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Ⴈ༃ɉĂߔലɈఊۙɬǎშੜᅙȱɘȱȹă!
ᇖଞގীȦȧɁĂဏɅளᅰɬ॰ȫɥڷਮəɁȳă!
ၭఱɈᅰɅࡖȦ૩ɀɘȳă!
!
!
!

2013年5月

同志社女子大学卒 1 名

龍谷大学卒 1 名

社会福祉法人

ࣞოޜߤɈ
ଲɤ೨əݪཡޏ
日 程 2013 年 2 月 19 日
会 場 ケアハウス食堂

āǑॢɢɤĂǔޑɅɩȹɤႴॢఊ௲ɬࢫȬɀࣞოޜɅଲɤ೨ɚߤɬ
Ȟɘȱȹă!
ā3123 ༃ɉĂəɄȩȻ!əɭɄɈ!ݦʈ˃ĜʯʳĜʸɈ!ĶࢧଞᅕɈ
ෂɈ˂ʧʫ˂ʩˋʜĂʩʛʡɈᅙɈไ౷ݛķ
!ȦᄭɬĂɖȺȞȲ
ʟɼʍĜʫʑʓˋʗĜɈĶᆀᅙଞᅕɈ౺ߤɈଌɬూɥķȦᄭ
ɬିȱɘȱȹă
āޜߤɅଲɤ೨ɭɁǑ
༃ȦॄݿȱĂ˄ʱ˃ɜȥɄ
ɤ௫ȱɀɘȞɤɘȱȹă
ʍĜʫʑɈ௫ĂৌᆎݛĂʋ
ʑʠʘɾˋɅࡍᅇȱɀȞɥ
ɂૃȞɘȳă!

近江ちいろば会
ピスガこうせい 〒520-3242

2013 年度
の方針
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ᅙॴɬຶɥȭɂȦɁȧĂࢧଞᅕ!ఊۙຑɈಮᅙ
ɈȤၖȦࠊȱĂதႷૺȦ౻Ʌɩɦɘȱȹă
ā੭൮ࠡଲɤɈଲɤ೨əࣅݛɅറȧĂȤၖɜอࢷ
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!
!
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ボランティア感謝会開催

3124༃ǐॢ22

āəɃɤɈഺɈĶࢀಶķɅɀĂʴˁ
ˋʞɻɺᅕ27შɈȮઞݡɁާ
ȞȹȱɘȱȹăȤሇĂ॑ĂʧĜʺ
ʣʃĂߖݙᆫၭĂᅡɤĂࢂĂഐ
ɤɄɃɈʴˁˋʞɻɺɁߤᄠȯ
ɦɀȞɥޣᅕɁȳăຎɉĂޣᅕ
ȦজގɈෂɁʴˁˋʞɻɺ
ɈᄆโĂၭɬৄࠓȱਗȞሆɞȥɄȠȻɅȢɘȱȹăණۊଜޏɈ
ȯɩɞȥɄဇɬ૩ȻȭɭɁȞȹȺȧĂࠐଟȱɀȤɤɘȳă
āāā
後援会へのご加入をお願い
申し上げます。ご協力いただ
いております方々のご芳名を
掲載し、報告と御礼とさせていただきます。
2012年の後援会費は101名で118万円でした。
訪問看護ステーションの軽自動車2台の購入などに充当させていた
だきました。
また 本年は1322万円の大口寄付をケアハウスの元入居者様 故
西村きみ 様よりいただきました。
この寄付のおかげで法人のお墓の費用も捻出できました。ありがと
うございました。
田辺 明子
田上 富久子
日本基督教団 水口子どもの教会
日本基督教団 城陽教会
日本基督教団 彦根教会
日本基督教団 洛西教会

細見 昌平
草津教会バザー委員会
日本基督教団 水口教会
日本基督教団 京都教会
三宅 光子

事業内容

夫
茂

後援会費
振込口座

発行日 2013年5月
発行責任者
理事長 奈 良 譽
館 長 森 口

取り扱い金融機関 郵便局
口座番号 00960-0-109363
社会福祉法人 近江ちいろば会
会費：年額1口 5,000円（何口でも可）

ケアハウス ピスガこうせい／ぼだいじデイサービスセンター／
ぼだいじホームヘルパーステーション／ぼだいじ居宅介護支援セ
ンター／高齢者支援センターぼだいじ／グループホームぼだいじ
／中央デイサービスしんあい／小規模多機能型居宅介護 ぼだい
じみんなの家／みなくちみんなの家（グループホーム、デイサー
ビス、ケアプランセンター）／ぼだいじ訪問看護ステーション

