȂ͖̩͜հ̱̀ਯ̧͚̭̦̺̠͂́ͥͧȃ

Ἰ͕͈πΫ႒

ȁ̷̠̺Ȃདྷ̞̠̻ͦ̈́ͅȂड̜̬̹ͅ֍͈ಎ͈̤̭̠ͦ̀ͅȃ͉Ȃ

ৢ૯ӳ

ߗໜ̺̥͓̹̲̞ͣͭ̈́͝ȃ͖̩̹̻͉ভ̦̞͈̈́́Ȃ̳͓̀* ͈ͥ͘ ) ⌓܃

!ΟϋΠȜϋศ́ ) ͙ *

͙ȃ̷̭́Ȃ
֍͈ಎ͓̳́ͬͤ ) ̾͐ * ̳̹͛Ȃ̰̰ͩͩȨ͓̹ȩ͈̯ȃ

̩ͬ̾̾ΗϋΙο;͈ز

̷ͦͅȂ͉ઁ̴̱̾ෳ̯̥ͦͥͣȂ̞̾͜༞̺̞͉̩̱ͭ̈́ͣ̈́̀̈́ݯȃ
Ȫȇୃີࢤȫ
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ȁ͉ࣽٝȶఘਹȆఘಿֵ͈͞ఱ̧̯ȷ̞͈̈́̓̾̀ͅৗ࿚̳́ȃৗ࿚͉Ȃ
͉ࣽٝȶఘ
ȶఘਹȆఘಿ
ಿֵ͈͞ఱ̧̯ȷ̞͈̈́̓̾̀ͅৗ࿚̳́ȃৗ࿚͉ȂȬಎȭऎ̯ͭإȆড়നఱ༟
Ȭಎȭऎ
إ
̯ͭإȆড়നఱ༟
Ȇড়നఱ༟
༟
̯ͭȆ५ॄ᥈̯ͭȂ
̯ͭȆ५ॄ
ॄ᥈̯ͭȂ
Ȭཤȭఱᚧၮ̯ͭȂ
Ȭཤ
ཤȭఱᚧ
ᚧၮ̯ͭȂȬධȭႅఱਏ̯ͭȂ
Ȭධ
ධȭႅఱਏ̯ͭȂ
ධ
ȭႅఱ
ႅఱਏ
ఱਏ̯ͭȂ
ȬಿࣞȭࣱᚧՔြ̯ͭȆ܃५ࠊࡾ̯ͭ̈́
Ȭಿ
ಿࣞȭࣱᚧ
ᚧՔြ̯ͭȆ܃५ࠊࡾ
ࡾ̯ͭ̈́
̓ 45 ྴ̧͈༷̥̞̹̺̱̹ͣ͘ȃ
ྴ̧͈༷̥̞̹̺̱̹ͣ͘ȃ
̱͘ ȃ

țಿ͉ಎڠȂఘਹ͉˒̥͈ͭཏȉ
͖̩̹̻Πςಏ͉ۼḀ̺͈̑ͣఱ̧̯̞̞ͧͧ͜ȃ̭͈̠̻ଲ̯̻̞̈́ͭ͊́ٮΠς̮ͬం̥̈́ȉ
ȁ̷͉ͦ΅νȜΨͅਯ͚ζιΧΙΡς́Ȃఘಿ˒ԡȂਹ̯ˎ͕̃̓ȃˍ͈ޮఱ̧̯̦ೄࠂˎԡȂਹ̯̦
ˍ͈̃̈́́Ȃఘಿ͉ˍˍͬޮႥͅˏཿȂਹ̯͉ˎཿ́൳̲̈́ͥͅȃ
͉́Ȃఱ̧̈́ು͉ȉȁ̷̠ȂΘΙο;Ȋఱ̧̞͈͉൮͈̯ࣞ́͘ˎn!91 ԡȂਹ̯ 261 Ԥ̫̈́ͥ̓͜ͅȂ
̻͓̞ͧͭ̈́͜ȃ
̷̱̹̞̩̞ͭ̀
ȁ̯̀Ȃ͉ࣽȂ͖̩͈ఘ௶͈დȃ̹̻߯͜ාˍٝȂ́ࢷڠ
̱̻̠ͭ͡ ̹̞̲̠͟

͉̥

̵

͈

ಿ͞ఘਹͬ௶͇ͥȃಿ͉Ȃ
ȶ̥̥͂ͬర̫ͅȷȂ
ȶ̱ͬ͊ȷȂ
̵̻̩̱̞ͤ̾͡

ೄၛউସ́௶ͥȃ̺̫̓Ȃ̷̧͖̩̹̻͉̭͉̞ͭ̈́͂́̈́ȃ
͇

ȁ̷̭́Ḁ̺͈̑ͣఱ̧̯ͬ௶͉ͥͅȂ̜̤͚̫ͅૢ̀Ȃ̩̻̱͊
ͬକ̱ͅȂ̩̻̱͈͊୶̥ͣȂ͈୶́ͬ͘௶ͥȃ̭ͦͬȂ͖̩
̹̻͉ȶఘಿȷ̞̠̫͂ͦ̓Ȫৢ૯ӱȫȂ̧̹͉͚̺̥ͤͣ͘͘Ȃ
ৢ૯ӱ
ঘ̧̧̺̪̞̱̥̞ͭ͂ͣ́̈́ȃ͖̩͈ఘಿ͉ 251 ԡ͕̺̓ȃ
ȁ̱̥̱Ȃ̻̽͂͡ఞ̹̽ȊȊȁ௷͈ౣ̞ು͉̞̫ͦ̓͢Ȃ͖̩͉௷̦ಿ̩Ȃ̜̤͚̫ͅૢ̥ͥ͂ͣ
̵̥ͭ̾

௷̦͉͙̳͢ȃ̺̞̞̻ȂΪΠ͈ಿ͉௷͈ಿ̯͜ව̞͇̽̀ͥȃ̯ͣͅȂࣱ͖̩͈̞௷͉Ȃ۾୯́͂
̻̠̥ͣ͟ެ̦̫ͥ̓Ȃ̭̭͉ΪΠ͈ȶ̥̥͂ȷ̜̹ͤͅȂ
ȶ̰͌ȷ۾୯͉ఘ̩̞̽̾̀ͅȂ̢̞̈́ࡉ̥ͣٸȃ
̧̯

̾ͤ͘ȂΪΠ̥͙ͣͦ͊Ȃ͖̩͉ȶ̾͘୶ၛ̻ȷ̱̞̺̀ͥͭȃ
ȁ̷ͦ́Ȃ̧̫̩̽͡Ȃ̾͘୶ၛ̻̱̹͘͘Ȃఘ͜ਉ͜ၛ̹̀উସ́Ȃ̩̻̱͊ͬକ̧̱̹͈͂ͅ൮͘
̧̞͒ͭ

͈͖̩͈̯͉́ࣞȂ̺̞̹̞ 266 ԡ̩̞̥ͣ̈́Ȫৢ૯Ӳȫȃ̭͉ͦȂಎˍڠȂˎාঊ͈ಿ͂൳̲
̩̞̺ͣ͢ȃ͇́͜Ȃུ̞ͥͅು͈ಎ̦̞̻̞͈͉́͊ͭࣞȂ̈́ͭ͂Ȃ͖̩̹̻ΗϋΙο;͈̺̈́ȊȊ
ȪΰϋȊȫ
ȁ̯̀Ȃಎ 3 ঊ͈ఘਹ͉ 5:!lh ̺̫ͦ̓Ȃ̷͖̩͉͈˒͈ 2Ȫ˔Ԥȫ̩̞ͣȃΪΠ̢̞́͊Ȃ˒̥
͈ͭཏ͂൳̲ਹ̯̺ȃ͖̩͈ಏ̻̞ͭ͊́ۼਹ̞͈͉ 24 Ԥ̜̹̫̽ͦ̓͜Ȃ͖̩͈ఘਹ̈́ͣ 31 ֵ͕̓
̞̞̈́͂ΘΙο;ˍֵ̤̞͊̈́͢ͅȃ̺̫̓ȂΘΙο;͉Πς̵͈̩͓̞̦̈́ͅȂ͖̩͉̻̦̠͢ȃ͓
ͥΠς͈̥̈́́Ȃଲ̻̞ͭ͊́ٮਹ̞͈͉ͺέςΦ΄ϋ͈ 29 Ԥ̺̫ͦ̓Ȃ͖̩͉ 26 ๔࿒̩̞̥ͣ̈́ȃ
ུ́̈́ͣȂΧ·Ιο;ͅষ̞́ˎ๔࿒̩̞͈ͣਹ̯̺͢ȃ
ȁ̤̈́Ȃ့ͬࢩ̧̬̹͂Ȃऒֲֵ͈୶͈ ̉ˎ͉ۼ51 ԡ̥̈́ͥͣ͜ͅȂ
̹̹͙ 2 ૈ͈ಿͤ͢ 71 ԡ͉͙̳̭͂̈́ͥ͜ͅȃ̻ͧͭ͜Ȃͦ͘
̧̹͉͖̩̯̩͂̀͜Ḁ̞̱̥̹̑͂̀ͩͣ̽͜Ȫ̱̞ͣȫȃఘಿ͉
25 ԡ͕̓́Ȃ
ఘਹ͜ 251!h ̩̞ͣȃ611  ͣ̈́ޮ31 ཿ͕͈̓ਹ̯ȃ́͜Ȃ
ͦ̀͘ˏۼ࿒̩̞͈͍ͣେ͉ͤͅȂྀ 51 ͕̃̓ఘਹ̦௩̢̹̽
̀Ȃ̤༦̯̦ͭ࡞̞̹̽̀ȃ
Ȫȇୃີࢤȫ
̷̲̠͡

ৢ૯ӱ ; ੩Ȫ͍ၛ̹̾͛ͥͅȫ̳ͥΗϋΙο;ȃਉ̱̹ͬ͊ેఠ́Ȃ
̩̻̱͈͊୶̥͈ͣ୶̦́͘ఘಿȃ
̧̠̲͟
ৢ૯Ӳ ; ಿˍn86 ԡ͈ΪΠȪ૽̳ͥݯȫ͂ΗϋΙο;ȃ
Ȫৢ૯ȇୃີࢤȫ

ৢ૯Ӳ
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ౘೀȪΗϋΙο;ȫ

Η ϋΙο;ฎআ͈̤დȪల˒ٝȫ
ȁ͉ࣽٝȶΗϋΙο;͈ঊ֗̀Ȫ͞၅͈ఱ̧̯Ȃ̈́̓ȫȷ̞͈̾̀ͅৗ࿚̳́ȃৗ࿚͉ȂȬಎȭ
ႅᴱఊ̯ͭȆႝ࿐Ք̯ͭلȆࣞྶޘ᥈̯ͭȆ५ગ̯ͭיȂȬಿࣞȭඤ ̯̓̈́ͭـ31 ྴ͈༷̥
̧̞̹̺̱̹ͣ͘ȃ

țΑΗȜΡίςϋ͈ࠁ͈͂Ȃ̹̮͘ 5 ࡢ͈̹̮͐ͭ͘ȉȊ
̠͜˔ȃࣽා̹ͦ͘ΗϋΙο;͈ঊ͉Ȃఘ̺̞͐͜ఱ̧̧̩̹̈́̽̀ȃ͈ࣽਞ̭ͩͤͧȂ̾ͤ͘
ͦ̀͘ 211 ͕̓́Ȃఱ૽͂൳̲̩̞͈ͣఱ̧̯͓̠̈́ͤͥ̈́ͥ͢ͅͅȃ
̜͂

͏

̯̀Ȃஜ̹ͦ͘ͅࢃ͈̭͂ͅઁ̱̹͈ͦ́Ȃ͉ࣽͦͥ͘ஜ̵͈̭̤̱̠͂ͬͣ͢ȃ
͖̩͉Ȃ̢̜̹̺̫ͤ̓͘Ȃͦͥ͘ஜ͉၅̺̹̽ȃ́Ȃ̷͈၅͉̭̜̹̓̽͂ͅএ̠ȉ࿐͈ષȉؚ͈ز
̲͛ͭ

̱͛

̱͊͡

आ͈ષȉ!̷͈ͦ͂͜܊ષȉ!̧͈́̈́͝ષȉȁ̷̠Ȃ͈ષȂ̾ͤ͘౷࿂͈ષ̺ȃ̷ͦ͜Ȃ̹̽ાਫ਼
̱̻̽

͉

̳

Ȫ౷ȫ̢̞̀ͥͅπΏ͞ȂΑΊ͈͈̈́̓ષͅै̹͈̥̺ͣͦ̈́ȃ
̳̩̿

̻ͧͭ͜Ȃͬै͈͉ͥȂΩΩ͂ζζȃै͉ͤː̥̈́
̥

̭̺̥͊ͧͣȂ૧̱̞͉̺͍̞̞̀̈́͘ȃஜ͈ා͈ͦ
͇͂͜

̥̺͊ͤȃȁ̷̭̹́ͦπΏ͈आࡓ߃̩̩̻̱ͬ͊́୬
ͤȂ̹৾̽πΏͬˍ̥ਫ਼ͅਬ͛ͥȃ̳ͥ͂Ȃ ̦ئ271 ԡ́ષ
̺̞̫̞

͌ͣ

̦ :1 ԡ͕͈̞̓ͥ͘రࠁȂ̾ͤ͘Ȃ̤०̵̹͓̹̞̽ͅ
ͅ

ΑΗȜΡίςϋͅয̧̹̥̹̻͈̦́ͥȪৢ૯ӱȫȃ
̯̞̱͈͡၅ͬॲ̥ͭ́ͣȂ2 ̥ 3 ̜̞̺̤̞ͬ̀Ȃ
ζζ͉ඵ͈̾͛၅ͬॲ͚ȃ̭̤̱̞ͦ́͘Ȋ

̱̻̽

ৢ૯ӱ౷͈πΏࡔͅै̹ͣͦΗϋΙο;͈

ȁ̾ͤ͘Ȃ2 ා̹̹̽ͅඵ͈̾၅̱̥ॲ̞̺̈́ͭ͘ȃ
ȁ͉́Ȃ·ͼΒ̺͢ȃ͖̩̦၅̧̺̹͈̽͂ఱ̧̯Ȫಿ̯ȫ͉ȂΣχΠς͈၅̩͓͂ͣ̀!ӱ൳̲ȂӲ̯̞Ȃ
ӳˎఱ̧̞ȂӴːఱ̧̞Ȃ͈̥̓ͦ̈́ȉȪ൞̢͉̭͈βȜΐ̜ͥ͢ͅئȫȪৢ૯Ӳȫȃ
͒

ȁ၅͈ਹ̯͉ 351 ΈρθȃΣχΠς͈၅͈ːࡢ̜̫͐ͭͥ̓Ȃ༴̥̞̞̺̱ͦ̀ͥͅͅۼਹ̯̦ࡘͤȂ
̹̲̠ͭ͡

౪  ஜ͉ 311 Έρθ͕̓̈́ͥͅȃ
̠̳

̲

̧͚̯ͣ

͉ͭ̀ͭ

ȁ၅͉ถ̞αȜΐν͈౷ͅȂಋ͞ট̦̥̹̽แത̦̜͈̦ͥ͏̠̾
̺̫̓Ḁ͉̑̈́ͅȂΣχΠς͂൳̲̽͘ฒ̈́၅ͬॲ͚ζζ̯̞ͭ͜
̭̠̹̞

ͥȃ̭͈၅ͬΩΩ͂ζζ̦Ȃྀಓ͜͜Ȃయ́͌͂Ȫ̧̞͒
ͭ 43 ȫ༴̞̜̹̹̀͛Ȃ͖̩̦̹͈̯ͦ͘ȃ
ΣχΠς͉ȂΓ΅Ώο·μΉͼ̞̠͈͂ುͬব̞̱̹͈̺̈́ͣ
̫ͦ̓Ȃ͈ು͈၅͉ฒ̞͢ȃ̭̦͂ͧȂฒ̞၅ͬॲ͚ΣχΠς͈
̭̠͉̞

̱͌ͭ͟

̩̾

͕̥ͅȂΪΠ̦ͬ߫ͤ༐̳̱̈́̓̀ಋ͈၅ͬॲ͚ਅ̦ͣͦ
̶͂̾ͭ ͒ ͭ ̞

̹ȃͅݙȂ͖̩̹̻͈ฒ̞၅͉Ȃ̧̜ͥ͂ඏட་։̧̦̦ܳ̀ક̢Ȃ
̞́ͭ

̷̦ͦ֒ഥ̱̞͈̺̠̀ͥͧȃ̺̫̓Ȃฒ͂ಋ͈၅́Ȃ͖̩̹̻͈༥
̱֑̞̦̜̥͉ͣͥ̈́̓ͅȂ̞̱̞̞̥ͣ̈́̀̽ͩ͜ةȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȪȆৢ૯ȇୃີࢤȫ

ৢ૯ӲΗϋΙο;͈၅Ȫષȫ͂ΣχΠς͈
ಋ͈၅ȪئȫȪ˯ͼΒȫ
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ౘೀȪΗϋΙο;ȫ

Η ϋΙο;ฎআ͈̤დȪల˓ٝȫ
͉ࣽٝΗϋΙο;͈௷͈ಿ̯͞௷̦ಿ̞ၑဇ̞͈̾̀ͅৗ࿚̳́ȃ
ৗ࿚͉Ȃ
Ȭಎȭ̹̥͉̱̯ͤͭͭȂ
ȬཤȭႱറ̯ͭȂ
Ȭୌȭಎ૯̯ͭȂ
Ȭಿಎȭ˰ / ˝
̯ͭȂ
Ȭಿࣞȭ˝ / ˧̯ͭ̈́̓ 22 ྴ̧͈༷̥̞̹̺̱̹ͣ͘ȃ

țΜσ͈௷͉ಿ̨̳ͥȉ
̨͉

̲̀ͭ

͈

̜̱̩͍

ȶΜσ͈୨̴͓̥ͥͣȷȃ࣭ࢊৃങͬࡉͥ͂Ȃ̭ͭ̈́࡞ဩ̦श̞̽̀ͥȃ͉̰̥͌ͣ௷ਉ͈́͘
௷͈̭͂ȃΜσ͈௷ͬ୨͉̽̀ΘιȂ̞̠͂փྙ̺̦Ȃ̭ͦ̽̀Ȃ̞̹̞̠̞̠̭̽̓͂ȉȉȉȉȉ
ȁ͉ࣽٝȂ͖̩͈௷̷͉̠̱̓̀ͭ̈́ͅಿ̞͈̥ȉ̞̠͂ৗ࿚̤ͅ൞̢̱̠͢ȃ
̷͕

