䠲䡋䡈䠊䠑䠒

ჵᐵК፼ئƴƓƍƯᘍǘǕƨנඌෙτᨛƴǑǔȟȪǓǎƏᄉܱݧએጀ

Ⴘഏ
ȷჵᐵК፼ئƴƓƚǔ
ඌጃჄᢊӭዴឭƑܱݧએጀƷЎȷܱ  Წ᳸Ჭ
ȷ᧸ᘓᚨƱԗᡀ؏עƱƷᛦԧǛǔƨǊƴ  Ხ
ȷᲢƖƣƳᲣ᳸ЭထƱЭᜩͳƷኰʼ᳸  Ჯ
ȷ࠰ࡇƴဇƞǕƨᎰՃƷ٣  Ჰ᳸Ჱ
ȷ࠰ࡇ᧸ᘓբ᫆ȟȋǻȟȊȸǛ͵  Ჲ
ȷ᧸ᘓႾᎰՃဇƷƝకϋ  Ჲ

ౣૐ؞ষ ଆୋਨਲଆୋଂઁਾಉౣૐ৩ভ
ైචরఙયপৢਧഛ৯ైචਸ਼়گૂༀ
7HO
KWWSZZZPRGJRMSUGE+RNNDLGR

▮⮻ู₇⩦ሙ䛻䛚䛡䜛
Ἀ⦖┴㐨䠍䠌䠐ྕ⥺㉺䛘ᐇᙎᑕᧁカ⦎䛾ศᩓ䞉ᐇ
ඌጃჄƴᬟသƢǔෙτᨛƴǑǔඌጃჄᢊӭዴឭƑܱݧએጀƷЎȷܱƕŴ
࠰உଐƔǒஉᲯଐǇưƷ᧓ŴᨕɥᐯᘓᨛჵᐵК፼ئƴƓƍƯܱƞǕǇ
ƠƨŵჵᐵК፼ئưƷጀƸׅႸưŴጀᙹƸŴɶᨛȬșȫŴʴՃኖӸŴɲ
ኖɲŴȟȪǓǎƏᄉᲰᧉưᘍǘǕǇƠƨŵ
ƜƷጀƸŴˌЭŴෙτᨛƕඌጃჄƴנƢǔᚨǭȣȳȗȷȏȳǻȳƴƓƍƯჄᢊ
ӭዴǛᡫᘍഥǊƴƠƯȟȪǓǎƏᄉƷܱݧએጀǛᘍƬƯƍǇƠƨƕŴඌጃ
ჄƷਃ᠉ถƷƨǊƴஜםƷᲯ፼ئᲢჵᐵКŴྛ؉ݢҾŴ݈ٟ҅Ŵி݈ٟӏƼଐЈဃӨƷӲ
ᐯᘓᨛ፼ئᲣƴƓƍƯЎȷܱƠƯƍǔǋƷưƢŵ
҅ෙᢊ᧸ᘓޅƸŴጀƷό๖ƳܱӏƼʙ᧸ഥƴɢμǛƢƱƱǋƴŴעΨƷႏಮƴ࣎ܤ
ƠƯƍƨƩƚǔǑƏŴጀᢿᨛƕ፼ئƴПბƠƨஉଐƔǒӷעǛᩉǕƨஉ
ଐǇưƷ᧓Ŵӷ፼ئϋƴžྵݣעሊஜᢿſᲢஜᢿᧈᲴᡁ˖ဒᢿᧈᲣǛᚨፗƠŴጀᢿᨛǁƷ
ૅੲǍᐯ˳ሁǁƷऴإ੩̓Ŵ፼ئԗᡀƷᜩͳƳƲŴጀƷό๖ƳܱƷƨǊƷૅੲǛᘍƍ
ǇƠƨŵ
Ἀ⦖䛛䜙ศᩓ䞉ᐇ
▮ ⮻ ู
⋤ᇛᑎཎ
᪥ฟ⏕ྎ
 ᐩ ኈ
ᮾ ᐩ ኈ