滋賀県湖南市菩提寺327-4

館長

森 口

茂

ࣷ৮ȻȞɧɊޏɈʫʐʿˋ
事業戦略

リーダーの育成
（計画的育成）
（5 年後の中核人材候補の育成）

方針発表会

機能維持向上ーリハビリサービス
介護のワンストップサービス
ー 小規模多機能型、高齢者住宅等
医療介護のワンストップサービス
ー 複合サービス
看取りの充実
ー 訪問看護、訪問介護事業、グループホーム

優れた事業者との連携による
人材育成
（高いレベルの教育機会）
（日本キリスト教社会事業同盟等）
（滋賀県老人福祉施設協議会）

私たちの目指す姿
地域の方々から、近江ちいろば会が
あってよかったなあ
、 守ってもらって
いる、と言ってもらえる事業を行う

戦略的人材

対外発表などを積極的に行い、
視野や人脈を広げる

法人全体の成長を支える
中核人材の育成
（創造力、視野の高さ、知識欲、
専門性、人間性）
将来を担う人材は
若者が魅力を感じ、
幅広い学部から採用
湖南市とその周辺地域から
将来を信じられる事業となる
事業を提供する
在宅に興味のある看護師、
介護で、地域のワンストップ
PT 等の採用
サービスを実施
マーケティングや経営力のある
本部人材の採用･育成
3 人のエリアマネージャーを育成する

人材戦略

エリア戦略

ࡍࣸĆষࠐ!!ྣޏܧଟၡਠ

3123༃23ॢ36〜3124༃5ॢ26ɘɁɈষ〔 ྣޏܧ順不同・敬称略〕

TEL.0748-74-3900（代表）
FAX.0748-74-3910
http://chiiroba.jp/
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!
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චޒɈ౦ൣȦ 76 ਫ਼ɅɄɥ 3126 ༃Ȧǎ༃ষɁȳă
ഽᅕɄʍĜʫʑอࢷɅʙʻ˄ˋʐȱɀɘ
Ȟɤɘȳă

戦略的人材育成の仕組み

ၭఱɈȤၖȦɁȧɘȱȹ

34号

在宅医療が必要となっても、認知
症となっても、高い人権意識、倫理
観を持って、援助ができる
どこよりも、近江ちいろば会を利
用したいと言ってもらえる
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ࡊႨᆅ༄ćఱɅȱɀɜɣȞȹȞɂૃȠȭɂɬĂఱɅɜȱɄȯȞă
私たちはキリスト教の精神に基づいて、高齢者の全生活において、「隣人愛の奉仕」を実施することを基本理念とします。
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ǗǈǵǌǟǺǟǒƆŹƎŷ
ʹˋʨĜɈູ
āˇĜʃĜȦଭȞට౯ఊۙǎშɅɄɤĂɘɁɂɉ
வȱۅȽȹဥڱɅɄɤɘȱȹă
3123༃Ɉݪ
āɛɀࠡଲɤɬȞɘȱȹăࢧଞᅕɈڤఘȜɥၙɣȱɅॆȦɤɘȱȹă
āࢧଞᅕɈʴˁˋʞɻɺߤȦฤශȱɀȧɘȱȹă
ʑ˅Ĝʄˋ
āĶʉɺʧɾʑ!ʬʑʄȭȠȵȞķ!ɉ!ĶɩȹȱɅɂȽɀބȦݦɅɄȽȹăķɂɩɦȹȞă
ࣞૢێஒێଌߤ
āႴॢǍޑĶᆅ໒ɈķɬฤɛĂ૩ȻɈᆯȞૈಡȿȩɤɬȱɀȞɘȳă
ʙĜʸᆵ௫Ɉଲɤ೨ə
āఒᅲɁȧɥఊۙɅɄɥȹɛɅĂඪĆ௩ȦȞɅȾȞɀɈᆅސĂގী။ঃ౫Ăᇖଞ
ఘᆅɈᆅސɬఠɛɘȳă