̜̱͍͠

̾

͇

ȁ̹̱̥ͅȂ͖̩͈௷͉ಿ̩ळ̞ȊȊ!!)ৢ૯ӱ*ȁ͖̩ȪΑȫ͈̥̥̥͂ͣ௷ঐ͈ັ̫आ́͘ȪΠς͞
̠̠͜

ͼΤȆ;ζ͈̈́̓ࢃͧ௷͉Ȃ͙̭̭̦̈́ಿ̞ȫ͉41ԡḀ̥̥̰̑͂ͣ͌Ȫֵ̰͉̤̥͈̜̹͈͌̈́ͤ࿉
̥̩

֯ͦ̀ͅȂ̢̞̈́ࡉ͉̥ͣٸȫ͈́͘ಿ̯͜൳̲̩̞͈ͣ̈́́Ȃ̰̥͌ͣ௷ঐ͈ັ̫आ͉́͘Ȃ̵ࣣͩ̀
̻̫̞̽͡

71ԡ͕̓ȃఊ̯͜2͈ޮೄࠂ͂൳̲̩̞ͣȃ
̴͙͓

̢̯

̯̦

͖̩͉͞ઔ͈̈́̓କ༏́Ȃକಎ͞କ͈ೲ̞ͥ͜ͅౝ
̱͓̥̀ͥͣȂ௷̦ౣ̞͂କ͈ಎ͒ව̞̫̞̽̀̈́ȃ
̲̯̞͉̽Ȃ̰̥̥̥͈͌ͣ͂ഷಎֵ́͘࿉̤̤ͩͦͅ
͆

̞͞

͏̥

̞̥̀ͥͣȂ̷̭̦͈͉ͦͥ࠹͈̈́́Ȃକ͈૬̯̦ 51 ԡ
͕͈̭̱̥̓͂ͧ́͘ව̞̭̦ͣ̈́͂ఉ̞ȃ
͉́Ȃ௷͉ಿ̞͕̞͈̺̠̥̓ͧ͢ȉ!
̥̺ͣ

̯̯

̺̞̓

௷͉ఘ̢ͬͥാర̺̥ͣȂ̲̠̞͐̈́ࣸ́̈́͂ࣾͥ͡ȃ
̺̫̓Ȃ௷ͬಿ̩̳̠̱ͥ͂̓̀͜ਹ̩̈́ͥȃ́͜Ȃ͖̩͉
̥ͥ

ߗ̹ͬ͐͛Ȃ̧̺̫́ͥఘ͉ࠚ̩̱̹̞ȃ̾ͤ͘Ȃ̹͐
͈͛ఘ͈ࠚ̯͂Ȃକ͈૬̞̭̩͂ͧ́ࢩ̩͓ͥ̈́ͬਬ͛ͣ
ͦͥ௷͈ಿ̯̦͂Ȃ̠̩͘೦̜ͤ̽̀Ȃ͈͖̩͈ࣽఘ̧̦́
̞͈̯̀ͥȃ
̱͜Ȃ̽͂͜କ͈૬̞̭͂ͧ́ͬౝ̷̠͂এ̹̽ͣȂఘ
̠

̦କ̩̠͢ͅͅࢥຳ̱̀Ȃ௷͉Χ·Ιο;͞κ͂൳̲
̷̹̩ͭ

ৢ૯ӱȶಿ௷ȷ͈ΗϋΙο;͂Ȃ
ȁȁȁ!
ȶౣ௷ȷ͈Χ·Ιο;

̩̻ͤ

ȶౣ௷ȷ̥̞́ͩ̈́͘͜Ȫৢ૯ӱȫȃၘ̹̞ۋ౷́༥̳ͣΑΒ
ͩͤ

ι͞ΧΠ͈௷͉ౣ̞̫ͦ̓Ȃఘ͈͈௷ͅڬಿ̞Πς̞̥ͬ̾
ࡉ̥̫̹ͣȂ̷͈Πς͜Ȃ͖̩͂൳̲̠͢ͅକ༏́༥̳ͣ
̥̈́͘

ಏ̺͂ۼএ̢̞̞͊͢ȃ
̱͊̈́

̞̹͛ͅȂȶΜσ͈௷͉୨̹̽ͣΘιȷ͉Ȃ̢̻̹ͧͭ͂͜დȃΜσ͈௷ͬಿ̞̥̞ͣ͂̽̀୨̭ͥ
̧̦̞̠͂́̈́͢ͅȂ̷̸͉͈ͦͦͅৗ̦̜ͤȂ̷ͦͬྫၑͅ་̢̧̭͉̞ͥ͂́̈́Ȃ̞̠͂Ḁ̑ࣽͣ
̷̠̱

̞̩̾

̾

̹

3-411 ා͕̓ஜ͈ಎ࣭͈ঊ̞̠͂૽̢͈̺ޗȃచ߉̱͂̀Ȃκ͈௷͉ౣ̞̦Ȃࠑ̨௷̱̀ಿ̧̩͉́̈́
͛

̺

̞̜͂ͥȃ̷̱ͦ̀͜ͅȂ͖̩͈௷̦ಿ̩̀࿒ၛ̲̾͂ۜͥΪΠ̦̞͈͉ͥȂଡ଼ࣽ͜͜་̞̠̺ͩͣ̈́͢ȃ
ȪȆৢ૯ȇୃີࢤȫ
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ౘೀȪΗϋΙο;ȫ

Η ϋΙο;ฎআ͈̤დȪల 9 ٝȫ
͉ࣽٝΗϋΙο;͈͐ݻၗ͂௸ഽ̞͈̾̀ͅৗ࿚̳́ȃৗ࿚͉ȂȬಎȭႝ࿐ߗ̯ͭȆ
ݠനઆ̯ͭȆJ/B̯ͭȂȬධȭZ/T̯ͭ̈́̓˕ྴ̧͈༷̥̞̹̺̱̹ͣ͘ȃ

Ȭࠉઠၞȭ

̻ͭ͝౪̤̠̮̰̞̳͛́͂͘
ঙȁྴ

༆

ා

Ȇ༦

࣐ଽߊ

ɡ২ٛছ݈ފٛ͒



ˤ 3:/!9/!9

ȁȁȆ̢͂͜

ུߊ

ȴࣝങ༐̢̱̥̀ͅȵ



ˤ 3:/!9/25

ȁȆཻܛ

՞ߊ

ঙȁȁྴ

࣐ଽߊ

੫

ˤ 3:/!9/36

ȁဎȆ்ȁຠ

ߊ

ȁὕȁখঊ

ˍˑߊ

ຳȪܵဎȫ͈ঘͅݲष̱̀

നȁൌȁੇȁ

ߊ

༦ȪΘঊȫ͈ঘͅݲष̱̀

ఊȁനȁȁ߰ȁ

՞ߊ

༦Ȫ͌́ঊȫ͈ঘͅݲष̱̀

ઐȁؚȁგȁ

ˍ˒ߊ

༦Ȫ΅πȫ͈ঘͅݲष̱̀

̱ͭ

ࡣȁᚧȁȁ
̥̫ͥ

ຶȁᚧȁȁߑ
͙

͈

ͤ

ȁ࢛ȁၖ

̮ࠫँ̤̠̮̰̞̳͛́͂͘
ঙȁȁྴ

Ȭ

້̮̳̞̰̮̠̦̜͂ͤ͘ܙ
້̮͈ܙඤယ

̳͂ͥئȂ4:1Ԣ߃̩̞̠̈́ͥ͂ͅȃཤ٬ൽ૧͈ۚडࣞশ௸̦371Ԣ̺̥ͣȂ̩͓͈̞ͣ̈́ͣ̈́͜ͅ௸̯

̜̥͇ߊ

ഛȁȁȁृ

̧ͤ͡

ȴ২ٛছমު߄ܖȵ

ߊ

౬ȁఘȁྴ

͉͞

̞̹̞ͭ

ȁΪΠ́ड͜௸̩̹͈͉̽Ȃ̷̠Ȃ୶֨ ప̱̹ΐλζͼ͈;ͼϋȆδσΠ̯ͭ́Ȃ211̉ͬ:/69

̤̩͙͞૭̱ષ̬̳͘
༆ ාႢ

ȁ͖̩͉Πς̺ȃ̺̥ͣߗ͓ͬͥȃ͉́Ȃ̩̞͈̓ͦͣ௸̯́Ȃ̩̞͈̓ͦͣݻၗ͓̥ͬͥ̽̀ͥ
̥̈́ȉ

ಿઔ݈ٛခ͈ٛ

ঙȁȁྴ

ȁΠςಏ́ۼ͈̦͐ड͜௸̞͈͉Χμήȃକ̧͉͐͂ͅশ௸211Ԣ͕̺̦̓Ȃڕͬ̽̀ࣛݢ
̺ȃ

ਯȁਫ਼

౻ȁศȁੇȁࢨ

ț;ͼϋȆδσΠ̦͈ͥ͂Ȃ͖̩̦͈͉͐́Ȃ̻̦̓̽௸̞ȉ

ຟȃ̹̻߯̈́ͣȂˏڠා̺̞̹̞́31ຟȂ˒ා̈́ͣ29ຟ̩̞̥̥̥ͣͥ̈́ȃ

ঘཌා

ி৽

࣐ଽߊ

ȁὕȁܵȁဎ



˔ː

I3:/!9/26

খঊ

ˍˑߊ

ఊȁനȁ͌́ঊ

੫

˔˓

I3:/!9/32

߰

՞ߊ

ݠȁུȁȁঊ

੫

˕ˏ

I3:/!9/33

้

ཤঌߊ

ઐȁؚȁ΅ȁπ

੫

˕˒

I3:/!9/34

გȁ

ˍ˒ߊ

ȁཱȁȁ



˒ː

I3:/!:/!:

ႚȁঊ

̱̥ͣ͊ߊ

ۼȁȁπΏ
ȁോȁȁ໌

੫


˕ː
˕˕

I3:/!:/23
I3:/!:/26

جȁܲ
΅ȁπ

וߊ
ˎˎߊ

̷̲̩

ȁ͉́Ȃॳତ͈࿚ఴͬ͌͂̾ȃȶδσΠ̯͉ͭȂশ௸΅ةύ̹̥̽ȉȷࠗॳ̱͙̠̀͢ȃ̤̤̥͘ͅ
ȴ້ܙȵ
ঙȁȁྴ

࡞̽̀Ȃ211̉ͬ21ຟ́ͦ͊Ȃˍͅۼ711̉ૺ͚ȃ71́ˍশ̥̺ͣۼȂ711̉ȿ71Ɂ47-111̉Ȃ̾ͤ͘
࣐ଽߊ ȁȁȁȁ࿒

ȁȁ໌ȁ

ˏߊ

৬ֆঊȁˏర

শ௸47Ԣ̺ȃ
̵̧̥̞̩ͧ

ȁ̱̥̱Ȃ̭ͭ̈́௸̯́ಿ̞̭͉̞͂ͦ̈́ȃζρΕϋ͈53/2:6Ԣ͈ଲܱٮ
Ȫˎশˎۼ68ຟȫ̱̹ͬ૽͉Ȃ͕͖শ௸31Ԣ̹̭́̽͂̈́ͥ͢ͅȃ

+ ࡢ૽ૂ༭͈ഐ୨̈́৾ե̞͈̹͛Ȃઇౄͬං̹༷͈͙
ȁࠇश̱̞̳̀͘ȃ
Ȫ˕ 26 ັ́͘ȫ

ȁ̯̀Ȃ͖̩̦͏̠̾͐ͅ௸̯͉Ȃ̈́ͭ͂শ௸̷̤͢61ԢȃδσΠ̯ͭ͞ଲ
͉̯

͈֚ٮζρΕϋρϋȜ̴்̞ͤ̽͂͢ȃ̱̥͜Ȃུ٬ͬ́ͭޖυΏͺ̥ͣ
̹̱

ཤ٬ൽ̧̹͒ͭ́ಏ͈̞́ͥ͜ۼȂ̴͘ͅݝ611Ԣ͉͓͈̺̥ͥ͜ږȃ̺
̾ ̦ ͥ ̧̥̞̠͡

ɡಿઔ͒

̥ͣȂུਗ͂ཤ٬ൽ͈͈ۼೋࠚ٬ͬސള͈͉ͥ̈́̓ȂΰΛΙλρ̯ȊȪ́͜Ȃ

ȴ͏̯ͥ͂ಿઔ؊້ܙ׳ȵ

̢͖̩͉̺͍͇̫̞̭̹̓̈́͂͘קȫȃ

ɥ૭ࣺ͙ତȤȤȤȤ294 ȁɥڣ߄້ܙȤȤ5-376-111 

̥̞

Ȫ˔ˍȡ˔ 42 ັȫ

ȁ̧͖̩̦͉͐͂Ȃˍͅۼ291ٝ ͕̯̓̾͊ͬષ̳̥̮̠ͅئȪֵ̹͊

ɦঙྴ̈́̓મळ̞͉̾̀ͅȂࢃγȜθβȜΐ́ࠇश̳ͥ

̩ȫȃ̳͂ͥ͂Ȃˍশۼ͓͊21-911ֵ̹̩̭ٝ͊͂̈́ͥͅȃυΏͺ͂ཤ٬

̭͂ͬထ̱̞̳̀͘ȃ

ൽ͈̜̞̺͈٬̦611Ԣ̜̳ͥ͂ͥ͂Ȃশ௸61Ԣ́ઁ̩̈́͂͜21শ̥̥̥ͥۼ
ͣȂֵ̧̹͉͊219-111̺ٝȊȊ
̥̾

̲̠̱̠͡͡ ̧̠ͤ͟

ȁ͏̟ȡȊ̯̳̦ͦͥͅȃ̷ͦ́Ȃಿݻၗ̧͉ͬ͐͂Ȃ ષ ઌ ܨၠ̈́̓ͬ

ৢ૯ӱ০֚͛Ⴅ̈́̽̀͐ͅΗϋ

၌ဥ̱̀Ȃ̯̾͊ͬࢩ̴ֵ̬̹̹̥̭̜͈̯͊͐͂ͥ͘͘͜ͅȃ̾ͤ͘ȂΈ

Ιο;

̥̩̠̽

ȁ˔ಎུ́ͅอ̱̹মତ
͉ষ͈̤̳͂ͤ́ȃ


հ

মତ 38 Ȫ૽ম!ˏȫ
ঘ৪!ˌ૽ȁȁੱ৪!ː૽
) ಿઔঘཌমΔυܱ˔ 42 ࡛हȫ
଼ 39 ාˎ 23 ոࣛ 678 ۼ

27ȁġ3128 ȽӺȽࢩ༭̦̈́͆͘

୕

͉ࣽȂൽྦྷ୕Ȫలˏܢȫ
ȁȁȁȁ࣭ྦྷ࠲ࢫ༗ࡏၳȪలːܢȫ
ȁȁȁȁٚࢌ༗ࡏၳȪలːܢȫ
ȁȁȁȁࢃࣞܢႢ৪֓ၷ༗ࡏၳȪలːܢȫ
͈ො̳́ܢȊ

̳

ρͼΘȜ͈̠̺̈́͢ߗڲȃ̭̦ͦ̈́ͣͦઁ̩̈́̀फ͚͢ȃ
̭͢

̹̀

̈́ͣ

̈́̈́

ȁ̹͘Ȃಏ̱̞̽͂͡ͅۼ̧͐͂Ȃ֚؍Ⴅ͞ਸ֚Ⴅ̴͊ͅȂஜ̞ͥͅಏ̧̻͈ͬͩ͂̽͡ۼ০֚͛Ⴅ
́ࢃ̥̞࣐̩ͧͣ̾̀Ȫৢ૯ӱȫȃ̭ͦ́ஜ̩͜͢ࡉ̢̱ͥȂஜ͈ಏ̦͈ͦ̈́ܨߗֵ̧̧̹͈ͥܳ́͊ۼ
̱̠͡

̻

̢

Ȫ̴̠ȫ̠̩ͬ͘၌ဥ̱̀Ȃ͓̩̈́ͥȶજΥȷ͓́ͥȃ͖̩̹̻͈༥̱͈ͣࠃ͈̯̈́ȃ
͉̱̩̻ͭ͡

̢̠̻̽͂

̠̾

̱̠̠͜͡

ොࡠܢȁ21  42 ㈫

ȁ21͉Ȃ้ ౷̥ͣൃ ק౷͒֊ ͤই͛ͥܬ୯̺ȃ̴̴֩ͩ́͘ಿݻၗ͈͉ͬ͐ఘႁͬક ̳̥ͥ

əො୕͉༒၌࢛̈́ज૦ఢ́ə

ͣȂཤ٬ൽ͉́Ȃઁ̷̱̭̠̜͈ͭ́ͤࣛ́ͧ͂̈́ͤȂ͙ݝ͙ݝȂ̺̺ͭͭ͂ൃק౷̩࣐͒̀̽ܙȃ
̧̠̫̞͟

Ⱥො୕Ȇௗ࢛Ȼ
ȴۼො୕ȵ
!
ȁȁ21  37 ㈭ȁ28 শ 26 ȡ 32 শ

ΪΠ͜ಿݻၗͬ৬́֊൲̧̳͉ͥ͂Ȃൽ͈̠̺̩࣐̦ͧͣ̈́ͤ͂ͬࠆݝͤܙ̓̈́ͅפȃ̷ͦ͂൳̲̯ȃȁ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȪȆৢ૯ȇୃີࢤȫ
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ౘೀȪΗϋΙο;ȫ

Η ϋΙο;ฎআ͈̤დȪల˕ٝȫ
͉ࣽٝΗϋΙο;͓̭̞͈ͬͥ͂̾̀ͅৗ࿚̳́ȃ
ৗ࿚͉ȂȬಎȭఱ૩ႎ̯ͭـȂȬධȭઐఆՏ̯ͭȂȬಿࣞȭ
ͭ̈́̓˓ྴ̧͈༷̥̞̹̺̱̹ͣ͘ȃ

ாࢬ૽̯ͭȂ༜ྚ̯

țΜσ͉Ȃ̶̈́آ༐̱̱̹͈ͬȉ
̤ͭ

͚̩

͕̠̤ͭ

̥̱ͭ͝

̥̤͕̠̱ͭͭ͝

ͅآ༭̞ͥȂ̞̠͂࡞̞༷̦̜ͥȃౣ̩༭̱̞̀̽͢͜࡞͂آȂ༭ۜآ৫̥͂Ȃۜآ༭৫̞̠̈́̓͂ 5 ল
ࢊ̜ͥ͜ȃ̱̥̱Ȃ̞̭̱̩̹͂ͬ̀ͦ͢ͅȂౙ̜̦̠ͤ͂͂ͅ࡞̠̺̫͉̺́͛́Ȃۜͅ৫̱Ȃ
̤̭̈́