䜻䝱䞁䝥䞉䝝䞁䝉䞁

⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊䛷⡿ᾏර㝲䛸᪥䚻ㄪᩚ㆟䜢ᐇ

䠍䠍᭶䠎䠒᪥ ⡿ᾏර㝲ཬ䜃ᾏ㐨㜵⾨ᒁ䛻䜘䜛カ⦎ㄝ᫂䜢㛤ദ

カ⦎ᴫせ➼䜢ㄝ᫂䛩䜛䝞䝖䝷䞊㝲㛗
䛸㎷⏬㒊㛗

ஜጀƴƭƍƯעΨƷႏಮƴƝྸ
ᚐǛƍƨƩƘƨǊŴጀᛟଢ˟Ǜ
͵ƠŴעΨ˰ൟŴထᜭ˟ᜭՃŴעΨ
ᐯ˳ᎰՃӏƼإᢊೞ᧙ƷኖӸ
ƕӋьƠǇƠƨŵ
ෙτᨛƔǒᇹෙτᡲᨛᇹᲭ
ٻᨛƷȐȈȩȸٻᨛᧈŴ࢘ޅƔǒᡁ
˖ဒᢿᧈƕЈࠗƠŴጀƷႸႎǍॖ
፯ŴಒᙲሁƴƭƍƯᛟଢǛᘍƍǇƠ
ƨŵ

䠍䠍᭶䠎䠓᪥ 䝞䝖䝷䞊㝲㛗䛜ᆅඖ䠐⏫䜢⾲ᩗゼၥ
ȐȈȩȸٻᨛᧈƸŴעΨᲮထ
ᲢКෙထŴාɶထŴҽެထŴᒧ
ထᲣǛᘙᚧբƠǇƠƨŵ
ӷٻᨛᧈƸŴКෙထᧈƳƲƴݣ
ƠžጀƸŴעΨƷྸᚐƱңщƳ
ƠƴƸܱưƖƳƍŵſƱᜓॖǛ
ᡓǂǇƠƨŵ
ᘙᚧբࢸŴКෙထưإᢊೞ᧙
ƷǤȳǿȓȥȸƴǋࣖơǇƠƨŵ
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ูᾏ⏫㛗⾲ᩗ

ูᾏ⏫䛷ሗ㐨ᶵ㛵䛾䜲䞁䝍
䝡䝳䞊䛻ᛂ䛨䜛䝞䝖䝷䞊㝲㛗

䠍䠍᭶䠎䠔᪥ ⡿ᾏර㝲䛻䜘䜛カ⦎ぢᏛ䜢㛤ദ
ෙτᨛƸŴעΨƷ૾ŷǛਔࢳƠŴ
ጀᙸ˟ܖǛ͵ƠǇƠƨŵ
ᙸ˟ܖƴƓƍƯƸŴ້֥ݱŴݧએ
ਦੱŴȟȪǓǎƏᄉƴƭ
ƍƯᛟଢƠƨɥưŴݧએƕܤμƴᘍ
ǘǕƯƍǔƜƱǛྸᚐƠƯǋǒƏƨ
ǊŴݧએƷƝƱƴᙐૠƷᨛՃ
ƕȁǧȃǯƠƳƕǒᘍƬƯƍǔƜƱ
ǛܱƠŴஇࢸƴȟȪǓǎƏ
ᄉƴǑǔܱݧએǛܱƠǇƠƨŵ

䠍䠑䠑䝭䝸䜚䜕䛖ᙎ◙䛾ㄝ᫂䜢ཷ䛡䜛ཧຍ⪅

䠍䠎᭶䠔᪥䡚䠕᪥ ⡿ᾏර㝲䛻䜘䜛䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື䛺䛹䜢ᐇ

ḷ䜢ᢨ㟢䛩䜛⡿ᾏර㝲ဨ

ෙτᨛՃƸݧએጀኳʕࢸƷஉᲲଐŴКෙထϋƷᅈ˟ᅦᅍᚨǛᚧǕŴМဇᎍƱσƴ
ǲȸȠǍജǛᡫơƯʩ්ƢǔƳƲƷȜȩȳȆǣǢѣǛᘍƍǇƠƨŵ
ǇƨŴᲳଐƴƸ፼ئԗᡀ؏עǛᚧǕŴעΨƷഭӪǍ૨҄ǛܖƼǇƠƨŵ