ǭǊǛ½ǹǟඒ եมߍ
ʹˋʨĜɈູ
āᆵɂʙʻ˄ˋʐ౼తɬ૩ȽȹʙĜ
ʸɁȳă
3123༃Ɉݪ
ā༃ɉાɃɜȥɣఱɘɁȞɧȞɧ
ɄఱȦୠɘɥૢࣞஒɬᄆૄȱĂߔ౺ʴˁˋ
ʞɻɺɞߔຮɂɈৄᆔĂණۊɈʴˁˋʞɻɺɈିȫɦɬಓ࣡โɅȞĂާȥɦȹʟ
ɼʍĜʫʑɅȳɥȭɂȦɁȧɘȱȹă༃ɜۜȧറȞɀଲɤ೨ɭɁȞȧɘȳă
ʑ˅Ĝʄˋ
āȯȳȦ!ĶɖȺȞȲʟɼʍĜʫʑʓˋʗĜķ!ɉ!ĶəɭɄȦȞȧȞȧɂȱɀȞɥ௲ஒ
ɞɄțķ!ɂɩɦȹȞă
ࣞૢێஒێଌߤ
āࣞოယඐɈॽȱɁࣞოɈʑ˂ʸݛɬȞĂęɈࣞოȺȫɁɄȩఛȹɄəɅ༂
ڷɬ૩Ƚɀଲɤ೨ɛɥɢȠɄ೨əɬɤɘȳă
ʙĜʸᆵ௫Ɉଲɤ೨ə
āϱယɈૢɅಗɂপɤɬɜȾāāϲʙĜʸۙɂሇɬȳɥ
āϳ!Ķࢦݿɂ഼ఱɉဿɩɣɄȞăယȦဿɩɥķ!Ɉ౼త

ǭǊǛ½ǹǟŷƆŷ
¢¢¢¢¢Ëඝొ੭ߍÌ
ʹˋʨĜɈູ
āʱʞˁˋȥɣĂଭɘɁဍঢ়ȞఊۙȦവȽɀȞ
ɘȳăȷɦȸɦɈఊۙȦູɬߤȥȱɀĂȮᆀᅙ
ଞᅕɈݿȮȱၫɬ৽ȢɀȞɘȳă
3123༃Ɉݪ
āĆʓˋʗĜɈᇱݚɈߤᅙɂȱɀĂȮᆀᅙଞᅕ
āāɈɣɦȹɜɈɬĂఄɤȾȫȱȹɤĂ༒ʠ
āā˄ĜʣˋʈʇɼʒɈಡɬȤȭɄȞɘȱȹă
āāެȥɣᅰɣɦȹၫɄɃɅ࿎Ɂȱȹ
āĆණইɈၫɂɈৄᆔɂȱɀĂᅌනܠɈඞ౺ޏɅઞݡȯȵɀȞȹȺȧɘȱȹăાࢷɂ
āāɈৄᆔɁȮᆀᅙଞᅕȦࡈɊɦɀȞɘȱȹă
ʑ˅Ĝʄˋ
āȯȳȦ!ĶɖȺȞȲʟɼʍĜʫʑʓˋʗĜȞȭȞķ!ɉ!Ķᄆ࿈ɈȜɥʟɼʍĜʫʑɂ
ɩɦȹȞķ
ࣞૢێஒێଌߤ
ā৫౺ɞĂߔ౺ɄɃĂණۊʴˁˋʞɻɺɈၫɅȽɀ෴ȫɥဥڱɬȽɀȞȧĂ
ಓ࣡โɅʴˁˋʞɻɺɈିȫɦɬȽɀȞȧɘȳă
ʙĜʸᆵ௫Ɉଲɤ೨ə
āࡥሃɈࢼᄵɂૢოࣞৌᆎɺʛʯɬʩʕʋˋɁȢɥɢȠɅȱɀȞȧɘȳă
āގীᆵ௫ɅȫɀĂʶʣʽɺ˃ɬȽɀȞȧĂȮᆀᅙଞᅕɈʉĜʑॳບࡼޏɬȽ
ɀȞȧɘȳă