̷ͦͅ͏̯̱̞࣐̞̱ͩͬ̀༐̳Ȃ̞̠̭̦͂͂ຈါ͈̺̈́ȃ
̢̤̦ͭ

ȁ͖̩͈ಏآͥ͢ͅۼ༐̱͉Ȃ̺̦̞ͦ̽̀ͥ͜ଡ଼დ̺͇ȃ͉́Ȃ̶̈́آ༐̱̱̹͈̥ͬȉ
̠̱ͤ͡

̱

̥

ͩ̈́

ȁ̷̠Ȃၶͬͅৣ̹ͣͦͤȂॽ̫ڥ̥̥̹̱̽ͤ̀ͅफ̷़̧̯̠̹ͦ̈́̽͂ͅḀ̥̹̑ͤ̽͞
̯̱̞ΪΠͅ੩̫̹̥̺ͣͦͣȃ
͈͆

̤

ȁ̷̭́ȂΜσ͉৹̞ྲ̈́̽̀ͅȂ੩̫̹ΪΠ͈࡛ͥͦͅزȃ̦̀͞Ȃুֵ͈̱̞́ືͬͤȂ੩̫
̹͠

̩̹̀ͦΪΠ̷̦̩ͦͬࣞค̽̀ཅ̥͈̈́ͥͬͅࡉ̫͂̓̀ȂΜσ͈উ͍̓ͤͥ͜ͅݲȂ͂დ͉ૺ͚ȃ
ȁ͉́ȂΜσ̶͉̈́́ৣ̹ͣͦͤȂ́
̢̹̱̹̥͂ͣͣͦͤȂ͉߯ࣉ̢̹̭̜͂
ͥȉȁ൞̢͉ȂβΛΠ̱͂̀ব̠̭͂͜
̜̹̫̽ͦ̓Ȃఉ̩͉͓̹̺ͥ͛͢ȃ
ȁࣽٝȂ͖̩̞͈̾̀ͅৗ࿚̵̩ͬͦ̀ܙ
̹337૽͈̠̻Ȃ˓૽̦Ȃ͖̩͓̹ͬͣ
̴̹

̤̞̱̞̳̥́ȉ͂ଂ͇̞̀ͥȃ͖̩͉ಏ
͌ ̱͉̞̱͝

͈ۼර͓̹̭̦̞̥̥̞ͬ͂̈́ͣͩͣ̈́

ৢ૯ӱȁͺͼΤ͈૽̹̻Ȫ৪ȫ̦Ȃგ૽͈ࣞۗ
Ȫ৪ȫ̜̞̯͒̾ͅြ̧̹͈࣓͂ȪΗϋΙο;
͕̥ȫنվ࣭໓ٰͤ͢

̩͓͇͂̾̀ͭͭ ̧ ͇ ͭ ͐ ̾

̱Ȃඅ༆ഛடܱැ͈̈́́Ȃ͓̹̭͈͂
̜ͥΪΠ͉̞̞ࣽ̈́͜ȃ
̱̠̭͡

̥̞̥̿

̱̥̱Ȃଡ଼̥͖̩͈ͣಏ̦ۼ͓̞̹ͣͦ̀બͅݶȂ 6-111 ාஜ̩̹̾ͣͦͅٵ̥̦ͣࣸࡉ̥̾̽
̱̾͜͡

̞̀ͥȃ̹͘Ȃࢺশయ͈͉ͅȂΗϋΙο;͉̤̞̱̩̞̞̜̈́͂̀ͤȂུͅୌဢ̹֓͛ࢩͬڠ
̜̩̯͐ͣ

̱ͥ

ခྴ̈́ΏȜδσΠ୶͜Ȃ͈ডਡ̩̀Ȃ̹̱ܱ̞ࣣ࢛͈͂̈́ͩͅ૽࣭ٸȃ̫ͦ̓ȂΜσ͈ಏ͉ͅۼ
̯̞͞

̤̞̱̞͈̜ͤ͜Ȃ̞̞ͧͧ̈́ၳၑ͈τΏά͜ॼ̞̽̀ͥȃ̩͢ै̹͈͉ͣͦȂऴ̞̱͂̽͡ͅΜσ͈
රͬව̹ͦȶ̷͙ਵȷ̺ȃ
͉́Ȃ̧͍̤̞̱̞̫̞͈͂ͤͩ́̈́͜ͅȂଡ଼͈ΪΠ̶͉͖̩͓̹̦̹͈̺̠̈́ͣͬ̽ͧȃ̷͉͖̩ͦ
̢̨ͭ

͈̯͂͘

̦ͣȶ̧̹̞͈͛́͜ȷ͂ࣉ̢̞̹̥̺ͣͦ̀ͣȃ̺̥̞̥ͣ́̾ͬܳȂഛࣀ͞ദအ͉̻ͧͭ͜Ȃ๊֚
̥̠ͭ͗

̻̠͕̠͡

̱͉̞̱͝

͈ΪΠ͖̩̹̻͓̹̦̹͈̯ͬ̽͜ȃ̷̢͈̠Ȃ༷͈̱ۧ̈́̓͂̀͜ਹ༯̯̹̥ͦͣȂദအȪ৪ȫ
̨͙͈̾͜

͈࣓̱֚͒͂̀͜ݭ̺̹̱̞̽ͣȪৢ૯ 2ȫȃ
̬̞ͭͭ

̭̦́ͦ͜Ȃ̜̜͖̩̹̻̦͂͂ఱ་̭̈́͂̈́ͥͅࡔ֦̜̹͈̯́̽͜ȃ͉́Ȃఱ་̭̈́͂̽̀Ȃ̞̽
̹̞̺̠̈́ͭͧȉȁ
ȁ̭͈ఱ་̭͉̈́͂ষ̭̳̦ٝͦͥ͂ͥͅͅḀ̩͓̱̠͈̺̥̑͂̓ͭ̓ͭͣͦ̀ͣ͘͜Ȃ͂̀͜آ༐
̱̳̈́̓ͥܨ̥̹͈͉́̈́̽Ȃ̢ͥ࡞̥͂ږȃȪȇୃີࢤȫ

3128 ȽӻȽࢩ༭̦̈́͆͘!!32

ౘೀȪΗϋΙο;ȫ

Η ϋΙο;ฎআ͈̤დȪల 21 ٝȫ
͉ࣽٝଡ଼͈ΗϋΙο;͈ତ͂ࡘ̹̽শ͞ܢၑဇ̞͈̾̀ͅৗ࿚̳́ȃ
ৗ࿚͉ȂȬಎȭ࠲̯ͭȂ ޘၼఉ̯ͭȂ२ൌ൹̯ͭȂȬཤȭು֔ੇ༟̯ͭȂ
Ȭୌȭ߃̯ͭȂȬಿࣞȭઐ̯̓̈́ͭ׆33ྴ̧͈༷̥̞̹̺̱̹ͣ͘ȃ

͏̶̠ͭ

ț໓ஜ͈̱͍͂͜
ȁࢺশయͅȂΗϋΙο;̦ཤ٬ൽֵ̥̹̞ͅةȂ̞ͣ̈́͜ȃୃͅږ̞͈͉̽̀ͥ૰အ̺̫Ȋ
̷̳̞̩

ȁ̱̞̞̠̽̀ͥ͂͜ΪΠ̦̞̹̱͂̀͜Ȃ͂̀͜ဥ̧̞́̈́ȃ́͜Ȃ̜ͥഽ͈ଔ௶Ȫே௨ȫ̈́ͣȂ
̧͖̩́ͥ͜͢ȃ
̴͚̥

͚̥̱Ȃཤ٬ൽ͖̩͈ͅಏ̥̹̞͕̦̓ͦ̓ͅۼ൞̢͈͉ͥȂ̳̮̩ඳ̱̞ȃ́͜Ȃ̤̤̰̭̽͋̈́͂
̢ͣ

͉࡞̢ͥȃ̾ͤ͘Ȃ̹̩̯̞̹̥ͭȂઁ̱̱̥̞̥̹̥̈́̽Ȃ̻̥͓̞̹̓ͣ͂ͩͦͣȂȶ̹̩̯ͭȷͬ
̠ͤ͠

̵̧̞

͐͢ȃ
ȶ̹̩̯ͭȷ̺ͬͭၑဇ͉̭̠̺ȃࢺশయȪ28 ଲ ܮȫ̥ͣྶহ͈͛Ȫ2: ଲࢃܮȫ́͘Ȃ
̧̩ͧ

͂

ȶಓ̻̹̩͖ͬͅۼ༛
͖̩̹̻͈̭̞̹ܱ̦͂ͬཤ٬ൽ̞̩̜̾ͥ͜ͅȃ̱̥͜Ȃ̞̹̭̺ͥ͂ͧͅȃ
̥̾

̠̱̹̦ͧ͂Ȃ̹̩̯̞̭̞͈ͭ̀ͩ́Ȃૢ̞͈̀ͥͬ༛̢̹͘ȷ̞̠̈́̓͂დ̜̩̞̺ͥͣ͜ȃ
̳̠̲

̺̫̓Ȃ̩̞̓ͦͣȶ̹̩̯ͭȷ͈̥̈́Ȃ̧͉̱̞̽ͤ̈́ȃ͉́Ȃତল̷̠ͬȃཤ٬ൽ͉ͅȂ211 ා
̱̻̽

͕̓ஜͅ 2-911 ༷΅υȪˍ༷΅υ͉ 2-111 ̉̔ 2-111 ̉ȫ̩̞͈ͣ౷̦̜̹̽ȃ
̫̞̯̺̞ͭͭ͜

͏̠͏

̠͌̾͢

̭̭́Ȃ͙ͭ̈́ࠗͅॳ࿚ఴͬ͌͂̾ȃ͖̩̹̻͈ˍழ͈ຳິ͂̽̀ͅȂঊ֗̀ͅຈါ̈́ȶ̈́ͩ͊ͤȷ͈
̥ͤ

ࢩ̯ͬͅبː༷΅ῦ̳ͥ͂Ȃ̭͈౷ֵ̦́ةঊ̧̥֗̀́ͥȉ
̷̠Ȃ:11 ֵ̺͇Ȫ561 ֵ̲̞̈́͝ȃˍழ͈ຳິ͉ˎֵ̺͢ȫȃ̻ͧͭ͜Ȃ͖̩̹̻̦̳͓͈̀౷́ঊ
̭

̱̹̫̞̫֗̀ͩ́̈́̓Ȃ͕̥ͅঊ̥̹̞̻̹ͣ͜ރȂ͙ͭ̈́́ 2-111 ಼ֵ̢͉̞̹̺̠̀ͧȃ
̠

̱̥̱Ȃຳິ̦ॲ͚၅͉ාͅˎ̾ȃ၅͈ಎ́ঘ͈͆͞Ȃ
ͦ̀͘͜Ȃ̫̦ȆພܨȆഛഌ̈́̓ͣͦ̀͞ͅȂˍप͘
͈͉́֗̾ 561 ழ͈ຳິ̥ͣ໐́ 281 ֵȃ̭͈̠̻ঊ
̧̧֗̀́ͥ́͘ॼ͈̦ͥ 231 ֵ͕̓ȃ
̭͂ͧ́Ȃ
͖̩̹̻͈߲͈ͦಎ́Ȃͦͥ͘ତȪ˝ȫͤ͢Ȃ
ঘ̥͆Ȇफ़̯ͦͥତȪ˞ȫ̦ઁ̫̈́ͦ͊Ȃා͂͂͜ͅಏ
͉ۼ௩̢ͥȃ˝͂˞̦൳̲̈́ͣȂତྀ͜ා൳̲ȃ˝ͤ͢
˞̦ఉ̞͂Ȃಏ̩̞̀̽ࡘ̺̺͉ͭͭۼȃ
̧͍̠͡

̯̀Ȃ28 ଲ̥̭ͣͧܮȂພ́̓̈́ܨঘ͆ಏ̥͕͈ͅۼȂ
ΪΠྀ͉͖̩̹̻ͬා̹̩̯ͭȪ̹͐ͭ 211 ֵոષȫ༛ͤȂ
̩͊̾͘

͓̹ͤȂβΛΠ̱͂̀ব̹̱̹̽ͤȃ̯ͣͅȂྃྎ͈
̧̭ͭͣͭ

͕

̮

ई၄͉ͅܢȂ͖̩̹̻ͬ༗ࢌ̧̳̩ͥͤ̈́̈́ͤ͘͜Ȃ̓
̥̞͉̾

ͭ̓ͭ༛̢̹̠ͣͦȂ ٳอͤ͢ͅ౷͉କനͅ་ͩͤȂ
ঊ̳֗̀ͥાਫ਼̪ͭ͂͜ઁ̩̹̈́̈́̽ȃ
̶̾͛̾

̾ͤ͘Ȃ͖̩̹̻͉˝ͤ͢˞̴̦̽͂ఉ̩̈́ͤȂ୲
͚̥̠̱̥̥̹̺͒̈́̽ͭȃ
̻̥̓͘

3116 ා

2:1: ා

ȁ211 ා̩̞ͣஜ͉Ȃఱ̧̈́ઔ͂ࢩ̞౷̺̹̽ໍ೧
ဋକ౷ັ߃ȃ̭̭̹̩̯͈ͭͅΜσ̦ਯ̞̹ͭ́ȃ

̭̠̲̠͡

͏̶̠ͭ

̱͍͂͜

ȶ̛̜ȜȊ!໓ஜ͈൘غȪ໓̦̻̽͡
ଡ଼Ȃ̹̫̥ࡉ̩́͢ڙځঞঢ়ؚ͈̯ͭݳਞ͈࢛ͩͤષ͏̠ͅ࡞̠͂Ȃ
̞

̥

̫̳̪͂͊ક̢ͥυȜΕ·͈͈̠͈̈́͜͢غȫ̹̈́̽ͅȂ͖̩̹̻͈͞ྵශͅةȊȷȁȪȇୃີࢤȫ
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ౘೀȪΗϋΙο;ȫ

Η ϋΙο;ฎআ͈̤დȪల 22 ٝȫ
͉ࣽٝల 21 ̧̥͈̳ٝͣ́ȃ໓ஜ͈൘̹̈́̽ͅΗϋΙο;͈͉ྵȤȊȉ
̹͘Ȃུ͞ଲ̞ͥͅٮΗϋΙο;͈ତȂྵ̈́̓Ȭಎȭസಃ໒ఊ̯ͭȂ
Ȭཤȭგ̯ͭȂ
Ȭධȭा༠̥̯ͭȂ
Ȭୌȭಎ̯ࠫͭȂ
Ȭໍȭ̪̻̜̤̞̯͌ͭȂ
Ȭಿಎȭཤ᥈̯ͭȂ
Ȭಿ
ࣞȭฒ૯ ̯̓̈́ͭܮ56 ྴ͈༷̥̞̹̺̞̹ͣৗ࿚ٝ͜ͅ൞̱̳͘ȃ