䠍䠎᭶䠍䠏᪥䡚䠍䠑᪥ ⡿ᾏර㝲䛜▮⮻ู₇⩦ሙ䜢ฟⓎ
உଐƔǒʴՃǍᘺͳԼƷ࠙ែƷᡛƕڼǇǓŴӷଐǛǋƬƯஜጀƷμଐᆉƕኳ
ʕƠǇƠƨŵ

ᖐ㊰䛾䛯䜑㝣㏦䛥䜜䜛㌴୧

ᅇ䛾カ⦎䛻䛚䛔䛶䚸ᆅඖ䠐⏫䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛㛵ಀᶵ㛵䛾ⓙᵝ䛾䛤⌮ゎ
䛸䛤༠ຊ䛻ᑐ䛧䚸ཌ䛟䛚♩⏦䛧ୖ䛢䜎䛩䚹
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᧸ᘓᚨƱԗᡀ؏עƱƷᛦԧǛǔƨǊƴ
᳸ཎ᧸ܭᘓᚨԗᡀૢͳᛦૢʩ˄ʙಅƷኰʼ᳸
᧸ᘓႾƸŴǸǧȃȈೞƕᩉბᨕƢǔᘍئǍᄉએƕܱƞǕǔ፼ئƳƲŴƦƷᚨፗӍƸ
ᢃဇƕƦƷԗᡀ؏עƷဃؾǍႆƴٻƖƳࢨ᪪ǛӏǅƢƱᛐǊǒǕǔ᧸ᘓᚨᲢèཎܭ
᧸ᘓᚨᲣƷԗᡀƴנƢǔࠊထƴݣƠƯŴπσဇƷᚨƷૢͳӍƸƦƷ˂ƷဃؾƷ
ોծǍႆƷό๖Ƴܱƴ݃ɨƢǔʙಅƴΪƯǔƨǊž᧸ᘓᚨԗᡀƷဃؾƷૢͳሁƴ
᧙ƢǔඥࢷſᇹᲳவᇹᲬƴؕƮƖŴཎ᧸ܭᘓᚨԗᡀૢͳᛦૢʩ˄Ǜʩ˄ƠƯƍǇƢŵ
҅ෙᢊ᧸ᘓޅưƸŴʻࢸƱǋʩ˄ʙಅƕŴ˰؏עൟƷ૾ŷƷဃƷܤμࣱǍМࣱ̝ሁƷ
ӼɥŴᏋ૨҄ŴҔၲᅦᅍŴငಅƷਰᐻሁƴ݃ɨƢǔǑƏѐǊƯǇƍǓǇƢŵ
ǥ။ࠪᜐឥếΦρ᧼ἿࡠᡈἹἻइᄎỀ
֕ษᯝᜊܣế֕ษइẩᖉ၇इỀẩ͢ࡅᕠ᧹ཨᑹܣế͢ࡅᕠ᧹ᄎẩͳࡅᕠ᧹ᄎẩࡅᕠ᧹इỀẩւ໖ᦇݸཨᑹܣếࢺೂᇎ
۟ὄࢺೂ۟ἼẪỀếւहࢺइẩेइỀẩԗཨᑹܣếᴣᥖᄎỀẩᇲᔲԗཨᑹܣếԗ໖ᄎẩֺࢩᄎẩ໌ͳᄎỀẩ
ւ໖ᦇᏂӹᆆᒇᙡூӹếᆆᒇᄎỀ