ྞ۽۲ඳߍ݁ఎ࡛ئƯƓŷƋƲǆƝơ
ʹˋʨĜɈູ
āᆀᅙଞᅕɬࡃɅȳɥȭɂȦຶڷɄఊۙȦഽȩĂȷɈȤȥȬɁȞɈȹȢɄȞ௲ஒ
ɂɄȽɀȞɘȳăTnjmfʩˇĜɁĂცɥȞĆߖȱȞ!ĶəɭɄɈݦķ!ɬȽɀȞɘȳă
3123༃Ɉݪ
āĆᇻࢾĆਡழࡤჹഽ࡙༑ʓʷʢĜɅɀĂૢᇉཡɬȠă
āĆණۊɈඪโ௩ȦȞଞɬʴˁˋʞɻɺɂȱɀିȫɦĂ
āāණۊਇॷɒɈ2ၐɬຝəȱɘȱȹă
āĆཛྷɬȽɀᄘ੨Ɉ༱ĂେߋɬᆀᅙଞɂࢼɅൌঅɁȧɘȱȹă
ʑ˅Ĝʄˋ
āɖȺȞȲ!əɭɄɈݦɉ!ĶණۊɅڈȯɦɥૢࣞஒȺķ!ɂ
ɩɦȹȞă
ࣞૢێஒێଌߤ
āĆ!ණۊɈழߔ৫ɂɈৄᆔૢɬȞɘȳă
āĆ!ഽȩɈၫȦȤܛȱݚȯɥဇฆȱɈɢȞૢࣞஒɬᄆૄȱɘȳă
ʙĜʸᆵ௫Ɉଲɤ೨ə
āĆ!ழࡤჹഽ࡙༑ळɈჩɬૻڷȱȹລȧၫɬఊۙȦᄆૄȱɘȳă

ଜޏဏၭఱ!ࣷ৮ȻȞɧɊޏ

߂ૢࣞஒɈ!ଲɤ೨əގ
ǖȒ½ǽȁ½ȇ
ƯƓŷƋ
ʹˋʨĜɈູ
āცɥȩࡃɈದȢɄȞࡂෟɤɞ
3123༃Ɉݪ
ā࿄ਫ਼ൌഀɒɈଲɤ೨əȥɣ०ࢋɁ
ൌ෮ᆯɈவɄȞݪɬȵɘȱȹă
ʑ˅Ĝʄˋ
āȯȳȦĶʈ˃ĜʯʳĜʸɖȺȞȲķɉĂ
Ķ୨Ɂദܾ౯ɈȜɥૅܧᆵɁඪ
ɈʉɺɈᅲɦɥശ੭ķɂɩɦȹȞă
ࣞૢێஒێଌߤ
āĆ!ઢၐɂݤəɈˁʐʂൌഀɒɈઞݡ
āĆ!࿄ਫ਼ൌഀɈॅറɅɢɥൌᆵڿ૩Ɉ௫
āĆ!Ⴔ21૪/25૪ʫʟʂɁɈˁʐʂൌഀɈଌ
ʙĜʸᆵ௫Ɉଲɤ೨ə
ĪఒᅲȱਗȞĂ೨ఉɈোɈڻɅ࠷ێɂɄɥī
āϱʀˋʊĜʐʹˋʠɬɛɥă
āϲඪɬୠɛɀɅȤȭȱɀȞȩă
āϳၡਠĂᇦᅵĂഊඨɬ่ฦȳɥăāāā