ț͖̩̹̻͜୷ֵ೧Ȋ
̥͙̱̞͊

ȁঞঢ়͈̯̲̤͈ͭݳდ͉ȂΪȽυȜ̦̜ͩ͞Ȋ̞̠̭͂͂ͧ́Ȃ̷͈͉̤̱̞͘ȃষ̤̲̯̦ͭͅြ
̧

̧

̺̽

̺̞̥̩̾͞

̧̹͂ȂΪȽυȜ͉̱ͬܥܓȂఱڰ̳ͥდ̈́ͥͅȃ
ȁ̷ͭ̈́Ȩঞঢ়ݳȩ͙̹̞̭̦̈́͂Ȃ̧͖̩̹̻͈̹̺ܳͭͅȃ
̵̞͞

̦̩̱͝

͌͂ͤ

̶̾͛̾

ȁຐා͕̓ஜȂུ͈͖̩̹̻́ͬࡉ̹ು͈ڠ৪͉Ȃ֚૽̞̥̹̈́̽͜ȃ̺̥ͣȂ͖̩̹̻͉୲̱
̹͂এ̹ͩͦȃȁ
̩ ̱ ͧ ̱̬̾ͭ

̥̹̳͙

͕̠̭̩̱͡

ȁ̭̦͂ͧȂߞႹࡔ͈༌ߛ́Ȃ͖̩͈ಏ ͬۼ31 ֵ͕̓ࡉ̥̫̹ΪΠ̦̞̀Ȃఱୃ 26 ාͅ༭̞̹࣬ͬȃ
̤̤̯ͩ

̢̯

͘

̷̭́ఱ௧̨̈́ͤͅȂΪΠ͉Ρΐο;͈̈́̓ͬ७̞̩̹̱̹̀ͦͤȃ́͜Ȃ̷ͦ́͘ΪΠ͉͖̩̹̻͈
̧̀

ഌ̺̹̥̽ͣȂ̜ͤ͘߃̥̞̠̱̹̿̈́͢ͅȃ̷͈̹͛Ȃგ 26 ා̭ͧ͜Ȃ͖̩̹̻͈ତ̵̶͉̞̞ːȡ
61 ֵ͂এ̞̹ͩͦ̀ȃ
̭̤

ḁ̩̏͂͜ȂߞႹ͈ൃ͉Ȩ̱͊ͦͥȩȃ͜ൄ ͤḀ̥̑̈́̈́͜
͂

̥̈́

न̞ͦ̈́ȃ̤ໜ̵̳̥̞͈ͬ̀ͥͬࡉ̥͇̹͈زΪΠ̦Ȃু
̹̻͈͓ͥΠ;κυΏͬȂ͖̩̹̻͈̹͛ͅ७̞̩̹̀ͦȃ
̳̩

ȁ̷̦ͦȂ͖̩̹̻͈ྵ̯͈̹ͬ̽ݣȃ
ȁ̷͈ࢃȂྀා̞ͣͬ͜Ȃ̤̥̬́ఘႁ̧̦̾Ȃಏ͉̓ͭ̓ۼ
͏

̵ͭ

͊ ̿ͥ

ͭ௩̢̧̹̀ȃ21 ාஜུ͉ͅ൚͈ȶ୷Ȫ2-111ȫֵ೧ȷ̹̈́̽ͅ
̷̺

̱Ȃ
͉ࣽ 2-911 ֵ̩̞̞ͣͥȃ͕̥ͅȂಎ࣭͂υΏͺ́Ϊͬ֗̀Ȃ
̵̻̠͉̠ͭͭ͂͡

ಎ࣭͞ಱോ́ൃ̳ͬקಏ̥̞̦ͣͥۼȂ໐́ଲ ͅٮ4-111
ֵ͕̓̈́ͥͅȃ
ȁ̭͖̩̹̻ͭ̈́ͅȂΪΠ͉̞̞ͧͧྴஜ̫ͬ̾̀ࡤ̞͇ͭ́ͥȃ
̶̧̪̱̾͛̾͟

̱͟

̸͕͕̠ͭ

ȁ̢̹͂͊Ȃ୲ܓᏼਅȃ̭͉ͦȂ଼ˑාͅȶਅ͈༗ం༹ȷ͂
͕̠ͤ̾

༹̞̠ၙ̧̧̦̹̥́͂ͣঀ̞ͩͦ̀ͥȃ́͜Ȃ̷ͦոஜ͉̽͜
͂୲̷̱̠̺̹̽ȃ
̧͇͇̀ͭͭͭ͐̾

̩͓͂̾

ȁ̷̭́Ȃგ 21 ාͅഛடܱැȂგ 38 ාͅඅ༆ഛடܱැ

୷ֵ೧

̧̥̹̦

̞̠͂ࡈ̫ͬ̾̀ȂΪΠ͉͖̩̹̻ͬ੩̫̠̱̹͂͢ȃ
͉̲

ȁ̭͂ͧ́Ȃ͉ࣽා͈͛ȃ̜̫̱̤̠̀͛́͂͘Ȋ
́͊ͭ

ȁୃ͉Ȃ͖̩̹̻͈๔̺ȃ͕ͣȂΜσ͉୷ාȂι͉ྔාȊ̞̠̺͂ͧȃ
̲͙̠͟͡

̢̠̓͐̾ͭ

ȁ͖̩̹̻͉ୃͅ͏̯̱̞ͩಿ̧͈Ώϋδσ͈̯̈́ȃ́͜ȂγϋΠ͈ྵ͉Ȃ൲̲̞̺́̓̈́ͅ
֗̀ͣͦ̀ 61 प͕̓Ȃ̈́ͣ 31 ȡ 41 प̩̞̺ͣȃ
̾ͥ

̧͕ͭ

̩̲̓

ȁ͙͉ͭ̈́Ȃ୬ͤঞ́೧ͬ୬̥ͦͥ̈́ȉ୬ͤঞུ͈́ܖȂུඊু͈͈̺͜͢ȃࢺশయ̥̳̜ͣ́̽ͅ
̬̩ͭ͊

̹̱̞ͣȃ̷ͦͬ୷ࡢਬ̹͛୷ֵ೧͉Ȃࢩോ͈ࡔบ́ཌ̩̹̈́̽ઁ੫͈̞͂ͬ͜ͅܐခྴ̹̈́̽ͅȃ
̻̠̲͟͡

̿ͥ

ȁୃ̻͙̈́ͅȂಿ͂გ͈͒এ̞ࣺͬ͛̀Ȃ́ٯ୬ͤ೧֚ͬ̾୬͉̠̺̠̽̀̓ͧȃȪȇୃີࢤȫ
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ౘೀȪΗϋΙο;ȫ

Η ϋΙο;ฎআ͈̤დȪల 23 ٝȫ
ȁ

͉ࣽٝܬ୯̮͈͂ΗϋΙο;͈༥̱༷ͣ͞ΗϋΙο;͈ૢͥાਫ਼Ȃഛഌ̞͈̾̀ͅৗ࿚̳́ȃ
ȁৗ࿚͉ȂȁȬಎȭ౻ܹ̯ͭȂȬධȭN/T ̯ͭȂȬୌȭࡔ̧̯̿ͭ͠ȆZ/S ̯ͭȂȬໍȭ
ݠཤ̯ͭȂȬಿࣞȭോṋ̯ͭ̈́̓ 31 ྴ̧͈༷̥̞̹̺̱̹ͣ͘ȃ

ț͉ذനৡ͈֚ࡌزȂൃ͉സ͈ٛζϋΏοϋ༥̱ͣ
ͩ͘

͉ذനৡ͈֚ࡌزȪ༆ȫͅਯ͙Ȃਔ͈ͤศ̹́֗̀ैͬྙ̞̦ͩ̈́ͣুடͅ༥̱ͣȂൃ͉̳͓
̤̤

̵̲̱̾͡͝

̠̦͠

̦̀ୱ́ໞͩͦ̀Ȃੰୱ৬͜ြ̩̞̥̀ͦ̈́ͣȂ͒֊̽̀૽ș͂ͅވζϋΏοϋ༥̱̳ͣͬͥȃٗ̈́
̳ͥͬڰΪΠ̞͈̺ͥ͜͜ȃ
̞̥̈́

̱̻̽

͖̩̹̻͜Ḁ̑ͣਝ̥̫̀ͅȂྀා൳̲നৡȪ౷ȫ͒ຳິ̥̫́Ȃ̠̩̞̫͊͘Ϊͬ֗̀Ȃز
̥̽̀

̺̫̳̮̳́ͬذȃ̷̭͉ఈ૽̦ੳͅව̞̥̺͈̞̹͙ͦ̈́ͣ̈́͜زȂ̈́ͩ͊ͤȪΞςΠςȜȫ͂ࡤͭ
̰͌͂͂

̩

̤̭̠́ȃ́͜Ȃਝ̈́ͥ͂ͅȂ૽ၖ߃̩͒֊ͤȂਬ̽̀͘Ȫ߲ͦ́ȫ༥̳̠ͣ̈́ͥ͢ͅȃ
̭̤

̾

̶̈́̈́ͣȂ̺̞̜͈ذ༥̳̭͈ͣ͂ͧఉ̩͉Ȃൃ̈́ͥ͂ͅ౷࿂͜͜ൄͤȂ̤̫͘ͅୱ͜ୟ̽̀͜Ȃ
͉̹̞ͭ

̧̠̲̲̠͟͡

̦̩͂ͦ̈́̈́ͥȃచͅȂ૽ၖ߃̩͉ͅݯ̜̯̩̹̞̦ͥͭ̾͜ા̦̩̾ͣͦȂ̤̫͘ͅȂ̷͉͊ͅ
̜̯

ൄ̞ͣ̈́ஃ̞͞ઔ̜ͥ͜ȃ
͉́Ȃ͉͈̜̦̥̫ͥͥ̓Ȃ̶̈́ൄ̞ͣ̈́͞ઔ̦̜̞̞͈̺̠ͥ͂ͧȃ
͌͂

̠ͤ͠

̠̻̠͢͟

̯̦

͈֚̾͛ၑဇ͉Ȃൃ̷̭́́͜ဘಖ̧͈̹̈́̓ͬౝ̵̭ͥ͂ȃ
͏̹

ͥ͢ ͇͚

ඵ͉̾͛Ȃൄ̞̞̥̽̀̈́ͣȂକͅව̽̀ྨͥȨ͇̪ͣȩ̧̳̭̦̥ͥ͂́ͥͣͅȃ̹̻͉߯Ȃକ͈
̾͛

̞ͦ̓

̞̥ͦ

ಎ̢̥̈́ͭ̀̽̀႖̹̞͂এ̠̺̠̫ͧͦ̓Ȃൄ̞ͣ̈́କ͈أഽ͉႟ഽոષ̺̥ͣȂ႟͈ͤͩͥ̈́͘ͅئ
̯̞̞̀ ̧ ̤ ͭ

̜̹̹

أܨȪ̢̹͂͊Ȃಿઔ͈ौා 2 ͈ड೩͉أܨζͼΑ 32/:Ɏȫ̴̥̞ͤ̽͂͢ȃ͖̩̺̽̀Ȃ̞ێ
ͤ͢ઁ̱̥̞༷̦̞̞̺́ͭ͜ȃ
͙̽

̦̀ͅ

̧̀ͭ̀

̷̱̀२̾͛ͅȂକͅව͈̦ͥߎ̈́΅ΜΫ́̓Ȃഛഌ
̷̤

ͅਥ̩̞̥̯ͩͦͣͅȃ
̾ͤ͘Ȃ .) * ذ. ਝ͈̜̞̺͉ຳິ͞ز̺̫́Ȃਝ
.) ൃ *. ً͈̜̞̺͉߲̮̳͈̦ͦ́Ȃ͈͖̩̹̻͈ࣽ
͏̠͈̾༥̱̺ͣȃ
͘

͉́Ȃ߲͉ͦ́Ȃ̻̮̻̮̦͝͝ͅٯȂईً̰ࣣͤ̽̀
̮̱̞͈̺̠̥̀ͥͧȃ̷ͦ͂͜Ḁ̦̑ςȜΘȜ̈́ͤͅȂ
̷ͦͅਲ͙̦࣐̽̀ͭ̈́൲̱̞͈̺̠̥ͬ̀ͥͧȃ

2߲͈ͦಎ͈زȪऒ͂ಎ؇͈იඤȫ͞ຳິȪֲ͈იඤȫ

̰͇ͭͭ

ॼැȃ̷͈̻̞̓ͣ́̈́͜ȃ͖̩̹̻͈߲͉ͦͅȂςȜΘȜ̥͂δΑ̈́̓͂ࡤ͊ͦͥಏ̞̞͉̈́ۼȃذ
ͅനৡ́༥̧̱̞̹͈ͣ̀͂ຳິ̥͂ز̦Ȃ̷͈͘͘ਬ̽̀͘༥̱̞̺̫͈̯ͣ̀ͥ̈́ȃ̺̥ͣȂఱ̧
߲͈̈́ͦಎ́͜Ȃຳິ͞ز͈ιϋΨȜ̷͉̞̞̾͊̀͜ͅȪˍȫȂݯા̧̥࣐̩ͣͭ́͂͜ြͥ͂
̧͜Ȃ̞̱࣐̽͡ͅ൲̱̞̀ͥ͢ȃζϋΏοϋ̹̩̯ͭͅΪΠ̦̞̀͜Ȃ̷̸̦ͦͦز́༥̱̞ͣ̀ͥ
͈͂൳̲̺ȃ
̭̰ͭ̾

ȁ̷ͦ́͜ȂΪΠ͈ાࣣȂईॠ̱̹̥̈́́Ȃ͉̪ͦ̀ྸঊ̭̜̈́ͥ͂ͥ͜ͅȃ൳̲̭̦͂Ȃ͖̩̹̻́͜
̧̧͂̓

͂̓

শş̦ܳͥȃΪΠ̈́ͣ๔ͅඑ̫̥ͥ͂Ȃાඤ༶̈́̓́ౝ̱̠̫̀ͣ̓͜Ȃ̷̧͖̩̹̻͉̠ͭ̈́͂̓
̳͈̥ͥȂ̞̥̾ܥ̦̜̹̤ٛ̽ͣდ̱̱̠͢ȃȪȆৢ૯ȇୃີࢤȫ
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ౘೀȪΗϋΙο;ȫ

Η ϋΙο;ฎআ͈̤დȪల 24 ٝȫ
ȁ̶͉ࣽٝ̈́Ȃಿઔ͒ΗϋΙο;̦ြ̹͈̥̞͈̾̀ͅৗ࿚̳́ȃ
ȁৗ࿚͉Ȃ
Ȭಎȭ߄ঊ૯̯ͭȆ̵̹̥̥̯͌͛ͭȆݠനઆ̯ͭȂȬཤȭგ̯ͭȂȬಿࣞȭઐ׆ȁ
ȁ̯ͭ̈́̓ 21 ྴ̧͈༷̥̞̹̺̱̹ͣ͘ȃ

ț̶̈́Ȃಿઔ͖̩͈͒ಏ̦ۼြ̹͈ȉ
̤̱͘

̵̹̞̰̫̞̾ͭ

ȁଡ଼Ȃ
ಿઔ͉٬̺̹̽ȃ५͈ఉ̞ളോോ͂Ȃࣞ͞ఱୱ५ࠏͬ̾ཤ٬ൽུ͈ఘ͈̜͂ͥͅۼஃ̞٬̺̽
̱̓͝

͏̥ͭ

̾

̹ȃ̷̭͒ਃ̥̹̈́̓ͣͦ͊ാग͞Ȃغ५̦̓̈́٭ͥ͢ͅغୟͤ͜Ȃོ̱̺̞͛ͅၛ̀ͣͦȂ
̞̱̥ͤ ̀ ̞ ̻ ̹ ̞

౷͞ઔ͈̈́̓ఉ̞ਃ೩౷ఝ͒͂Ȃಿ̞ා̥̫ͬ̀་̹̱اȃ
̞̱̥̞ͤ͒͞

̱̬̾ͭ

ȁ͖̩̹̻̦ਃ͈ࡔ̞̥̾ͣͅਯ̞̹̥ͭ́Ȃ̩̥̞ͩͣ̈́͢ḁ̩̑͂͜Ȃ2: ଲܮਞͩͤ́͘Ȃ
̠̀̽͗

̶̾͛̾

ಿઔ̷͈͞߃̩́ै̱̞̹͈͉̺̥ͤͬ̀ږȃ́͜Ȃഘ༼̱́͂ͣͦͥ̈́̓̀୲̱̥̫Ȃ̭̭ 211
ාոષ͜Ȃ͖̩͈ಏ͉ۼಿઔ͉͒ြ̥̹̈́̽ȃ
̠̠̓͂

̩̱̻͕̠ͧ

ȁ̱̥̱Ȃ2:61 ා̭̥̹̻̦ͧͣ߯୨̱̩̹̤̥̬̀ͦ́ͅȂൽ͈ߞႹ౷༷́ಏ͈ۼତ̦௩̢̧̹̀ȃ
͇͚ͧ

̷͈̹͛Ȃ༥̵ͣͥાਫ̵਼̦̱̺̞̩̹̈́̽͘ͅȃ̷̭́Ȃ̺͘ߗ̧౷͈̜̹͈̽आ౷༷͒ਯ͚̭͂
ͧͬࢩ̬̹̦Ȃ̷̭̺̺̞̞ͭͭ̽͋͜ͅȃ
̥̻͂

̸

ą̏̾ͅߗ̧౷ͬౝ̱̹͈̦Ȃୌ͈ੳ౷༷ȃ2:81 ා̭̥ͧͣੳ͈٬͞܅Ȃੳ̞́״༥̱ͣই̹͛
̭

̵̧̞

̷̠͞

̺̥͌

̦Ȃ̷̷̭̭ͧͧ͜ई̧̹ͭ́ȃ̱̥̹̞̥̈́ͣȂ32 ଲ̀̽̈́ͅܮȂཤ͈ਕ౷༷͞ୌ͈ࣞ౷༷͒͜֊
ͤਯ̧͚̠̹̈́̽̀͢ͅȃ
ȁ̹̻߯͜Ȃ̤̯̤ͭ͞༦̯͉ͭ൳̲ͅزಿ̩ਯ̞͇ͭ́ͥȃ
͉́Ȃز̦௩̢Ȃ͙֚ͭ̈́́ͅਯ̴͚͈̦͚̥̱̩̹̈́̽ͣȂ
̹

૧̱̞ͬز༆͈ાਫ਼ͅ࠺̀̀ਯ͚͈͉Ȃ̤̯̤ͭ༦̯ͭȉ̷ͦ
͂͜ঊ̻̹ރȉ
ȁ̷̠Ȃఉ̩͉ঊ̺̻̹ރȃ͖̩̹̻͜൳̲̺͢ȃ͂͂ࣞ͜͜
౷༷͉ਯ̭͉͛ͥ͂ͧઁ̞̱̈́Ȃਕ౷༷͉̭̳͂קͬൃ̩̀ێ
̦ͧࡉ̥̞̾ͣ̈́ȃ̷̭́Ȃ৹̞ಏ͉ۼȂ̭̥̓ਯ͙̞̭͂ͧ͢
̦ਃ̞̥̈́ͅȂౝ̱ͅြ̺̀ͥͭȃ
̩̾

̱̻̽

ȁ͖̩̹̻֚ͅ๔ຈါ͈͉̈́Ȃͬ௮ ͦͥ ౷̺͢ȃಿઔͅȂ
̞̠̳̞̻̿ͥ͘͠

ুட͈͈͘͘౷͉͕̞̫͂ͭ̓̈́ͦ̓Ȃໍ೧ဋକ౷͈̠͢ͅΪ

ৢ૯ˍȅಿઔ͒ြ̹͖̩͈ಏۼ

Π̦ै̩̹̽̀ͦ౷̦̜ͥȃ̷ུ̦ͦ൚ͅਯ͚͈̞͢ͅ౷̥Ȃ
ࡉ̯̺͛ͅြ̞͈̯̀ͥȃ
̺̻͂͜
ȁၛ෩̈́౷̧̦̹́ͣȂ̶͖̩͌͜ਯ͙̹̞ͭ́ȃ̷̠̈́ͦ͊Ȃ̞̥̹̻̾߯͂ో̈́ͤͅȂ͖̩͈̜
̠̦͠

̞͘

͈ခྴ̈́Ȃٗ̈́ȶໍȷͬࡉ̵̜̬̀ͣͦͥ͂এ̞̽̀ͥ͢ȃ
̥̞̹̩

ȁΪΠ͉౷̱ͬ̓ͭ̓ͭఽٳȂ౷̈́̓ͬैͤȂ̷̧̧̭̭̳̞̹ͬͤ̓ͧͥͬ̽̀͢ͅȃ
̱͟

ȁ͖̩̹̻ͬ͜ޣג̫̹ਅ͈̺͌͂̾ȃ́͜ȂࣽȂಿઔ͈ΪΠ̦͖̩̹̻͈̭͂ͬே̞Ȃ͂͜ͅ༜͚
̵̱̞

̧͖̠

উସͬা̱Ȃ͖̩̹̻͈ͅܛབ̞̠͂൘̱̩̹ͬ͂̀ͦ͜ȃ͕̠̜̦̠ͭ͂ͤ͂ͅȃȪȇୃີࢤȫ
ɦΗϋΙο;ฎআ͈̤დ͉Ȃြාഽ̥ͣ́ڞႲश̱̳͘ȃȪষ͈̤ٝდ͈ࠇश͉ˑͬထȫ
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ౘೀȪΗϋΙο;ȫ