ᓈցឥʴѰ
ࠓഁឥẩὴᾭὪᾷᾍẩҽẩۈ౼ẩᏂᯟ
ᾷᾃ̵ዾ

ࠓഁἼұዙᄄἿᾕᾁίᾷἿᢎҸ
ếᴣᥖᄎỀ

ቅϜባቊឥʴѰ
ባቊᾷᾃ̵ẩЩᓈەẩЩѡᆸ៦ᾷᾃ̵ዾ

။ԗᯮᠮᒇαᾟ̵ᾤἼ။ิࡌץἿឥᑔ
ếֺࢩᄎỀ
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˶̵́̚ʵ̩ˬ̧˥̵˴̤̰ʱʟˑឥʴѰ
ϰᓈẩᾛ̵ᾯẩҽەẩ᧹Ⴓܣẩᾊᾏώί̵ᾌዾ

ҽەἿӃἿ౹௹
ế֕ษइỀ

ჟܻᜐᄀឥʴѰ
͜ᕊॎി၈ӹႵឥẩὸᾣאᬹẩᾮόὨέᾯ
ᾷᾃ̵ዾ

ᾮόὨέᾯᾷᾃ̵ἿϷංͯἿᢎҸ
ếेइỀ

䡚ᯇ๓⏫䛸ᯇ๓㆙ഛᡤ䛾⤂䡚
Эထ

ƄᲪᲮᲳᲧᲫᲯᲳᲬ
҅ෙᢊЭᢼЭထ܌ᅦޛᲬᲮᲲဪעᲫ
ˊᘙᩓᛅ ᲪᲫᲭᲳᲧᲮᲬᲧᲬᲬᲱᲯ
ᯇ๓⏫

ჽ ޛᒍᨺ ထᧈ
ŠထᧈƋƍƞƭ
ЭထƸŴ҅ෙᢊƷஇҤᇢƴˮፗƢǔʴӝኖʴƷထưƢŵᙱƸଐஜෙŴҤƸ᠉ෙ
ƴ᩿ƠŴ҅ிƸบҞƷɼٻҘ᠀ީǛ᪬ໜƱƠƯŴޛŷƕᡲƳƬƯƍǇƢŵൢͅƸݣᬔෙ
්Ʒࢨ᪪ǛӖƚŴ҅ෙᢊƱƠƯƸൔ᠋ႎภଡ଼Ƴ؏עưƢŵǇƨŴ҅ෙᢊஇҤᇢƷႉᅕާƸบǓᯓ
ƳƲᯓƷᎢ؏ƱƠƯჷǒǕŴบٻǍЭݱƱƱǋƴŴЭȷჵឭᢊᇌᐯπטƴਦܭƞ
ǕƯƍǇƢŵ
࢘ထƸŴ҅ෙᢊɟƷ؉ɦထưǋƋǓŴᅦޛ؉ᲢЭ؉ᲣƱݢထƸŴ҅ෙᢊᢡငƱƠƯᛐܭƞ
ǕƯƍǇƢŵବƴƸŴᆔᲫɢஜǋƷఞƕଔԵƖƔǒԵƖǇưኖᲫƔஉƴǘƨƬƯԵƖዓ
ƚǇƢŵЭ؉ɦǛϐྵƠƨžЭᕴދſưƸŴᦏဍϓƷბ˄ƚǍŴӸཋƷЭƚ˺Ǔǋ˳
᬴ưƖǇƢŵٰƷ؉ɦˊǇƭǓưƸŴȐǤǯനᎍׇȑȬȸȉŴƦƠƯᅸƴƸЭஜȞǰȭƱ
ᅸƷԛᙾǛԛǘƑǔȞǰȭǇƭǓƕ͵ƞǕǇƢŵ