ౣדǭǊǛ½ǹǟǡȚǥ½Ɗǆŵŷ ඝొ੭ߍ
ʹˋʨĜɈູ
ā ɘ Ȳ ɛ Ʉ Ɉ Ʌ Ăც ɥ ȩ Ăᄭ ȱ Ȟ ʑ
ʗʛʭൿɁȳă
3123༃Ɉݪ
āᅓȦȮᆀᅙȞȹȺȫɥɢȠɅɄ
ɤɘȱȹă
ʑ˅Ĝʄˋ
āၭఱɈʑ˅Ĝʄˋɬࢼᄵȱɘȳă
āȯȜĂێၐɬຝəȷȠĸᇉɬ೯ɤɘȳĹ
ࣞૢێஒێଌߤ
āழȯɄპɬĂȧȩȥɄȢɥăɜȠێȱɀəȹȞૢĂȽɀəȹȞஒā
āāāāāāāāāāāāā!ā)ȱɀəɘȱɡȠĊ!ȽɀəɘȱɡȠĊ*
ʙĜʸᆵ௫Ɉଲɤ೨ə
ā૫౦ൣɈʑʗʛʭȦĂݐȳɥȭɂɄȩߤᄠɁȧɥĶȱɭȜȞķɬᄆૄȱɘȳă

ƯƓŷƋȁ½ȇǾȒǷ½ǟǬ½ǝȎȚ
ʹˋʨĜɈູ
āఛȱȩʾʣʭʁĜʸɬ
ਈȱɘȱȹă
Ķ ʰ˃ʩĜ
ʑʞĜʏʿˋķɈ૦Ɉ݁Ʌ
ԍʶĜʇȦȜɤɘȳăޣᅕ
ɅణఘɬȤȫɁȧɥʰ
˃ʩĜɁȳă
3123༃Ɉݪ
āᇖଞĆ௩ȦȞଞĆھഗʍĜʫʑɈǏȾɈʍĜʫʑɬଌૈ
!ʑ˅Ĝʄˋ
āĶȜɣɠɥၫɅɜൎܾɁȧɥʰ˃ʩĜȦȞɥķɂɩɦȹȞă
āھഗʍĜʫʑɉĶȵɀڤఘɄఱɊȥɤɁȳķɂɩɦȹȞă
ࣞૢێஒێଌߤ
āॢǍޑɈʷĜʞɻˋʈɬଌૈ
ʙĜʸᆵ௫Ɉଲɤ೨ə
āϱ!ĶȹȩȯɭɈॸୌɅઞݡȱɀߔɐķ
āϲ!Ķ௩ȦȞဏɅȾȞɀߔɐķ
āϳ!ॢǍޑɈʷĜʞɻˋʈɅɀ௶ၡɬࢼᄵȱߔɐ

ƯƓŷƋ༜ླ࡛ںǟǬ½ǝȎȚ
ʹˋʨĜɈູ
ā༃ᇖੇɉపાĂࠡীુॄঅȯɘȰɘĂߏโȤɂɄ
ȱȞఱɊȥɤୠɘɤɘȱȹă
3123༃Ɉݪ
āவȱȴȾᆀᅙଞᅕɬഝɞȱĂၸᄎʀ˂ɺɬঢ়ȬɥȭɂȦɁȧɘȱȹă
!ʑ˅Ĝʄˋ
āɖȺȞȲၸᄎࠡীʑʞĜʏʿˋɬᆀᅙȱɀɢȥȽȹɂɩɦɥɢ
ȠɄૢɬȱɘȳă
ࣞૢێஒێଌߤ
ā࿒ۡɈණۊᇦ़ଆɂɈȾɄȦɤȦ૩ɀɥɢȠລȧȥȫɘȳă
ʙĜʸᆵ௫Ɉଲɤ೨ə
āɞɥɈȜɥఱȦĂ०ɁລȧɞȳȞఊ௲ɂɄɥɢȠখęɅᆵȱɘȳă