ΗϋΙο;ฎআ͈̤დȪల 25 ٝȫ
țΗϋΙο;͉ 2 ාً̠̮̳̥ͬ̓
ȁࣽȂ̭͈ͬඋ͙ই̹̜̹͉͛̈́Ȃ2 ාً͈̠̮̱̞̺̠ͬ̓̀ͥͧ͢ͅȉ
ȁڠྀ͈̈́ͣশ͈͂ڠȂྎܢদࡑͅߎႻ̳ͥ 2 ා̺̱Ȃ૧ව২֥͉૧̱̞۪ߎͅޏႻ̱̦̈́ͣȂ͂
̧͉̠ࣣ͈ͅܨಏ͂ۼဋͭ́ܨഢ۟Ȋ
ȁಎාຳິ͉Ȃঊ֗̀͂ॽম́ාಎན̱̞̱ȂჇຳິ͈ު৪̈́ͣȂࢃࠑ৪ະ௷̞ͬ̾̾͜Ȃܬ୯ͅ؊
̲̹̥̈́͞ؤșȆȆȆȃ
ȁ̾ͤ͘ȂΪΠ࢛֚͂ͅ࡞̽̀͜Ȃࡢ૽͞ාႢȆે ͤ͢ͅޙ2 ා͈༥̴̱͉̞֑̠ͣ͐ͭȃΗϋΙο;͜
൳̲̺ȃ̱̥͜Ȃ൳̲ාయ͈͞ߚޏΪΠ͈༥̱̦ͣয̞̠̀ͥ͢ͅȂ2 प͈Μσ͉ 2 प͈Ȃຳິ͈Μσ͉ຳ
ິ͈Ȃ̷̸ͦͦඅခ͈শً̳̮ͬۼȃ
̦̾
ȁ̷͈໐ͬમ̱̩͓̫͉̞̥̞̦ͥͩ̈́ͅȂȶ଼ು͈๔̞ȷ͂ȶ৹ುȷͬ৾ͤષ̬̀Ȃ̷͈ 2 ා͈
༥̱̥̞͙̤̭̠ͣͬ̾ͭ́̀͘ȃ
ȁ̴͘๔̞ȃ͉ͣࠨ̹̽͘ાਫ਼ͅˎ̇ԦஜࢃȪ̻̠̓͡ໍ೧ဋକ౷͈ࢩ̯ȫ͈ႀ౷Ȫ̈́ͩ͊ͤȫͬࢹ̢ͥȃ
̱̥̱ȂຽȂ̷்̭͉̥ͣ๓ਝ̱̥́͘ঀ̞ͩ̈́ȃˏ̧ࣼ̽̀̀͞Ȃː͊ͅೄࠂ࢚̯̦͂
̯ͭ ̺ͩͣ

९ຒȪༀຒ͈ڀȂ̳́ͅঘࢊȉȫ͈ːȡˑ͕͈̓ͬπΏ́౷ષͅ௮ͤȂ၅ͬˎ͚̾ȃ၅͉ͬ
༦̦Ȃಓ͉ۼ͂య́༴̩̭͂ˍ̥ȃ͈ͅয̹Ȫ༗ࢌȫ
ȂΣχΠς͈̭͙̹̞͌̈́͢
͈̲̩͟

Ϊ͉Ȃͦ̀͘ːȡˑ́ͬၗͦȂ̻̻̞͂̾̀͢͢ͅ༜̩ȃ̷͈ࢃ͉͒࿗̴ͣȂ͂࡞̽
̀͜Ȃͦ̀͘ˎ̥͕͉̓Ȃ͉౷࿂ͅज̹̽༦ͅ༴̥ͦ̀ྨͥȃ
ȁ༦༷̥̞ͣͣͬ͜Ȃॾ͉ࢃ 211 ͕͓̠̓́ͥ̈́ͥ͢ͅȃ५ͅୱ̦ြͥࣼͅز͉ႀ
౷ͬၗͦȂତ΅υȡତຐ΅υၗ̹̜͈ͦͥȂ৽ͅߞႹۯඤ͈ൃק౷͒֊ͥȃୟୱزͬܢ֚́ͅ
ً̮̱Ȃˎȡˏ͉ͅॾ̞̞ͬȂ้̹͘౷͒͂࿗̞̩̽̀ȃ
ȁఈ༷Ȃඊၛ̱̹ॾ͉Ȃౙඊ̥Ȃ৹৪ಏ߲̯́ͦ̈́͂ۼḀ̑ͣ
ਝ͉๔̞͈ႀ౷͈̻̭̻̜̩ࢩ̠̠͢ͅ༽ͬۼ൲̧ٝͤȂତා̥̫
̀ুȪ৽ͅΑȫ̦ਯ͚ႀ౷ͬౝ̳ȃ̭͈ۼȂൃ͉ൃק౷͒࿗ͤȂ



̠ࣣ͈ܨ։ͬࡉ̫̾̀๔̞͂̈́ͥȃ૧̹̈́ႀ౷́૧ͬڰই͛ͥ
͈͉Ȃͦ̀͘ 4 ාոષࠐ̥̺̀ͣȃ
ȁ̭̦ͦȂ̤̤̰͙̹̽͋ͅΜσ͈༥̱̺̦ͣȂාႢ͞ࡢș͈Μσ
̢̥

̯̰֑̞̦̜́̈́ͥ͘͘ȃ႕̢͊Ȃ၅ͬॲͭ́͜ጟ̞ͣ̈́ȪະළȫȂ
ୱٜ̫କ̦́ၠ̯ͦͥȪഛबȫ
Ȃ୬͈ڙΪͬ΅ΜΥͣͦͥ͞ͅȪম

ذ

ȫȂز࣐́ಎͅॾ̦ഩඏ́ঘཌȪমȫ̈́̓́Ȃॾ̱̈́
ຳິ̧̦̱́ͥȂၗँ̜ͦ͊͜ठँ̧̩ܳͥ͜͢ȃ
̥͂ͦ͜

ȁँڰಎ͈৹৪͜Ȃौ͈́͘ࡓͬྫণ̱̀૧̱̞֚͂ͅ
̺ͭͤḀ͈̑̈́ͤप̈́ͥ́͘ͅඊͬ۹̞̹ͤȂ͂ఉအ̈́༥̱ͣ͐
̺ͤȃ
ȁ̾ͤ͘Ȃ൳̲ 2 ා͈̀̽͜࡞͂ڰȂ༥̱͈ͣఱ͈ၠ͈ͦಎ́Ȃ

ֲ̥ͣˎȂː๔࿒͉ဘು

ਝ

ࡢș͈Μσͤ͢ͅȂ̯͘ͅΪΠ͂൳̲̠͢ͅȂࡢ͈̜ͥ։̹̈́̽
༥̱̦̜̭ͣ͐ͤͥ͂ͬȂজ̹̻ΪΠ̧̤̩͓̺̽̀͜ȃ
ȪȆৢ૯ȇୃີࢤȫ
ɦࣽාഽ͈ȶΗϋΙο;ฎআ͈̤დȷ͉͈́ڞႲश̳͂̈́ͤ͘ȃ

ൃ
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ౘೀȪΗϋΙο;ȫ

ΗϋΙο;ฎআ͈̤დȪల 26 ٝȫ
țΗϋΙο;ͅ!̧̠̺͈̞̦ͧͥ̀ܳةȝΗϋΙο;͈࡛ે͂هఴȝ
ΗϋΙο;͉Ȃࢺশయͅ۾౷༷́͜ൃ͉ͅࡉ̥̫ͥΠς̺̹̽ȃခྴ̈́հࢩਹ͜ๅْͅຝ̞
̹̥̦ͤ

̹̱Ȃദအ͈࣐̠వਃ͈ڕ͞Ȃྦྷ͈ྟၶ͈చય̈́ͤ͜ͅȂͩͤ͂߃̧͈̺̹̈́̽͜ȃ
̭̦͂ͧȂࢺ͜ࢃܢȪ2931 ා̭ͧȫ̈́ͥ͂ͅȂ౷͈କനٳอ͞ਃၶ͈̈́̓́ޣגȂུਗ͉́͘
ͦ̈́Πς̱̠̈́̽̀͘ͅḁ̴̥̑ͩͣ͜ͅȂཤ٬ൽ͉́ 2987Ȫྶহ˕ȫාͅढ़ི͂आ̺̫́Ȃ29 ֵ
͜ΗϋΙο;ͬ༛̹̞̠̽͂ȃ̻͙̈́ͅȂ̭͈ා͉·ρȜ·୶́ခྴ̈́Ȃढ़ིࢷڠၛ͈ා̜́ͥȃ
̱̥͜Ȃ2991 ාయ̥͉ͣȂΗϋΙο;͈ਯ͙̥͈ਃ́Ȃͅ௸ݢକനٳอ̦࣐ͩͦȂಿઔ́
͜ 2999 ා͛̀ͅι̦ਓ̹̯ͦڗȃ̭ͭ̈́ߓࣣͅȂ้౷͈ક͂ਃၶ́Ȃ̩̈́͘͜ཤ٬ൽ́͜Η
ϋΙο;ͬ࿒̳̭͉̩̹ͥ͂̈́̈́̽ͅȃ
ͼϋΗȜΥΛΠ̦̈́̓ྚอో͈൚শȂ͜࿒ࠢૂ༭̞͈̈́́͜ȂΗϋΙο;͉୲̱̹͂এ̠ڠ৪
̰͌͂͂

̱͖̠ͭ̿͢

̦̞̹͈͜ॽ༷̞̈́ȃ̭̦̭̞͂ͧ̓̽ȂΗϋΙο;͉૽ၖၗ̹ͦൽ͈౷́Ȃૹ༴̩ޑ̧ॼ̽
̤̤̫͞

̞̹̀ȃ̷͈ତ̴̥ͩତֵ́Ȃอࡉ̦̯̹͈͉ͦͅ 2:37Ȫఱୃ 26ȫාḀ̑ࣽͣ :3 ාஜ͈̭̺͂ȃ
̷͈ࢃȂΪΠ͉༗ࢌͅႁͬಕ̨ȂΗϋΙο;͜ΪΠͦͅȂဓ̢̹͓ͣͦͬȂఘႁ̫ͬ̾̀ତ
ͬࠣͅݢ௩̱Ȃ̷͉̤ࣽ͢ 2-911 ֵȃ͈̈́ͅȂ௳౷ͬΪΠ͉ศ͞କനȆࢥުဥ౷Ȇਯ౷̈́̓ͅ་
̢̱̞̀͘Ȃ̢̹͂͊ਃ͉́ఱୃশయ͓͂౷͈ ::/3& ̦̹̞̠ͩͦ͂ȃ

̭͂ͧ́Ȃߗ͈Λί́͜କͬಕ̨̫
ͥ͂Ȃ̦̜̀͞͏ͦͥȃ̜͏̹ͦକ͉Ȃ೩
̞̭͂ͧ͒ၠͦͥȃ̷ͦ͂൳̲̭̦͂ȂΗ
ϋΙο;̧̹́ܳ͜ȃ̾ͤ͘Ȃֵତ̦௩̢
̹̹͛Ȃई͙ࣣ̹̽ൽ́ਯ͙ાͬږ༗
̱̩̩̹̈́̽ͅΗϋΙο;̦Ȃࣽଲͅܮව
ͤൽཤ͞ൽ؇͒ૺ̱ই̹͈̜͛́ͥȪ
ˍȫ
ȃ
̭͈࡛ય͉Ȃ̧͓̳ࠞۥ࿂̞̽̀͜
ͥȃ̶̈́̈́ͣȂఉ̧̞͉͂ 411 ֵոષ̦ޛ
̞͈͌͂̾ા͒ਬͥ͘ൽ͈ΗϋΙο;
̵̥̱̠ͭͭ͡

́Ȃ̱ۜ͜அછȂ̢̹͂͊ΣχΠς̧́ܳ
̵̭̠͍̠̬̞ͭ͡

ͥࣞພࡔುͼϋέσϋΎ̦̈́̓อ̱
̹ͣȂ̯̹̞͌͂ͤ̈́͘͘͜ͅȃ̷͈ܥܓ
̳ͬٝͥၛ̱̀͂̀Ȃًഽ͈ਬಎͬဲ
̢Ȃၗ̹̭ͦ͂ͧͅ८̱̹߲̩ͦͬ̾ͥ
̭̦̺̥̞̦͂ͣͥ̀ͦݢȃ

ȺˍȻڎ౷༷̤̞̀ͅȂΗϋΙο;א๔̞
̦௩̢̹͞ۼܢȂ૧̹࡛̱̹ͅාȃȪ႕̢͊Ȃ
ߞႹ౷༷͉́ 2:71 ාయ̥ͣ௩̢̫̞̀ͥ
̦Ȃ
आ౷༷͉ 2:91 ȡ :1 ාయͅ௩̢̹͈͈͜Ȃ
͉͕ࣽ͂ͭ̓௩̢̞̞̀̈́ȃȫ

̱̥̱Ȃ̜͏̞̩ͦ̀୶͈ව͈ͦఱ̧̯͉Ȃ̯͕̜̓ͥ͂এ̢̞͈̦̈́࿚ఴ̺ȃ̹͘Ȃൽ͉́Ȃ
ൃͅાͅਬಎ̳ͥΗϋΙο;ͬ८̵̯̹ͥ͛Ȃဓ̢ͥၾͬࡘ̱ͣই̹̦͛Ȃ̱̹̀ضབ̱̞͘
̥͈ࠫͥ̈́ͅضȂ݃࿚͈̜ͥ͜ȃ
Ȫȇୃີࢤȫ
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ౘೀȪΗϋΙο;ȫ

ΗϋΙο;ฎআ͈̤დȪల 27 ٝȫ
țΜσθΑι̞̳̥ͬ̽̀͘ȉ
̭̩ ̱͡ ͍

ࣽذȂུਗ͉ 46 ഽ಼̳࣯ͬȪȉȫ̧́Ḁ̧̑ຕ͞ΕέΠ·ςȜθ̩̈́̓͜͢ค̹̭̺̠ͦ͂ͧȃ
ಿઔ͜ຕ͈ྴ̧͉ͅࢡم̹̱̩̽ͣȂࣽා̥ͣ૧̹ͅȶౘೀΕέΠȷͤͩ͜حȂಕ࿒̯̞ͦ̀ͥȃ
͉̱̾ͥ

̳ͥ̓

̧̜̞̠͡

̽͂͜͜Ȃ̭͈ୋ͈!Ȩ೧ቤȩ͉͈̞̦̯̈́ͅנȂΕέΠ̈́ऺৗ̢͈̮͠Քࠉ̥ȃ
̲̠ͭ͘͟

ΗϋΙο;ͬͼιȜΐ̳̭̠̱̹͓͉ͥȂΜσ͈ঊᵉ൮͉̲ͬ͛مঊ႒ͅఉ̞̦Ȃಎلၳၑ͈ׯ
͉́ȂΗϋΙο;͈উͬऺ࡛̱̹́ఱ०͈ၳၑ̦̩̭̜̀ͥ͂ͥ͜ȃ͙֩́͘დͬࢩ̬ͥ͂Ȃ୷प
೧͉̲ͬ͛Ȃਈྴͅ೧̦̩͈͉࣭̾́ 281 ྐྵ಼̳̺̠ͬͧȃ̱͜Ȃ̜̹̦̈́ਈࢡ̧̈́ͣȂ̞̩̾ྐྵ
̥̠̺̬ͬͧͥͦͣݷȃ
̭͈͉ͦͣȂ̴̞ͦ͜ͼιȜΐ̜́̽̀Ȃ͈Μσ͉̞́̈́ȃ̦Ȃྶহশయஜ́͘ȂΗϋΙο
̱̠̭͡

;͉̱͂̀ၠ̱̞̹̀ȃΪΠ̦Μσ͓̞̹ͬ̀બ͉ݶȂུႥോ́ઁ̩̈́͂͜ 6-111 ාஜ̯́͘
̥͈͖̱ͦͥȂ24 ଲ̭ͧͅܮΜσུ͉͈͈اಎ́ྶ̈́ږ౷պ̹ͬ͛ȃ
අͅΗϋΙο;͉ତ͜ઁ̩̈́Ȃࢺশయ͉ࡀႁ৪͈ခ̯͂ͦȂྦྷ̦ྟၶ̱̠͈́̈́ͣ͜͢͜Ȃ͂
̢

̸

̻

̧ͅঘऻ͈̈́̓ࡕั̵̦̹ͦͣشȃ̹̺Ȃنվ౷͉႕́ٸȂͺͼΤ͉ুဇͅΗϋΙο;ͬ༛ͤȪ 2ȫȂ̷
ͦͬგ૽̦႗̱̀Ȃུਗ͒ค̹̱̞̹̽ͤ̀ȃ
͉́Ȃओ༆اచ͈̦͕̥͈Πς̥̤̥̱ͣ̀͜
̩̞͕̈́̓Ȃ̶̈́ΗϋΙο;̦අ༆ণ̯͈̥ͦͥȃ
ࠫँ͈အș̈́ΟΎͼϋ̥ͣȂ͈̫ڥ͈ۼ͞Ȃ͉
͉̀ـढ़ٰ͈ͅঢͥ́͘ȂΗϋΙο;͉ુ͈̈́ڰ
͉͊

̧

̥́͜Ȃ͍̫͂͆̀Ȩ໙ͬ၌̵̥̀ȩ̞ͥȃ
͂͂͜͜ȂΗϋΙο;͉ಿ̧̳ͥΠς́Ȩ̹̞͛́ȩ
͉͂Ḁ̑ࣽͣ 3-111 ාոષஜͅಎ࣭̹́ͦ͘ࣉ̢́Ȃ
ٸြ˔̱̀͂اଲ̭ͧܮུ̹̯̹͒ͣͦ͜ȃ
̳

̷̦̱̹͈͉ͦȂ൳̲Πςུ̦͜ͅୁ͙Ȃ
ȶౙȷ
̈́ȆฒȆࣱུ͈̦૽͈എۜͅζΛΙ̱̹̹
̺̠͛ͧȃ
̯ͣͅ࡞̢͊ȂΪΠ͈̠͢ͅˎུ௷́ၛ̻ȪΠς͉ٯ
̷̠̺̦ȫ
Ȃఘ͜૽͙ͅఱ̧̞͈́൲ै̢̱ͥ͜Ȃ
౷ષ̩ͬ͢༜̧Ȃຳິ̦پഞ̞ଛ̬ȪൽඃഎȫȂͥ͘
̦́ဘ͒ΑίȜΰ̵͓̯̠ͥ͢ͅȂ̦Ϊ͒