ႉᅕާ

ЭπטƷఞ

ȐǤǯനᎍׇȑȬȸȉ

ȞǰȭǇƭǓ

࠰ࡇƔǒžЭထዮӳᚘဒſƕǹǿȸȈƠǇƢŵ܇ݲ᭗ᱫ҄ƷɶưŴžဃឱࡇƷ
᭗ƍǇƪſǛݩஹƴਫ਼ƛŴžɟഩƣƭЭᡶſǛȆȸȞƴထൟዮƙǔǈưᡶǊƯƍƖǇƢŵ
ŠᐯᘓᨛƱƷ᧙ǘǓ
ෙɥᐯᘓᨛЭᜩͳƴƸŴထɼ͵Ʒ᧸ጀƴƓƍƯŴӲ᧙̞ೞ᧙
ƱᡲઃƠŴЭထƷ࣎ܤȷܤμƷƨǊƴࠝଐ᪭ƔǒƝނщǛƍƨƩƍƯƓ
ǓǇƢŵ
ǇƨŴବƷƞƘǒǇƭǓ˟ǻȬȢȋȸƴƸŴനᎍׇƱƠƯƝңщ
ƍƨƩƍƯƍǔǄƔŴȜȩȳȆǣǢƱƠƯŴȐǹͣࢳӳܴƷرᘺŴ᪦ಏᅛ
᧸ጀ
͵Ʒ˟ئแͳǍᜩͳƳƲƴǋᆢಊႎƴӋьƠƯƍƨƩƍƯƓǓǇƢŵ

ЭᜩͳƸŴෙɥᐯᘓᨛЉؕעᨛƴޓƠƯƓǓŴЭထƴנƢǔ҅ෙᢊஇҤᇢƷᢿᨛ
ưŴ᠉ෙǛᡫᢅƢǔᑔᑑƴ᧙ƢǔऴإಅѦǛܱƠƯƍǇƢŵ࢘ᢿᨛƷഭӪ
ƸŴଯԧ࠰ƴႉᅕᜩͳƱƠƯႆឱŴƦƷࢸŴኵጢોዻǛኺƯŴଯԧ࠰
ƴྵנƷЭᜩͳƱƠƯዻƞǕŴЭลᡈƘƷ࠻ᑀעғƷǄƔŴႉᅕާƴႉ
ᅕૅƕƋǓǇƢŵ
ႉᅕާƷ᪬ƖƴנƢǔႉᅕૅư
ƸŴϤƴƳǔƱŴٳދǛഩƚƳƍǄƲ
ƷƕԉƖᒰǕǔƜƱǋƋǓǇƢƕŴᨛՃƸŴƲƷǑƏ
ƳؾɦƴƓƍƯǋ˓ѦǛܦưƖǔǑƏଐٸጀƴᢦ
ᡶƠƯƍǇƢŵ
࢘ᜩͳƸŴବƴ͵ƞǕǔЭထɼ͵ƷЭƞƘǒ
ǇƭǓƴƓƍƯŴനᎍׇƱƠƯᘍЗǁƷӋьǍ᧸
ጀңщŴᢊฌੈȜȩȳȆǣǢѣƳƲǛᡫơƯŴ؏ע
Ʒႏಮ૾ƴࡽƖዓƖŴƝྸᚐŴƝңщǛࢽǒǕǔǑƏѐ
Э؉ƱЭƞƘǒǇƭǓƴӋьƠƨᨛՃɟӷ
ǊƯǇƍǓǇƢŵ
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帯広防衛支局 建設課
横山雅士 技官
一般職（大卒程度）土木

企画部 地方調整課 基地対策室

中川智之 事務官

一般職（大卒程度）行政

昨年４月に地方調整課基地対策室
に配属され、あっという間に10か
月が経過しました。現在、私は自衛
隊や米軍の訓練が円滑に実施できる
よう関係者と調整等を行う業務に携
わっています。
実際に訓練が行われている演習場
に行き、米軍や自衛隊の方々と直接
調整を行うこともあり、調整業務の
難しさを肌で感じられる非常にやり
がいのある仕事だと実感しています。
今後も、多様な業務に携わってい
く中で、上司の助けを借りながら、
日々業務に邁進し、少しでも早く一
人前になれるよう努めていきたいと
思っています。