ƯƓŷƋ݁ఎ࡛ئॡֿǡȚǥ½
ʹˋʨĜɈູ
āȷɦȸɦɈȧɄᅝɬ๒ȢɀʹˋʨĜ
ގȞȹȱɘȳăȥɣ
࣌Ć
ĪȧɄᅝī
Ķ ɄȶķȦȜɥȥɣమၐ
āȦȜɥĤɄȶĉɂȞȠᄎ൨ૻڷɬʉɺʶʥ
āʐʹˋʠɅߤȥȱɀȞȧȹȞɂૃȞɘȳă
ഺᄄĆ
ĪȧɄᅝīɈȭɄȞᄕɉɄȞā
āĤఱ౺ɅȤȞɀĂȾɣȞૢȦȜȽɀɜɘȹɉॽȢɀȩɥɂȞȠ໘ᅎɅᄮ
āȿȫɣɦɘȳă
ĪȧɄᅝīతᅕɉ༬ȞȧɦɄȞݷဘɬᅇȢɄȞĤȾɣȞȭɂɞ
ᵚĆ
āਲɄૢȦȜȽɀɜĂȷɦɉȳɓɀᆅᄻȦȜɥȭɂăྼȴ௮ɤܛȢɣɦɥ
āɂȞȠᄮȦ૩ɀɘȳă
ಷۈĆ
ĪȧɄᅝīࢦݿɬޗɞɚɢɤĂᅰɬࡖȳɥɢɤĂɬ౺ȧɢȠ
āĤǍɬಜɅૃȠɂĂຎȹɤɈૢȦຎȹɤɂૃɩɄȩɄɥăȻɡȽɂ
āȱȹૢȦড়ȵɂૃȢɥăცɈૢɉɩȥɣɄȞȥɣɬಜɅ౺ȧȹȞă
3123༃Ɉݪ
āࣞოޜߤɬฆȲɀĂණۊɈɼˋʭʁĜʶ˃ɄଜޏɬඪɥȭɂȦɁ
ȧɘȱȹă
ʑ˅Ĝʄˋ
āȯȳȦĶɖȺȞȲࢧ൮ގীૅܧʓˋʗĜķɉĶණۊਇॷʢˋʨĜˇˋķɂ
ɩɦȹȞă
ࣞૢێஒێଌߤ
āණۊɈૢɅઞݡȱĂૢࣞஒɈശ੭ɬQSȳɥă
āĶॎɅഊඨɁȧɥૢࣞஒķɂȱɀശ੭ɬඪȽɀɜɣȠă
ʙĜʸᆵ௫Ɉଲɤ೨ə
āૢᇉɞʉĜʑॳບɬฆȲɀĂഊඨܧࡳɈʑʅ˃ɞĂ౫Ɉᆅސɬɛɥă

ࢮၼॡֿǡȚǥ½
ʹˋʨĜɈູ
āഊඨܧࣞოĆ౺ȧȦȞʟ
ɼʍĜʫʑĆ༯ʍĜʫʑȷ
ɦȸɦɈඐຎଞĂो:ఱȦୠਗ
ȱɀȞɥૢࣞஒɁȳă౦ൣɈ
ဍɉဿঢ়ȩĂ41ਫ਼ൣȥɣ81
ਫ਼ൣɘɁখ౯โɁఱ࠰ჍၹȥɄʹˋʨĜɁȳă
3123༃Ɉݪ
āණັɄၸᄎߤĆࡊႨʙɿʛʇ˂ʑʠɈߤᅙĆીɈૢࣞɂᄵ࡙โɅȾɄȬĂ
ୣმʍĜʫʑɅਇॷă
ʑ˅Ĝʄˋ
āȯȳȦ!ĶᇖଞૅܧʓˋʗĜɖȺȞȲķ!ɉĂ
ĶഊඨȱɀᅲɤɅɄɥķ!ɂɩ
āāɦȹȞă
āȯȳȦ!Ķɥɭɥɭʇˁʮķ!ɉĂ
ĶڤఘɁȧɥૐɈࢧ௲ஒķ
!
!ɂɩɦȹȞă
āȯȳȦ!Ķࣷ৮ȻȞɧɊޏȞȧȞȧ၉ຎķ!ɉ!Ă
ĶȤૢɈڤఘɬȫɀȩɦ
āāɥķɂɩɦȹȞă
ࣞૢێஒێଌߤ
āĆ!ණۊɈ၇ࣅޏɅઞݡȳɥ
āĆ!ழߔ৫ɁɈණߔۊɈɬȳɥā
ʙĜʸᆵ௫Ɉଲɤ೨ə
āฤᇉʷĜʞɻˋʈɈާɅɢɤĂၡਠĆᇦᅵĆഊඨɈ่ฦă
āॸ࢞ཡɅȫɀɈଲɤ೨əă