 2/ ͺͼΤ͈̹̻ͥ͢ͅΗϋΙο;ȁ
ȁȁ!͈ਃၶȪཤ٬ൽฎ܁௬ȫ

͉̱̠̾

ቤ֊̢̱̯́ͬဓ̢࣐ͥ൲̈́̓ͅ߃̢̥̹ۜͬͣͅژ
֑̞̞̈́ȃ
̾ͥ͌͛

̭͂ͧ́Ȃນఴ͈൞̢͉̮ం̥̈́ȉয̹̠̈́͢ȶ೧ຍȷ͉ࢺশయոஜ͈੫ྴ́Ȃ̢̹͂͊ന
ಿ͜ͅ൳̲ྴ͈ྲ̦̞̹ȃ̱̥̱ȂΜσθΑι͉Ȃ͉ఱ൨͈ഴਅྴ͈֚̾ȊȊȁ
ಿઔ͉ఱ൨ॲུ̺̦֚ȂΠπθΑι͞ξ΅γζτ̦ఉ̩ȂΜσθΑι͉ऩ̯̞̞̱̞ͦ̀̈́ͣȃ
ΗϋΙο;͜ြ̞̭̺̱̀ͥ͂ȂಿઔॲΜσθΑι̤͜ͅ࿒̺͈̞̹͙̀̽͜ͅڥȃȪȇୃີࢤȫ
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丹頂（タンチョウ）

タンチョウ博士のお話（第 17 回）
〇舞鶴と言えば京都府では？
まいづる

地名で舞鶴と言えば、京都府北部の舞鶴市を思い浮かべるのが普通だろう。名前から連想して、そこに
ツルがたくさんいたから付けられた名と、誰でも思いがちだ。が、そうではないらしい（答えは末尾）。
しょうしんしょうめい

しかし、長沼町の舞鶴は、正真正銘、ツルがいたので付いた名だ。
いのうただたか

え

ぞ

長沼町には、かつて広い湿地が広がっていた。あの有名な伊能忠敬（1745-1818）の地図を基にした蝦夷
おおざっぱ

図にも、オサツトー（沼）とマオイトー（沼）がつらなる大きな沼や、南幌町のツル沼なども大雑把なが
ら描かれている。これらの沼や周りの湿地に、ツルがたくさんいたことは江戸時代の記録からもうかがえる。
マ オ イ ヤ マ サンロク

モッ

しかし、“19 世紀末”、1890（明治 23）年に北海道庁の訓令で「馬追山山麓ヨリ千歳川ニ到ル各沼地ヲ以
ハンショクチ

アイサダ

ソウロウ

テ鶴蕃殖地ト相定メ候ニ付テハ」（図 1）、その他のトリも含めて一切禁猟とされた。逆に言えば、そこでツ
ルが繁殖し、しかも数が少なくなっていたことの、証明書にほかならない。
では、その後これらの沼はどうなったか。1948（昭
和 23）年の航空写真では、ポンユーパリ沼をはじめ、
おさつぬま

長都沼、馬追沼、ツル沼などまだ健在（！）だった。
まぼろし

ころも

しかし、今はすべて幻となり、衣のように沼を包んで
いた湿地も消え去った。ツルも幻となったのは言うまで
もない。
ところが、“20 世紀後半”の 1985（昭和 60）年６月、
ちんじ

長沼町で珍事が起きた。舞鶴地区に住む佐藤さんの水田
の、なんとあぜ道で、マナヅル夫婦が巣を造り、２個の
つが

卵を産んだのだ。前年には、同じ番いらしい２羽を、近
くの駒谷さんも目撃していた。残念ながら卵は間もなく
失われ、夫婦のうちの 1 羽も体調を崩し、札幌円山動物
園で治療を受けたが死亡した。それが、舞鶴小学校のガ
はくせい

ラスケースに収まっている剥製である。成功はしなかっ
たが、野生のマナヅルが日本の野外で営巣した初記録だ。

図 1.100 年前（1910 年代）の長沼町南部
（馬追山と千歳川の間）の沼・湿地帯（地
理院５万分の１旧地図使用）

その後、この情報は 1999（平成 11）年、学会誌に英語
で発表され、世界へ発信された。
そして“21 世紀！”かつて馬追沼のあったところに、遊水地と名を変えて湿地が復活。これは、ツルの
再来を予告する事柄だった。それを素早く感じた地元の人たちが、ツルを呼び戻す活動を始め、それに応
じるように、今ツルが長沼町の空を飛んでいる。こうした復活劇の進行に、自然と人間との不思議なかか
わりを見る思いがする。
さて、最後に舞鶴市の地名の由来に触れておこう。確かにツルもいたかもしれないが、そこにあった田
がしょう

ぶかくじょう

辺城の雅称（別名）が舞鶴城。同名の田辺城がほかにもあるため、改名して正式に舞鶴城に。
その後町村名制定の際に城にちなんで地域名も舞鶴へ、という次第。蛇足ながら、舞鶴城を雅称とする
城は、九州の福岡城をはじめ全国に 16 城ほどある。（文：正富宏之）
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ౘೀȪΗϋΙο;ȫ

ΗϋΙο;ฎআ͈̤დȪల 29 ٝȫ
țΜσ͈ݜȪȉȫ༐̱
̢̜̺̥

ȁນఴ͉Ȃ
ল̷̠ͬͦͩ࡞͂ @ ̢̞̲̹֑̈́ͭ͝ۼḁ̑ͅږȂΜσ͈ȶآ༐̱ȷ͉ခྴ̺ȃ̦Ȃ
ȶΜσ͈ݜ༐̱ȷ
̈́ͭ̀Ȃমങ͉̞̱̈́ͅȂͼϋΗȜΥΛΠ͓́̀͜ȆȆȆ͂Ȃ̭̭̞́̀͘Ȃ̻̽͂ͤ̈́͡ͅܨැ͈̹͛ΥΛ
̫̯̩ͭ

Π̱͙̹́॑̀ȃ
ȁ̭̦͂ͧȂ
̜̜ͥͥȃ୰ͣ͞ζϋ΄ͣ͞ȂΩυΟͻȜ໓͈̦̞̩̜̹̈́̾̽͜͜Ȋ̱̥̱Ȃވ̳͈͉ͥȂ
̦͈̓ͦ͜ߗطდ̞̠͂ത̺ȃ͉́Ȃ࡛͈დ͉̞͈̺̠̥̈́ͧȉ
ȁཤ٬ൽ͈ΗϋΙο;ȪոئΜσȫ͉Ȃஜଲܮ͊́͘ 211 ֵ͜ͅྖ̴̹Ȃ୲͈̹̞̯̯̀ͦͣͅܥܓȃ
̹

ȁ̱̥̱Ȃ̷͉͈̹ͦͬ̽ݣȂ̤૽̞͉̈́́̓̈́͞زȃ႟ ئ41 ഽ߃̩̈́ͥͅൽ͈ࡕ̱̞ൃ̢ͬ۔
̞̹̀Ȃ͕̥̈́ͣ͆౷ࡓ૽͈زș̺̹̽ȃ
̤̤

ȁࡕܢێȂ५͞ศ͉ฒ֚́ໞͩͦȂ͞ઔ͕̦̈́̓͂ͭ̓͜ൄ̱̠̽̀͘ȃࡔ́͞କ༏̧͈͈͜
͞ಖ̈́̓ͬ༛ً̹̱̮̽̀ͬذΜσ̹̻͉Ȃൃ͉͓ͬౝ̵̞̈́ȃဃକ́ൄ̴̞̥ͣ̈́ͩ̈́କ༏ͬှͤͅȂ
̯͘ͅळș͂༥̳̱̥̞ͣ̈́ȃ
ȁ̷ͭ̈́শȂΜσ̷̦̥̞̠̺ͩ͂Ȃু͉̻̹૽͈ز̹̻͈ൃ̱קဥ͈ܲਹ̈́Π;κυΏͬȂ৻̽
̳̩

̞̀ͥΜσ̹̻̫ͅဓ̢̹ȃ̷̦ͦൃ͈ະ௷̥ͣΜσ̞ͬݣȂ้͈͈͒ڰႁ̩ͬޑ̢̹͈̜́ͥȃ
̭̠͉̞ͭ

ȁࡢ૽̦ই̹̭͈͛׳੩͉Ȃ̦̀͞ࢩํսͅழ̯ͦاȂఉ̩͈ݯા̦̩̾ͣͦȂ̷͈̤̥̬́ȂΜσ
͉୲̢͈̹קͤͬܥܓȃ̭̭͉́͘ȂȶΜσ͈آ༐̱ȷ͈დ͈൵ව͂൳အ̜́ͥȃ
̞͂̈́

ȁ̯̀Ȃ̜ͥΪΠ̦೧ݳఆ́၃ު̤ͬͥͦͣ́ͭאȃΜσ͈ତ̦̺͘ઁ̞̭̈́ͧȂݱৡ߃̩́Μσͬࡉ̥
͘

̫Ȃ̹̞͛́Μσ̦ြ̹͂ͬ́ͭܔ७̞̤̞̹̀ȃ̦̀͞Ȃා̮͂ͅΪΠ̹ͦ͞ͅΜσ̦ˎֵȂː
ֵ̱̺̞͂ͅ௩̢Ȃ၃͜زఱ̞̹̞̱̀ࠞͅۥȃ
ȁ̱̥̱ȂΜσ͈ତ̦௩̳̾ͦͅȂ̭͈၃͒زြͥΜσ
͜ 31 ֵȂ41 ֵ͂௩̢̧̹̀ȃ
ȁ̷͈̠̻ͅΜσ̹̻͉Ȃݱৡ͈ಎ́͘වࣺ͙ͤȂ;Ώ̦ޥ
͉̭̠̽

̞̀ཕͦ٢ِ̱̹ͬͤȂ;Ώဥ͈ͬอ̵̯ࣖͥໞ̞ࠪͬͅ
̜̫̹ͤȂ७̞̹Π;κυΏ͕̲̩̱͓̹ͬͤ̀ͤ
̳̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ̭̜͈ͦͬఱ̧̈́Πςͅਬ౬́ͣͦ̀͞Ȃ
̞ࣾͣ̈́૽͉̞̞̈́ȃ̾ͤ͘ତ̦࿚ఴ͈̜̈́́ͤȂ̯͘ͅآ
ͬ́ݜ༐̯̹̲̺ͦۜȃ
ȁ̱̥̱ȂΜσ͉ݜ༐̱̱̞͈͉̞ͬ̀ͥ́̈́ȃ

ɣݱৡ́͘ͅවࣺͤͭ́ͬౝ̳ΗϋΙο;

ȁ̭͈ે͉ޙȂΪΠ̦ै̹͈̺̥̺̽ͣ͜ȃ
ȁ̾ͤ͘Ȃ̧̧͓̩̱̹͈̜ܳͥ̀ܳ́ͤȂઁܛਅ͈༗ࢌۯၑͅഐ୨̈́చ؊ॐ̹̥̹ͬ̈́̽ȂΪΠ͈௰
ͅୣහ̦̜ͥȃ̭͈࡛͉Ȃ̯͘ͅͼΕΛίࢊ̜́ͤȂ̷̭̥ͣΪΠ͉Μσ͈͂ັ̧ࣣ̞༷̱ͬ͂߱ޗ
̞͇̀̈́ͣ̈́͊͊ڠȃ
ȁडࢃ͌͂̾ͅັ̢̫̠̭̤̀حȃಿઔ͉́Ȃષܱ͈̠̈́͢মఠ̧̢͉̞ܳ̈́ȃ̶̈́̈́ͣȂಿઔ̭ͅ
̠̱̹Μσ͈ఱਬ౬้̩ͬ̾ͥ౷̭̞̱̈́ͭ̀̓̈́͜ͅȂΪΠ̦ͬဓ̢̀Μσͬͅآ̵ͥ̾ͤ͜͜
̞͈̺̥̈́ͣȃ
Ȫȇୃີࢤȫ
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ౘೀȪΗϋΙο;ȫ

ΗϋΙο;ฎআ͈̤დȪల 2: ٝȫ
țΗϋΙο;͉ಿઔ͈ು̺̠̥̈́ͥͧͅȉ
ȁಿઔͅଡ଼ȂΗϋΥΠȜ̞̠͂ઔ̦̜̹̽ȃ͈ࣽཤಿઔ౷ߊ͈ୌˍ 26 ๔౷̜̹ͤ́͜࠺̞̽̀ͥȃ
ȁ
ȶΗϋΥȷ̦ȶಿ̞ȷ́Ȃ
ȶΠȜȷ̦ȶઔȷ࡛̳ͬͺͼΤࢊ̺̥ͣȂ̯̱̩͘ྴ̹̈́̽͜ͅಿઔ̺ȃ
ȁ̷̭ͅȂΗϋΙο;̦̞̹̥̠̥͉̞̓ͣ̈́ȃ̱̥̱Ȃ෯ݚၿ͈ୌ͈೩౷͉Ȃ̞̹̭ͥ͂ͧͅઔ͞
౷̦̜ͤȂΜσ͈ྴਫ਼̺̹̽౷ఝ͈̈́́Ȃ̷̤̩ͣΗϋΥΠȜ̞̹̺̠ͧ͜ͅȃ
ȁཤ٬ൽ͉́Ȃ26 ଲ̥̭ͣͧܮგ૽͈̦ͤ͘ޑȂ2: ଲࢃܮ́͘৽ͅઐஜ๋̦ൡহ̱̞̹̀ȃ̷͈Ⴄ
యزჇ͈̥̈́ͅȂઐஜࢩಿ̞̠͂૽̦̞̹ȃڠ৪ว́Ȃఉུ̩͈͈ಠ৪̱͂̀ͣͦͥ͜ȃ
̴͙͂ͤ

ȁ̷͉͈ಠȶઐஜȷ͈̥̈́́ȂȨఈ૽͉ΗϋΙο;ͬକು͈ಏ̦̞̱ͥ̀͂ۼȂ̷͉֑̠ͦȃ५Ȇ૩Ȇ
̱̠̹̩̻͡

̹̪̞

̥̽͋

ࡔ͈̈́̓Πς̩́̈́͜Ȃࢩ̞ઔా౷Ȫࡔȫͅਯ͚႒ͦ̈́͘Πς̺Ȋȩ͂ڭ෫̱̹ȃ
ȁ̷̜ͦ̽̀͜Ȃൽॲঊ͉̻ͧͭ͜Ȃུ૽͉̺ͦ͜Ȃ̞͞Ȃ̭͈ುͬͥଲٮಎ͈૽ș̦ȂΗϋΙο;
͌ͣ

̞̾

̳͙̥

̱͟

͉̹̫ٳࡔͬͅ௮ͤȂ̷̭́ঊͬ֗̀Ȃͤ͂ͬȂࡔͬȨਞ͈ୁزȩ̳͂ͥਅ͂এ̧̹̽̀ȃ̻͜
ͧͭȂজ̷͈֚͜૽̺ȃ
ȁ̭̦͂ͧȂ̜́ͥȃ߃ාৢ̱̹ৢ૯ӱͬࡉ͕̱̞̀ȃ̭͉ͦ́૩ͅਯ͚͂࡞̤̥̱̩̞̱̽̀̈́Ȃৢ૯
Ӳ̈́ͣศ͈Πς͂ࡤ̞ͭ́͢ȃઐஜࢩಿ̦̭ͦͬࡉ̹ͣȂ̈́ͭ͂࡞̠̺̠ͧȃ
̫̞̥ͭ

ȁ͈ಎ͉ͅȂࠊ ۷͈အঊ̦་̧͈̞ͩͥ͂̈́́͜͜ڰఉ̞ȃ
ȁ̱̥̱ȂΗϋΙο;͉۪͈ޏ་̩̠͘ͅا؊̧̲͈̺ͣͦͥ͜ȃ
̷ͦͬخෝ̱̞͈͉̀ͥͅȂΪΠ͂൳̲̠͢ͅȂ൲͓͜͜
ͥॠ̵͈̞̜́ͥȃ̱̥͜Ȃ͓ͥ൲͈ਅ႒͜ఉ̩Ȃ̞ͩ
̵̭̠̱̩̞͡

ͥ͠ࢩ̢̹ͬॠ̜́ͥȃ
ȁ͓̦ཅ̥́Ȃऺ̦ఉઁ̜́ͤ͜Ȃഛഌ͜ઁ̩̈́հ̈́ͣȂ
̱̠ͤͭ͡

͉ͣ૩ႅȪ̹̺̱ႅ͉౷ȫ͈Πς̱͂̀א̱Ȃঊͬ֗̀ͥȃ
ȁ̱͜Ȃয̹۪̦ޏศ߃̩̜ͤͅȂΪΠ͉ྫ̈́ٺȂ͚̱̩ͧͦͬ

ৢ૯ӱȁΧϋΦ΅͈૩͈ಎ́א
̱Ȃ၅ͬ༴̩ΗϋΙο;Ȫज़ ; גΗ
̠̀̈́ͤͥৗ̢̞ͬ̀ͥȃ̺̦Ȃ̷̞̞̠͈̺̠̥ͦ́͂ͧ͜͢ȃ ϋΙο;༗ࢌࡄݪΈσȜίȫ
ͥခ̈́ף൲̺͂ڠਠ̳ͦ͊Ȃศ͈Ȃ͂࡞̠ͤ͢Ȩ͈Πςȩ̺̽ͅ

ȁ̭ͦ́͘૽͈ۼ൱̧̥̫́Ȃ૩͈͞Πς̠̈́ͥ͢ͅΗϋΙο;
̳

ͬॽ̧̫̹࢜̀ȃ̱̥̱Ȃུ͈ͣြ͈ୁ ͙̥͉౷̜́ͥȃ̺͂
̳ͦ͊Ȃ̷͈ͣͬા̞̰̠͒̈́൱̧̥̫ͬজ̹̻͉̳ͥຈါ̦̜
ͥȃ
ȁΗϋΙο;͉Ȃ
ఉਅఉအ̈́൲̳ͬ͂ͥͅષ͓̹ͅȃ̾ͤ͘Ȃ
ΗϋΙο;̦༥̱̞͈͉ͣ̀ͥȂ̷̧̯̰̦̭̈́͘͘ͅਯ͚̭
̜̥̱

̹̦

͈͂બ̜́ͥȃ̷̭͉́Ȃ̷̸͈̦ͦͦࡽ̞̥̥ࣣ̞ͩͤ̈́ͅ
̥̹̻̩̿

̦ͣȂ̹͂̽͘͘ΏΑΞθ̻ͬȂཅ̥̈́ুடͬࠁ ैͥȃΗϋΙο
̩̾

;͂ͅވ̧͉ͥ͂Ȃ̷̠̱̹ুடͬಿઔ͈ͤͅȂ̳̭ͥ
̞͂̈́ͣ̈́ͅٸȃ
Ȫȇୃີࢤȫ

ৢ૯Ӳȁཪ౷͈ಎͅॼ̯̹ͦȂٳ
ऀ̱̹࿐͈आͬୟ̺ͭാେͤષ́Ȃ
ͬ௮ͤ၅ͬ༴̞̞̀ͥΗϋΙο;
Ȫज़ࢤີୃ ; גȫ
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ౘೀȪΗϋΙο;ȫ