私は昨年の４月に入省し、あと数
か月で１年を迎えます。もうじき社
会人１年目が終了するという事実に
時の流れの速さを実感しています。
現在は主に演習場周辺の地方自治
体に対して補助金を交付して、河川
の改修等の障害防止工事を助成する
業務に携わっています。業務を適切
に遂行していくためには様々な知識
が必要になるので、先輩や上司の
方々から教えをいただき日々知識の
習得に励んでいます。
およそ１年を経てまだまだ自分は
未熟だと痛感しているので、初心を
忘れず翌年度の業務に取り組んでい
きたいと思います。

企画部 防音対策課
渡邊淳也 事務官
一般職（高卒者）事務
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私は昨年の４月に埼玉県から津軽海
峡を越え、ここ北海道の帯広にはるば
るやってきました。
大学は土木工学科を卒業しましたが、
実際の土木の現場に携わり、机上だけ
ではなく、実地に学ぶ大切さを痛感し
ました。工事や設計の業務については、
個性豊かな先輩や上司のアドバイスを
受けながら、コツコツと取り組む毎日
です。
そんな私の2018年の目標は、氷
点下20度という厳しい帯広の寒さと
指導に耐え、少しでも成長してあたた
かい春を迎えることです。

企画部 周辺環境整備課
満保敬太 事務官
一般職（大卒程度）行政

昨年４月に入省し、あっという間
に１年が経過しようとしています。
私は、防音対策課に所属しており、
住宅防音工事の助成を行う業務に携
わっています。１年近く仕事をして
いてもまだ分からない事が多く、周
りの先輩方に助けられてばかりです
が、２年目はもっと成長し、少しで
も早く一人前になれるように頑張り
たいと思います。
また、私は職場の野球チームに
入っています。チームには様々な業
務を担当している職員の方達がおり、
普段の業務であまり関わることがな
い方とも親交を深めることができる
良い機会だと思います。昨年は惜し
くも優勝を逃したので、今年こそは
優勝できるように頑張ります。

帯広防衛支局 総務課
辻永温菜 事務官
一般職（高卒者）事務

私は、昨年の４月に帯広防衛支局総
務課契約係に配属になりました。
帯広というあまり訪れたことのな
かった土地で初めての一人暮らしとな
りました。契約係では契約書の作成等
を担当していますが、聞き慣れない言
葉が多く、初めは不安なことだらけで
したが、職場には優しい先輩方がたく
さんいて、この10か月丁寧に多くの
ことを教えてくださり、日々習得に励
んでいます。まだまだ社会人として学
ぶべきことはたくさんあるので、これ
からも更に成長できるよう気を抜かず
日々精進していきたいと思います。

᭗ఄǛҡಅƠŴ᧸ᘓႾǁλႾƠƯ
ƔǒଔƔஉƕኺᢅƠǇƠƨŵ
᧸ᘓႾƸŴ᭗ఄƷέဃƴƑƯǋ
ǒƍŴƦƷנ܍ǛჷǓŴ᧸ᘓᚨƷ
ᚨƴઃǘǕǔƜƱƴ᭽щǛज़ơŴ
λႾƠǇƠƨŵ
இИƸЎƔǒƳƍƜƱƹƔǓưŴ
ৎषƬƯƹƔǓưƠƨƕŴɥӮǍέ
ƷяƚƷǋƱŴଐŷݲƠƣƭưƖ
ǔƜƱǋفƑŴʻƸŴɼƴᆢምಅѦ
ƱႳთಅѦƷʚƭƴࢼʙƠƯƍǇƢŵ
ИǊƯƷƜƱƹƔǓưŴɥӮǍέ
ƴƸඑޛƝᡕषǛੑƚƯƍǔƱ࣬
ƍǇƢƕŴʻ࠰ƸŴඑޛƷʙƴȁȣ
ȬȳǸƠŴඑޛƷƜƱǛԈӓƠƯŴ
ǋƬƱᐯЎƷᏡщǛ᭗ǊƯŴˁʙƴ
ƔƠƯƍƚǔǑƏŴѐщƠƯƍƖ
ƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ

৹ ଅୖ
িາ൞ ૼ

ಹقপ෮ங২كଅ

৹ ૦ണୖ
੩ઠಙಾ ૼ

ಹقৈ෮قૼك૦ണك

ମ࠰ᲮஉƴλႾƠƯƔǒƔஉ
ƕᢅƗǇƠƨŵᅶƸŴྵנŴםஙᛢ
ưᐯᘓᨛᚨƷᚨʙƷםஙЎ
ƷᚨᚘŴᆢምӏƼʙႳთಅѦሁǛ
ᘍƬƯƍǇƢŵ
ྵئưƸŴᐯᘓᨛƷȋȸǺƴࣖƑ
ǔཎƳʙưǋƋǓŴƱƯǋᑣƍ
ኺ᬴ƴƳƬƯƍǇƢŵ
ᐯᘓᨛƴƸŴƷ᧸ᘓƴ᧙ǘǔٶ
ᆔٶಮƳᚨƕƋǓŴƦǕǒǛႳთ
ƢǔƴƋƨǓŴםஙƷᝅ݈Ƴჷᜤƕ
࣏ᙲƱƳǓǇƢƕŴǇƩǇƩச༌Ƴ
ƨǊŴέǍɥӮƴяƚƯǋǒƍƳ
ƕǒଐŷƷಅѦǛᘍƬƯƍǇƢŵ
ʻࢸŴݲƠưǋଔƘɟʴЭƴƳǕ
ǔǑƏƴŴƜǕǇưܖǜƩƜƱǛщ
ƴƠŴǇƨૼƠƍƜƱƴਪƠƯƍ
ƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ

ᅶƸிʮᣃЈ៲ưŴମ࠰Ხஉƴ᧸
ᘓ২ܫƱƠƯλႾƠŴɼƴ᧸ᘓᚨ
ᚨƴˤƏೞᚨͳʙƷႳთಅѦ
ƴઃǘƬƯƍǇƢŵ
ႳთಅѦưƸŴʙƷᆉሥྸǍ
Ʒᄩᛐȷ১ᜄŴ᧙̞ೞ᧙ƱƷ
ӳƤȷᛦૢǛᘍƬƯƍǇƢŵᅶƸٻ
ܖưೞܖǛܖǜưƓǓŴƦǕƴ
᧙ᡲƠƨˁʙƕƠƨƘλႾƠǇƠƨ
ƕŴЎƔǒƳƍƜƱƕ᩼ࠝƴٶƘŴ
έǍɥӮƴяƚǒǕƳƕǒಅѦƴ
ӕǓኵǜưƍǇƢŵ
ʻࢸŴƴ˓ƤǒǕǔƜƱƕٶƘ
ƳǓŴᝧ˓ǋفƠƯƍƘɶŴƜǕǇ
ưˌɥƴჷᜤƷ፼ࢽƴѕǈŴݲƠư
ǋଔƘ᧸ᘓႾȷᐯᘓᨛƷɟʴЭƷ২
ܫƴƳǕǔǑƏѐǊƯƍƖǇƢŵ
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ƕኺƭƷƸଔƍǋƷưŴᅶƕλႾƠ
ƯƔǒǋƏݲƠưᲫ࠰ƕᢅƗǑƏƱƠƯ
ƍǇƢŵྵנƸŴࡌѦಅѦǍ᧸ᘓᚨሥ
ྸƷƨǊƷยಅѦǛᘍƬƯƍǇƢŵƦ
ǕǒƷಅѦưƸŴܖဃˊƴƸᚑǕǔƜ
ƱƢǒƳƔƬƨᧉݦႎჷᜤǛ൭ǊǒǕǔ
ƜƱƕƋǓŴܖƿǂƖʙƕޟٶƴǘƨ
ǔӒ᩿ŴૼƠƍჷᜤǛ៲ƴƭƚǒǕǔƱ
ƍƏǍǓƕƍǋƋǓŴଐŷѠࢍƠƳƕǒ
ಅѦƴӕǓኵǜưƍǇƢŵ
ச༌ƳໜǋٶŷƋǓǇƢƕŴƜǕǇư
Ʒܖ፼ǍɥӮŴέ૾ƴǑǔଡ଼Ɣƍяƚ
ǛኋƱƠŴɟʴЭƴˁʙƕưƖǔǑƏƴ
ѕǜưƍƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ

ਜ ভੑୖ
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ମ࠰ƷᲮஉƷλႾࡸƔǒŴᲫ࠰᧓ƕ
ǊǇƙǔƠƘᢅƗǑƏƱƠƯƍǇƢŵ
ǇƩǇƩЎƔǒƳƍƜƱƕٶƘŴɥӮ
Ʒ૾ŷƴяƚƯƍƨƩƖƳƕǒଐŷƷ
ˁʙƴӕǓኵǜưƍǇƢŵ
ᅶƷᣐޓƞǕƨ˟ᚘᛢƸ҅ෙᢊ᧸ᘓ
ޅƷʙಅǛኺᝲǍཋԼሥྸƳƲƷ᩿Ɣ
ǒૅƑƯƍǇƢŵᅶƷਃ࢘Ƣǔ̞ƕʖ
ምಅѦǛੋƢǔƜƱǋƋǓŴӲᛢሁ
ƷᎰՃƷ૾ŷƱ᧙ǘǔೞ˟ǋٶƘŴ
ଐŷƷʩ්ƔǒƨƘƞǜƷƜƱǛܖǜ
ưƍǇƢŵ
Წ࠰ႸƸŴᲫ࠰ႸưܖǜƩƜƱǛ
ƔƠƳƕǒŴƞǇƟǇƳ᩿ưƓɭᛅƴ
ƳƬƯƖƨᎰՃƷǈƳƞǜǛɦƔǒૅ
ƑǔࢫлǛௐƨƤǔǑƏƴƳƬƯƍƖ
ƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ
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᧸ᘓႾᎰՃဇƷƝకϋ
҅ෙᢊ᧸ᘓޅᎰՃᲢʙѦᎰŴ২ᘐᎰᲣƸŴʴʙᨈƕܱƢǔܼπѦՃဇ
ɟᑍᎰᚾ᬴ƷஇኳӳᎍƔǒဇƠƯƍǇƢŵ

ᲭᲪ࠰ࡇܼπѦՃဇɟᑍᎰᚾ᬴Ტٻҡᆉࡇᚾ᬴Უ
ƂǤȳǿȸȍȃȈဎᡂӖ˄᧓ƃ
ᲭᲪ࠰ᲮஉᲰଐ  ᳸ᲮஉᲫᲲଐ ൦ ᳕Ӗ̮ஊј᳗
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Ƃᚾ᬴Ʒଐᆉƃ
ᇹᲫഏᚾ᬴ଐ
ᇹᲫഏᚾ᬴ӳᎍႆᘙଐ
ᇹᲬഏᚾ᬴ଐᲢʴཋᲣ
இኳӳႆᘙଐ
᧸ᘓႾțȸȠȚȸǸ
žဇऴإſ
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ᲭᲪ࠰ᲰஉᲫᲱଐᲢଐᲣ
ᲭᲪ࠰ᲱஉᲫᲫଐᲢ൦Უ
ᲭᲪ࠰ᲱஉᲫᲲଐᲢ൦Უ᳸ᲲஉᲭଐᲢᲣ
ᲭᲪ࠰ᲲஉᲬᲫଐᲢ້Უ
ʴʙᨈțȸȠȚȸǸ
žܼπѦՃᚾ᬴ဇऴ إ0#8+ſ