ΗϋΙο;ฎআ͈̤დȪల 31 ٝȫ
țΗϋΙο;̧̦̹̽̀͞Ȋ
ུ૽̦̞̈́ͣ̽̀ͥ͜ುȶΗϋΙο;ȷȃ́͜Ȃ̻̽͂͡ஜȂ͂࡞̽̀ࣽ͜Ȫ႓გࡓාȫ̥ͣ 41
ා͕̓ஜȪ଼ࡓාࣼȫ͉Ȃ
ȶཤ٬ൽ͈ುȷͅঐ̯̞͈ͦ̀ͥͅȂൽ̱̥̞̞̈́ͅು̺̹̽ȃ̷͈ઁ̱ஜȂ
̥̾ͤࣽͣ͘ 81 ා͕̓ஜȪგ 36 ාࣼȫ͉Ȃ̵̶̞̞ 71 ̴ֵ̩̞̱̥̤ͣͣȂం̱̠͂ܓএ̞̹ͩͦ̀ȃ
̷̯͈ͣͅ 41 ා͕̓ஜȪఱୃ 21 ාࣼȫ͉Ȃ୲࢛̳ͬͥͅ૽̢̯̞̹ȃ
̱̥̱Ȃ̷͈̯̯ͣͣͅͅ :1 ා͕̓ஜȪഛ༗ࡓාࣼȂࢺশయȫ͉Ȃତ͉ઁ̩̹͈͈̈́̈́̽͜Ȃུਗ
̜̻̭̻́́͜ΗϋΙο;͉࿒̯̞̹ࠢͦ̀ȃ̻ͧͭ͜نվ౷̹̩̯̞ͭ̀͜ͅȂಿઔ̥ͣ୷प̥̫͒̀
͈౷ఝ͉Μσ͈֚ఱ௳౷̺̹̽ȃॼැ̦̈́ͣȂಿઔ͚ͬ܄ΪΠ͈༥̱͈ͣڐఱ̦Ȃ̭͈ͣͬ౷̥
̞̱̹ͣ̽̀̽͘ȃ
̭̦͂ͧȂΜσͬ୲͈ໟ̞ࣺ̺ͭͅ൳̲ΪΠ̧̞̠̦͂ȂΜσͬͅဓ̢̀୲̥̞ͣݣȂ࡛
̶̀͘

ह 2-911 ֵ͕͈߲̓ͦͬ༗̱̹͈̜̾́́ͥ͘ͅȃ̷ͦͤ͢ͅȂ̹̽̈́ͅޛൽ̥ͣȂ3111 ාయ͉ͅൽ
ཤ͒Ȃ3121 ාయ̥͉ͣൽ؇͒Μσ̦֜ͦই̹͛ȃ̭͈মఠͅȂΗͼηϋΈ̵ࣣ̥͈̠ͬͩͥ͢ͅȂਃ
କࠏ͈ࢻକచॐ̱͂̀Ȃ୷प̞ͅ״ဋକ౷͂ઠ̳ͥ౷̦ 7 ̥ਫ਼̩̹̾ͣͦȃ̷̭́౷֖͈૽ș̦อ
ே̱̹ȶΜσ͢ြ̞ȊȊȷ͈ࡤ̢͍̦̭̱̹̥͈̠́͜͢
ͅȂ்௸ΗϋΙο;̧̦̹̽̀͞ȃ
̥ͅږȂ˓Ȃ˔ාஜ͜ͅ 2 ֵ͈ΗϋΙο;̦ಿઔ࡛̹͒ͩͦȃ
̦Ȃౣ̞తह̹͂̓̽͘ͅȃ̺͘ȂΜσͬಿͅܢ̫වͦͥঔ
୭̦̥̹̥̺̈́̽ͣȃ̱̥̱Ȃဋକ౷̦ষలͅࠁͬା̢ͥ͂Ȃ
૧ഛ౷͈͒֊ਯ̹̞࢜ͬ̀͛ޑΜσ̹̻̦Ȃୃ͈ܰͬުٳఞ
̴̀ͅང͉̲̹ͦ͛ȃ
Μσ͈֊ਯ࢜Ȃঔ୭ାȂ̭ͦͅ౷ࡓਯྦྷ͈ࠞۥ൲̞͂
̠ˏ͈̾ါள̦ΗͼηϋΈ̩͢ఁ̞ȂΜσ͈ಿઔਯ͉ا
ૺ̞ͭ́ͥȃඅͅौා͉̥ͣਝ̥̫͒̀Ȃˎֵ̦Ⴒಿܢ
ۼဋକ౷͇̪̱ͬͣ͂Ȃ̱̥͜ˎ̥߃̩͓̩̈́̈́ͥ̈́ࡏܓ
̥ ͭ ̠ ̧

ֵ۟ͬܢȂဋକ౷͈ಎ̺̫́ྫমً̮̱̹փ͉݅ఱ̧̞ȃ
̯ͣͅȂࣽා̥ͣ͜൳̲ࡢఘ̱̞ͣˎֵ̦ဋକ౷͇̪ͅ
ͣͬ͂ͤȂ̱̥̽ͤྺ̧ࣣ̞̱̹̭ͬ͂͜Ȃြ้͈ͬఱ

ৢ૯ȇໍ೧ဋକ౷͈ಎ́ྺ̧ࣣ̠ˎֵȃ
ȁȁȁऒ଼̦ುΑȂֲ̦Տ଼ುιΑȃ
!Ȫ଼ 42 ා 5  31 ȁज़גȇୃີࢤȫ

̞ͅܢఞ̵̯ͥȃ
̥ͅږȂˍֵ͉ˏप଼ುΑ̺̦Ȃ̠͜ˍֵ͈ˎपՏ଼ು͈͉֒ഥঊ̱̞̞ͬ̀̈́ȃ̱̥̱Ȃྺ
̧ࣣ̞࣐൲Ȫৢ૯ȫ̥ͣྶ̥ͣͅιΆȂ̱̥͜Ȃ̭͈࣐൲͉ౙ̈́ͥోոષ͈ၑഎ̧͍̦ࠫ̾ˎֵ
̜̥̱

̜ͥͅબ̜́ͥ͜ȃ
̠̩̞̫͊͘ȂြȂˎֵ͈́ۼ௮̦ͤই̥̱̞ͥͦ̈́͘͜ȃমȂഩඏȂͺρͼΈζ̈́
̓ഛഌ̥͈ͣࢲ̢ࠢͬͤקȂྫমΪͬ֗̀ͥউͬȂজ̶͌͜ࡉ̹̞̥̞͂ͣͥ̀̽ܐȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȪȇୃີࢤȫ
ɦࣽාഽ͈ȶΗϋΙο;ฎআ͈̤დȷ͉˒Ȃ21 Ȃˎͅࠇशထ̳́ȃ
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ౘೀȪΗϋΙο;ȫ

ΗϋΙο;ฎআ͈̤დȪల 32 ٝȫ
ͺτȊ!ֵआ̦၂̻̹ȊȊ
ȁࣽȂֳಐ૽̦ໍ೧ဋକ౷̧̹̱̠̽̀͂͢͞ͅȃ̭̭́͛̀Ȃဋକ౷ͬս͚ാ͈ષ͂Ȃ౷͈ಎͅ
̞ͥఱ߿̧͈͈̹ٛ̽͜ͅȃ
ȁ̷̭́Ȃֳಐ૽͉Ȃˎ̦̾൳̲͈̥͜ࡉޭ̠̱̹͛͂͢ḁ̑ͅږാ̞༷͉ͥͅ൮̈́̓ఱ̧̞̦Ȃၰ৪
͂͜࿒̦ඵ̾́Ȃࠁ͉֑̠̦࢛̜ͤ͜Ȃસ̛͘͜൳̲̩̞ͣȃ̱̥͜Ȃ́௷ུˎͅވ༜̧Ȃ͕̥ͅ൳̲
ఱ̧̯́ˎུ௷͈͈͉̞̥̹̈́̽͜ȃ
ȁේ̺ͭྎȂֳಐ૽͉ࠫა̱̹ͬȃ̭͉̩ͦ։̧͈̺̈́ͥ͂͜ȃ̶̈́̈́ͣȂാ̧͈͈͉͜Ȃఘ
̠̠͜

͈֚໐ͬੰ̧ໂ̦ျ̱̞͈̀ͥͅȂ౷͈͉Ȃֵ͕͖̦࿉́ໞ̞̥̺ͩͦ̀ͥͣȃ
̢ͭ͠

ȁ̾ͤ͘ȂΠς̦Πς̹ͥਫ਼ո͉Ȃֵ࿉̞̠͂අਂ̈́ໞ̞̭̜ͬ̾͂ͥͅȃ͂͂͜͜ȂΠςֵ͈࿉͜ȂΪ
Π͈࿉͜ȂΰΫ͈ႌ͜Ȃ࡙͉ܳ൳̲́ໂ͈་ࠁ̺ȃ
ȁು͉ߗ̹ͬ͐͛Ȃ͓̩̈́ͥߗܨࢯͬࡘ̱̹̞ͣȃ̺̥ͣȂ؆ඎ͈̜ͥఘֵͬ࿉́ໞ̞Ȃఘͬၠ
߿̱̞̀ͥͅȃ̯ͣͅȂ͐ႁͬං͉ͥͅఱ̧̈́ȶ̠̻ͩȷ̦ຈ
̯̾͊

ါ́Ȃਹ̯̯͂͂ޑఱ̧̯͈ΨρϋΑͬ͂ͤȂ့̧̦̜̦̹́̽ȃ
̧̥̰

͇͊

ȁ̱̥̱Ȃ့ͅঀ̠ȶ໓୨ֵͤȷ͉Ȃ̱̩̻ࠣ૦̹ͥ͛ͅੱ͙
̦̩͌̓ȂΗϋΙο;͉ତා̮͈͂ȜΨȜγȜσ́Ȃ֚৾ͅ
̥̠ͭ

̢̩͉̞ͤ۟̈́̀̈́ͣ̈́ȃ̭̦ͦȶֵ۟ȷ́Ȃา̢̫̥̀ͣ་
ͩͥ́͘ˎ̥͕̥̥̓ͤȂ̷͈͉ۼ൚ட͓̞̈́ȃ
ȁໍ೧ဋକ౷̞ࣽͥͅΗϋΙο;ˎֵ͉Ȃྴढ़̦̞̞̾̀̈́
͈́౯̧̞̦́̈́Ȃ̩ͣޔौා̩͢ࡉ̥̫̹ࡢఘ͂൳̲̺
̠ͧȃ̠̻ˍֵ ) Α * ̦ˏप͈౪̢ͬࠞͥौාˑͅ
ֵ۟ͬই͛Ȃ˓଼ۖ̈́ͅು͈̞̹̈́̽ͅȃ
ȁ̠͜ˍֵ͉ιΆȂࣽා͈ˑ́ˎप̹̥̺̈́̽͊ͤͅȃ
̭̦͂ͧȂˑྎͅ੫့͈̥ͣȂఱֵ̧͈̈́၂̻͈̦ͥ࿒
̯̹ࠢͦȃֵ̭̠̱̦͉̲̀۟ͤ͘Ȃ˓͛ͅठֵ͍̦

ৢ૯ӱໍ೧ဋକ౷́ࣽාֵ࣐̞۟ͬȂ
ठ͍͓̠̹ͥ̈́̽͢ͅ 3 प͈Ηϋ
Ιο;ȪιΑȫ
Ȫ႓გࡓා 8  2 ȁज़גȇୃີࢤȫ

̷̢̞͓̠̹ͧͥ̈́̽͢ͅ ) ৢ૯ӱ *ȃ
̦̾

ȁൽ؇࠷͉ͅȂ୶้̱͚̥̱̞͂̀ͩ́̀ͥΗϋΙο;͈๔̞̦̞ͥȃ̭͈̠̻ˍֵ̦ࣽා˒۟ͅ
ֵ͈শ̢̹ࠞͬܢȃ̞̾̈́ͣ͜Ȃא౷̥ͣၗ̹ͦକന́ͬౝ̳͈ͅȂࣽා͉ΪͬႲ̵̞̞̞̥ͦ̀̈́Ȃ
͈̜ͥ౷͒࿗̽̀༥̱̞ͣ̀ͥȃ͓̞̈́ು͉հ̦ల̺̥֚ͣȂא౷̦֚๔հ̧̭́ͥ͂ͧ̈́
͈̺̠ͧȃ
ȁ̠͂࡞ͅݙȂֵ̧͈۟͂ͅ༥̳̭͉ͣ͂ͧհ̈́ાਫ਼̜́ͤȂ̷̭ͬͅ௮ͥخෝ̦̞̭ࣞ͂ͬা̳
̫̺ͩȃໍ೧ဋକ౷̭̭́ˎාֵ̧̫̦̀۟ܳȂ̷͈ۼȂဋକ౷ͬၗ̴ً̮̱̹ͦͅȃ̱̥͜ˎֵ͂͜
ြා้̧͉́ͥාႢ͂̈́ͥȃ
ȁြ̫͈͒࢜̀ܢఞ͉ఱ̧̩ཛྷ͚̱ͣȂ̷ͦͬၔ୨̞̹ͣ̈́͛͜ͅȂˎֵ̦հ̵ً̱̮̠̀ͥ͢Ȃ̭
̥ͦͣ͜ྦྷ֥̱̥́̽ͤ͂ࡉ̫̠ͤͬ͢ȃ) ȇୃີࢤ *
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ౘೀȪΗϋΙο;ȫ

ΗϋΙο;ฎআ͈̤დȪల 33 ٝȫ
țક̢̹ΜσȆ࡛̹ͦΜσ
ȁ͈ٝͤͅ൚̹ͤஜ͈̠̜̹͈̦̽͢͜ͅȂশయ͂͂͜ͅક̢̱̠̭͉̀͂͘Ȃ̭͈ଲͅઁ̧̱̹૽
̈́ͣȂ̢̠̱̜̦́́ͥ͜͡ژȃ
ȁ̢̹͂͊জ̮͉͂́Ȃ͜ਞͩͤͅ߃̞ 2:56 ාȂ൱̧ͬబ̞̹͈͂ͣͦ̀ࣾ̽̀ͥ͛ͅزȂಎ
̢͈̠ͭ

 ڠ2 ා͈জ̹̻͜ȶ׳ȷ̯̱̹ͦ͘ͅȃ
ȁढ़ིਯ̞͈͘জ͉Ȃฒܩ́͘פ৬Ȫ̻ͧͭ͜˯˨ȫ̧࣐́Ȃ̦༷͈زဥփ̱̩̹̀ͦȂઁ̱߹̞̹
͠

̷̠̬̞̱͝

̹̞كర͈ˎႊك෯৬̰͌ͬͅ༴̢̀जͤȂ̭͖̭́ൽͬဝͣͦ̀͂פͬز؉໘̱̱̹͘ȃ̭ͭ̈́ࠞ৬
Ȫȉȫ͉Ȃ༥̱͈ͣಎͅठ͍࡛̭͉ͦͥ͂Ȃ̴̞̱̠̈́́͘͡ȃ̷̱̀ैު͉Ȃഉͅ௷̦͈ͬ৾ͣͦ̈́ͣȂ
̜͈͈̩ࣴ̈́ͥന̢̱̹́ȃ˯˨Ȃك෯৬Ȃന̢Ȃ̭͈̦̓ͦ͜Ȃ͈ࣽཤ٬ൽ͉́ࡖͅ߃̞̱̠́͡ȃ
ȁ̷ͦ́͜Ȃ̤দ̱ഽ̈́ͣ˯˨͞ك෯৬̵ͬͣȂ͉̺̱́କനͅවͤຠ̢ͬͥैު͉ठ̧࡛̳́͘ȃ
̥̽͗

̱̥̱Ȃ̧̹͈̦͈͈̺̹ͩͦ̽ͣ͜Ȃఉ̩͉୲བഎ̳́ȃ౷͈̦ͩͬ͜ͅݩᲸ༜̱̞̹̀ޔ
̷̢̮ͣ͂

ၧ͉Ȃ࡛ह͈डࣞܿͬဥ̞̀͜໘̵̧ͭ́͘ڰȃΐνρΏΛ·ȆΩȜ·͉Ȃٰ̯͘ͅߗম̳́ȃ
̤̞͘

ȁ̯̀Ȃಿઔ͚ͬ܄෯ݚၿ͂୷प͈͈ۼ೩౷ఝ͉Ȃ2: ଲ͈ܮਞͩͤ́͘ΗϋΙο;͈֚ఱ௳౷́
̱̠ͤ͟͡

̱̹ȃ̱̥̱Ȃਃၶ͂Ȃ౷͈౷اȆ౷́̓̈́ا༥̱͈ͣા̞ͬȂ2:31 ාయ͉̳́ͅͅࡖ͈ು̱̹́ȃ
ȁոࢃ̷̤͢ 211 ාۼȂಿઔ͉ΗϋΙο;͂ྫ͈̱̹́ȃ
ȁ̱̥̱ȂΗϋΙο;͉উͬક̱̹̫̩ͩ́̈́Ȃક̢̥̫̹ॼ̠͈ͤ͢ͅغȂൽͅεΜῧॼ̞̹̽̀
͕͈̤

͈̳́ȃ̷ͦͅ૽̹̞̿ܨș̦Ȃී̢̳̞͞ळ࿐ͬഞ̢ͥȪͬ७̩ȫ̫̈́̓ͬȂఱ̧̢̦͙̈́ͬ͢ 
ͩ͘

̺͇͌

̵̱̹ͣ͘ȃ͉ਔͤ͜ͅࢩ̦ͤȂ3121 ාయͅˍ͈̾غਅ̦ಿઔ̧̱̹ͭ́͘͜ͅȃ
̶̾͛̾

ȁ31 ଲͅܮଲ ́ٮ61 ਅ಼̳ͬು̦୲̱ȂΑάȜΡ͜௩̳߹̜̯࢜ͥ͂ͦͅȂུ́͜ 65 ਅ͕̦̓୲
͈̳̞̯̞̦̀ͦ͂ࣞͦ͘ޔȃ̭̠̱̹̥̈́ȂΠ΅͞;ΦΠς͈̠͢ͅ૽̦༶ು̱̹̫͉̞͈ͩ́̈́ͅȂ
̵̧̧̧̀

211 ාஜͅಿઔ̥ͣક̢̹ΗϋΙο;̦ठ͍উͬࡉ̵̹͈͉Ȃ̯͘ͅܗഎ͂࡞̢̱̠ͥ́͡ȃ
̹͢

ȶΗϋΙο;ͬࡤ͍࿗̳ٛȷͬͅȂ౷֖͈૽ș̦ͅ
ȁ̷͉ͦှ̬ͤ̈́̈́ˍ͈̾غਅ̱̹́ȃ̱̥̱Ȃ
ࡉͤȂ̭͈͉ͅא̞̠͂ˍ͈̾ͬષ̬ͥܨ̧̦̱̹̀͘ȃ̷ͦͬૺ͉͛ͥͅȂ͈૽̹̻̦֚
ఘ͂̈́̽̀Μσͅ۾̻ͬȂ̦ક̢̞̠۪̈́ͬ͢ͅޏା̢Ȃ̷̱̥̞̠ͦͬ̽ͤͥ͂փএ̦ຈါ̳́ȃ
ȁغਅ͉̠̓ͣ͞ˍ̷̺̫͉̯̠̳̦̾́̈́́Ḁ̵̩̠̯̲̩͈̑͂̈́ͥۜͬͤ͆͜͢͜ΗϋΙο;͈
͉̪̩

̻̥̾

ంह͂Ȃ̷͚ͦͬ֗ুட͂Ȃ̷̱̀জ̹̻͈༥̱͈֚ͣ͂ఘۜͬȂ̭̥ͦͣ͜ಿ̩͕̱̞̥̽̀͂ͣ̽ܐ
̞̳̀͘ȃȪȇୃີࢤȫ

ৢȁ૯ȩ͈̑ܨ̞̈́͜ൃ͈ໍ೧ဋକ౷
ȁȁȁȁȪ႓გˎාˍːज़גȫ
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ȺႲ၁୶Ȼાْܑଽॐ߸ȁ☎ 87.9126ȁ
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ౘೀȪΗϋΙο;ȫ

ΗϋΙο;ฎআ͈̤დȪల 34 ٝȫ
țΗϋΙο;ͅݢমఠ࡞Ȋ
ȁρΑ͈ྺ̥͉̜͆̽̀͜Ȫȉȫ
Ȃ૧͜ΞτΫ͜Ȃ૧߿υ;ͼσΑۜஅછȪDPWJE.2:ȫͬ৾ͤષ
ྀ̬̞͉̞̳̦̈́̈́́Ȃ̤͉̯ͭٯ་̩ͩͤ̈́Ȃً̤̮̱̳̥́ȃ
ȁ̭͈;ͼσᾼచ̱Ȃːͅݢমఠ࡞̦̜ͤȂˑͅװ̦ۼܢಿ̯̱̹ͦ͘ȃ̷͈ۼȂΪΠ͉ྟȆ
ྟਬȆྟ୪͈ȶ4 ྟȷ̫ͬȂ̷ͦ́ۜஅͬཡ̨Ȃ݂৪̯̞̠̱̹̫̳ͬ̈́ͩ́͢ͅȃ
̞̱̠̀͡

ȁ͉ȂΗϋΙο;́͜Ȃݢমఠ࡞͈ຈါ̦ 41 ා͜ஜ̥ͣͤ͢ͅز̧̯̱̹ͦ̀͘ȃ
ȁ́͜Ȃषͅଽຸ̦۾ܥ൲̧̱̹͈͉̭̭ˑȂ˒ා͈̭̳͂́ȃ̹̺ȂΪΠ͈͂ఱ̧֑̞͉̈́ȂΗϋΙο
;̦՛͈;ͼσᾼ̥̥ͤȂ̷ͦ́ঘ̺ͭ႕͉̺͘༭̯̞̞࣬ͦ̀̈́ത̳́ȃ
ȁ̷͈ͦ̈́ͅȂ̶̈́ݢমఠ࡞̦ຈါ͈̱̈́́͡
̠̥ȃ̷͉ͦȂ̱͜ྚ͈՛;ͼσΑ̦ΗϋΙο
;̠̹͒̾̽ͣȂड՛͈ાࣣȂ֚୲ͅݷ̥̠͒࢜
̳̥̜̦́ͣͥͦޔȃ̶̈́̈́ͣȂχ·Ιϋ͈͞ٳ
อ͉ȂΪΠ͈ાࣣ́͜শ̥̥̦ͤۼȂඳ̱̞͈ͅȂ
Ȩ̞
ͩͭ͞ΗϋΙο;̤̞̀ͬ͞ͅȩ̳̱́ȂΗϋΙο
;͉ྟ̀ݳͅٸ͉̫̳̦ͣͦ͘Ȃൃ͉ྟਬȆ
ྟ୪͈ȶˎྟȷ͈ેఠ̥̳̈́ͥͣ́ͅȃ
ȁ̱̥̱ȂΪΠ̦࡞̱ͬ̀͜ȂΗϋΙο;̦ȶΧ
ͼȂχςζΏΗȷ͂ুอഎͅˎྟͬগ̫͉͛ͥͩ́

ȴৢ૯ 2/ ൽ͈ݯા́Ȩྟਬ̳ͥȩΗϋΙο;ȵ

̵̜ͤͭ͘ȃΪΠ̦੩̫̱̞̈́ࡠͤȂ̴͉ࡏܓȜ̽
͂ॼ̳ͤ͘ȃ̷͈੩̫̦Ȃ८༹̞̠༷̳͂́ȃ
ȁΗϋΙο;͉ࣽൽඤͅ 2-811 ֵ͕̞̳̦̓͘Ȃ̷͈˔ߞ̦ڬႹঌȆ೧ݳఆȆດಋ͈ࡠ̹ͣͦݯા͒
ਬͤ͘ൃ̳̱ͬ͘קȪৢ૯ 2ȫȃΪΠ͜ΗϋΙο;͛͜܄Ȃ൲͈ఘ͈ಎ̞̞ͧͧ̈́ͅळ͞;ͼσΑ̦ਯ
͙̞̞̳̀͘ȃ͈̥ةฏঊ̷͈́;ͼσΑ̦Ȃ̲̈́̓ͬ̀༆͈ਅ႒͈൲͒֊ͤȂ֊̹̽୶͈ࡢఘ
ͬफ़̱̱̠̭̦̜̳̀͂ͤ͘͘ȃ̮ం͈ುͼϋέσϋΎ͉Ȃུြκ͈ಸ͈ಎ̞ͥͅྫͼ;͈ٺσΑ
̦উͬ་̢Ȃ̷̫̹ͦͬ͂̽ࡢఘͬफ़̳Ȃ̾ͤࣞ͘ພࡔȪພ̳̭ܳͬܨႁ̦̞ޑȫುͼϋέσϋΎ
̠̫̞͢

;ͼσΑ̱͂̀Ȃူࠜͅزࠢͬဓ̢̳͘ȃ
̴̞͙

ȁΜσ́͜Ȃ߇ਗ͈କ͒ਬͥ͘αΝσ͞ζΝσ̦ȂುͼϋέσϋΎ́ঘ̺ͭ႕̦̜̳ͤ͘ȃΗ
ϋΙο;̞̾͜૧߿͈;ͼσΆ̵̥̥ͣͦͥͤͭ͘͞ȃ̷̧̦̥͉ͦܳ̀ͣ́ಁ̳ͦ́ȃ
ȁ̺̱̹͂ͣȂΜσͅζΑ·̵̵̠̦̞̯̥ͬͣͦͭͣ͘͞Ȃ̧͈͉ࣽ́ͥȂྟਬ̵̴̯Ȃ८̵̯̭ͥ
̳͂́ȃ̷้͉̩̫̺ͦ̈́́ܢൃק͜ܢຈါ̳́ȃ
ȁࣽාȂໍ೧ဋକ౷́ఞབ้͈ڰ൲̦ই̱̹ͤ͘͘ȃൽ͈ྟਬͬဲ̢Ȃൽ؇͈͒८ͬૺ͛ͥȂ̯͘
̷͈ͅই̳ͤ́͘ȃ౷֖̩̫̺༷͈̈́́زȂಿઔ͈֥́ȂΗϋΙο;͈ݢমఠ࡞ਞ̫ࠫ͒࢜̀Ȃ
̭̥ͦͣ͜ࡉ̧̞̱̠̽̀͘͡ȃ̷͈̹͛ͅȂ̯ͭ͜ٯ૧߿υ;ͼσᾼ͉̮ಕփͬȊȊΜσ
͜ΪΠ͜Ȃ;ͼσΑ͈͂൰̞͉ه͈זఴ͈̳̈́́ȃ
ȪȆৢ૯ȇୃີࢤȫ
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丹頂（タンチョウ）

タンチョウ博士のお話（第 24 回）
かえ

〇ヒナが孵った、大きく育った、さあ、大空へ！
けぬふち

千歳川の洪水対策として、長沼町では支流の嶮淵川に、面積約 200ha の嶮淵右岸地区遊水地が造られる
ことになりました。が、もともとこの地域は舞鶴と呼ばれていたので、遊水地もその名に変えられ、この
たい

改名は、まさに「名は体を表す」ことになりました。
トー

トー

舞鶴遊水地のあたりは、かつて大きな「マオイ沼」があり、西の「オサツ沼」を含めた湿原は、タンチョ
ウを含むツルの一大生息地でした。しかし、ヒトが沼を埋め、湿原を干拓したため、100 年以上も前にツ
むかしばなし

ルは姿を消しました。つまり、ツルは昔話の中でしか生きていなかったのです。
1964（昭和 39）年９月に、私が釧路へ赴任してツルの調査を始めたころは、せいぜい 200 羽ほどが道
東の片隅で暮らしていました。ですから、タンチョウがかつてのホームグランドの道央へ戻ってくると
は、想像もしませんでした。そう言えば、その年の 10 月に東京オリンピックの開催で、日本中がわきたっ
ていました。そして今、56 年の歳月を経て、再度の東京オリンピックが開かれる（はずだった！）年に、
道央圏でタンチョウの初の繁殖生活を観察できるめぐりあわせに、言い知れぬ想いを感じています。
遊水地で、今、１羽のヒナが順調に育っています（図１）。卵から孵ったヒナの姿は、首が少し長めの、
ニワトリの “ひよこ”を想像してください。数日して巣を出ると、湿地を走り回るため、まず足が伸びる
きぎす

たと

ので、ひと月過ぎた頃の姿は、小さなダチョウを連想させます。「焼け野の雉、夜の鶴」の喩えのように、
生後 50 日ほど、ヒナは主に母親の羽の下で、添い寝をしてもらい夜を過ごします。
やがて体も白い羽に生え変わり、翼の羽が伸び、生
まれて 100 日ほどで飛ぶようになります。ここでやっ
かき ぞ

と本来の空飛ぶ“鳥”になるので、この状態を「書初め」
なら

とび ぞ

に倣 い「飛 初 め」と呼んでおきます。遊水地では５月
ふ

か

24 日に孵化を確認していますので、この広報がお手元
に届くのは、飛初めからひと月後です。すでに９月初
そと

旬に、家族そろって遊水地の外 へ飛ぶのも確認されま
した。
は

あゆ

「這えば立て、立てば歩めの親心」になぞらえて、今
は「歩めば走れ、走らば飛べよの親心」とでも言いま
しょうか。ともかく、飛ぶには練習が必要ですし、最
初のうちは、まっすぐ、低く、短い距離しか飛べません。
しかし、飛べるようになって安心とは言えません。
なぜなら、1 歳未満の幼鳥が飛んで電線衝突などの

図 1. 飛ぶ練習。幼鳥（右）が羽ばたいて跳び上がっ
たので、
飛んで追いかけようと翼を広げた親
（左）
。
（写真：正富宏之）

事故で亡くなる割合は、成鳥のそれよりずっと高いの
です。勝手に走り出した幼児の後を、心配そうについて行くヒトの親の姿に、幼鳥の羽ばたきに気付き、
ふる ま

急いで追いかけ始めた親鳥の振舞いが重なる気がします。ヒトとツルが共に生きていくために、これから
も遠くから家族をそっと見守って欲しいと願っています。( 文：正富宏之 )
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丹頂（タンチョウ）

タンチョウ博士のお話（第 25 回）
〇長沼のタンチョウが、私たちに示していることは？
た

長沼周辺の大湿地にたくさんいたタンチョウが姿を消して、100 年以上経ちました。そして去年、昔に比
ひたい

べると「猫の額」の広さといえる舞鶴遊水地で、ひと組の夫婦が無事に 1 羽の子を育てました。
まわ

かんたく

長沼の周りからタンチョウが消えたのは、ヒトが湿原を干拓し、住む場所をなくしたからです。ヒトも
み

食べ物がないと生きられません。陸上の天然の食べ物だけでは、大勢のヒトの胃をとても満たせません。
そこで、食物をつくる環境が必要となり、その環境を作る能力をヒトは進化させてきました。
みずか

えさ

しかし、ほとんどの動物は、食物を作る環境も、そこで自ら餌を作ることもできません。自然にある環境と、
たも

自然にある餌で命を保ちます。そうした環境の残る道東で、タンチョウはなんとか生き延びてきました。
けいざいどうぶつ

そのうえ、タンチョウはめでたい生きものとされ、飼育や食材に使う経済動物として本州へ輸出されま
した。従って、タンチョウにとりヒトはまさに天敵であり、ヒトから逃げることが必要でした。
しかし、前世紀半ばから、タンチョウは生き方を大き
く変え始めています。
ひ と な

そ の 一 つ が、 人 慣 れ で す。 餌 で お び き 寄 せ て、
いちもうだじん

ねら

一網打尽を狙うのが「天敵」のやり方です。が、どうい
ま

うわけか、ヒトは餌を撒いて、その後の一網打尽を行い
きがい

ません。やがて、タンチョウは、ヒトが危害を加えず餌
だいじょうぶ

をくれる動物で、ヒトのそばへ寄っても大丈夫だと学習
ふるま

しました。そして、ヒトと同じく、親の振舞いは子へと
伝わります。
はんしょく

二つめが、繁殖環境の変化です。広々と開けた湿地に
うらはら

巣を造るタンチョウのイメージとは裏腹に、例えば釧路
では、今や約 4 割の巣が林の中や森に囲まれたところに
ほそう

わき

あります。さらに、畑や舗装道路の脇、さらには農家の
庭先と言えるところに巣を造る夫婦もいます。
もと

こうした変化を基にして、三つめが、道東からの分散
です。再発見されてから 80 年近く経ち、やっと道北や

図 1. わざわざ車の前へきて、飛び立とうと
している家族（人慣れの例．左オス・中メス・
右幼鳥）2020 年 9 月 30 日舞鶴遊水地
（撮影：正富宏之）

かんげい

道央へ進出し始めました。これは、大いに歓迎すべきこ
みっしゅう

みっせつ

かいしょう

どくせい

とです。なぜなら、道東での 2 密（密集・密接）の解消が少しずつ進み、ウイルス（毒性の強い鳥インフ
ぜつめつ

きざ

ルエンザなど）による絶滅が、ある程度避けられる兆しが見えてきたからです。
か

こうして、周りの状況に応じ、タンチョウはしだいに生き方を変えて命を保っています。コロナ禍 や文
なっとく

明の発達と共に、ヒトも生き方を変えざるを得ない生きものであることを、改めて納得させられています。
この想いを引き出してくれた舞鶴遊水地の繁殖した家族は、どうやら日高地方で冬を過ごしているようで
す。春になって、その家族が再び長沼へ無事戻ることを、心から願っています。（文：正富宏之）
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丹頂（タンチョウ）

タンチョウ博士のお話（第 26 回）
〇タンチョウはワンゲル部員ですか？
長沼町にも、
高校や大学のワンゲル部で活躍した方がおられるでしょう。ワンゲル部の正式名はヴァンダー
フォーゲル部で、
もともとはドイツ語ですが、
「ヴ」がなじみのない発音なので、
日本人は「ワ」と言っています。
ほうろう

ワンダーは旅をする、放浪するなどの意で、フォーゲルは鳥のことですから、ワンダーフォーゲルは旅
する鳥、つまりドイツ語で渡り鳥のことです。
さて、渡り鳥とは、季節により、異なる地域へ長い距離を移動する鳥のこと、と物の本にあります。
では、質問です。タンチョウは渡り鳥ですか？
正解は、「はい・いいえ」の両方です。
こくりゅうこう

国境のアムール川（黒竜江）を挟み、ロシアと中国でもタンチョウは繁殖し、餌の得にくい冬は、直線
ひ ぶ そ う ちたい

で 1,000 ㎞（稚内ー東京間）から 2,000 ㎞ 離れた中国南東部海岸や、韓国と北朝鮮の境の非武装地帯で暮
らします。
では、舞鶴遊水地のタンチョウはどうでしょう。春ー秋は長沼町で繁殖し、冬は、川で餌のとれる日高へ
りゅうちょう

行って暮らします。つまり、1 年の暮らし方は同じなのに、大陸のは渡り鳥で、長沼のは「留鳥」と呼びます。
その仕分けは、地域が異なるのと、長い距離の移動にかかっています。けれど、地域をどのように分けるか、
しらかみみさき

たっぴみさき

長いとはどれほどの長さか、明確な決まりはありません。なので、白神岬（北海道）ー 竜飛岬（青森県）間
約 20 ㎞を移動して渡り鳥、稚内から函館間約 400 ㎞を移動しても留鳥ということになりかねません。
しかし、ワンゲルを「放浪する鳥」と呼べば、自立後
数年間、タンチョウの若者はまさにあちこち放浪します。
しかし、成鳥になると一定の繁殖地と越冬地を持ち、以
後その間を往復するようになります。
昨年遊水地で育ったタンチョウの子も、自立後、4 月
半ばに石狩の当別町や月形町で仲間と一緒にいて（図
１）、5 月に舞鶴遊水地へちょっと顔を見せ、すぐどこ
かへ去りました。若鳥は今後も放浪を続けるでしょうが、
実はこれが「婚活」の一部でもあるのです。
さまざま

こうして様々な環境で、様々な経験をして若鳥は成長
します。私たち人も同じで、コロナ禍でワンゲルの機会
が狭められ、広い世界に触れにくくなった若者たちの心
の成長が、気がかりです。（文：正富宏之）

いしかり

図１．今年４月に石狩当別町で見つかったタ
ンチョウ２羽（翼を広げた右の個体が、昨年
舞鶴遊水地で育った若鳥）（撮影：正富宏之）

■講演のお知らせ：第 1 回長沼タンチョウ・ガイド養成講座■
「タンチョウ博士のお話」執筆者の正富宏之先生（専修大学北海道短期大学名誉教授）をはじめとした専門家
による講演会を、町内で開催予定ですのでぜひご参加ください。詳しくは、広報ながぬま７月号に掲載します。
〔日 時〕７月 31 日㈯ 13 時～ 17 時 〔会 場〕ながぬまホワイトベース
【問合先】役場企画政策係（☎ 76-8015）
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