༑ཌຨ
ʹˋʨĜĆൌ౫
ā5ॢ2ɢɤఛൌ౫ɂɄɤɘȱȹă
ఛಡɈॄކࡅ܄ଆɈಒଆෳɂႨင
ʹˋʨĜɜൖɩɤఛȱȞൌ౫Ɂଲɤ
೨əɘȳăɃȠȸɢɧȱȩȤࡄȞඳ
ȱɘȳă
ʑ˅Ĝʄˋ
āȯȳȦĶࣷ৮ȻȞɧɊޏɈႨငķ!ɉĂ
ĶಮᄑโࣞოɬĂࡊႨɅĂළଌɅĂ୨
ɅĂʶ˃ʙɅĂൎܾȱʞʅʩʅɂȭɄȵɥʀʅʑʩĜʠȦȷɧȽɀȞɥ
Ʉțķ!ɂɩɦȹȞă
ʙĜʸᆵ௫Ɉଲɤ೨ə
āĆ!ॄ܄ౘඩĤେܗ௫Ʌɢɥॄࡊ܄ྉࣅݛɒɈଲɤ೨ə
āĆ!ᄜߠĤૢࣞஒɈશᇇɅɄɥɢȠɅଲɤ೨ə
āśఛॄކࡅ܄ଆɂȱɀ
āĆ!˂ĜʘĜɈఱ੮ۋ
āĆ!ࣞოޜైమ
āĆ!ఛȹɄૈಡྩ

ƲƝƂƔ¢ƲǆƝơ
ǖȒ½ǽȁ½ȇ
ʹˋʨĜɈູ
āȞ౾ɈದȢɄȞᄥޕɄස࠰Ɂȳă
3123༃Ɉݪ
āĆ!ާஒষĂǎȥॢɁஸɅȳɥȭ
āāɂȦᅰɘȱȹă
āĆ!ై܄ۿమࡼޏɬȠȭɂɁĂəɭ
āāɄɈݦɈ࠲ɞᅙଠɅȭɃɜ
āā221ྈɈʯ˄ĜʠɞʋĜˋɬಡ
āāȳɥȭɂȦᅰĂණۊɈۙێɂȱɀ
āāɈᄜߠɬඐȠȭɂȦᅰɘȱȹă
āāāɘȹĂණۊɈʍ˅ˋĪȻȠ
āāɃɭīɬəɭɄɈݦɁȠȭɂȦ
āāᅰɘȱȹă
āĆ!ထౘᇦ़ૢࣞɈࡼޏĂॸୌɅઞݡ
āāȱ৳ފીɈ഼ૢࣞஒɂɈৄᆔɬ૩ȾȭɂȦᅰɘȱȹă
āĆ!ழߔ৫Ɉୠච৫Ɉୠਗ௲ஒɅɄɤĂႴழߔ౺ɂɈৄᆔɬ૩Ⱦȭɂ
āāȦᅰɘȱȹă
ʑ˅Ĝʄˋ
āĶʈ˃ĜʯʳĜʸāəɄȩȻ!əɭɄɈݦķ!ȦĂ
ĶɅᅰɀɢȥȽȹķ
!
ɂɩɦȹȞă
ࣞૢێஒێଌߤ
āʉɺʯˁˋʓˋʗĜĂʟɼʍĜʫʑʓˋʗĜɂࢾᆵȱණۊɈඪ
ɞގীഊඨɬିȫɥă
ʙĜʸᆵɈ௫Ɉଲɤ೨ə
āĆ!ඪૻĂॄঅɬࢼᄵȱɀȞȩă
Ī၇ࣅޏĂPKUຑī
āĆ!ഊɈॽڷɬɘȴɉဧȧĂഊɈݟඩࠫɬྏฤȱɄȞă
āĆ!ࣱ૪ɈൎܾɬఊۙۙɁሇȱਗȽɀࢼᄵȳɥă

ǭǊǛ½ǹǟ եมߍ
ʹˋʨĜɈູ
āʟɼʍĜʫʑʓˋʗĜəɄȩȻ!ə
ɭɄɈݦɈູɉĂ
ĶȮᆀᅙଞᅕĂఊۙ
ɂێɅȞȜȠ౾ɅȾȾɘɦɥə
ɭɄɈݦķɁȳă
3123༃Ɉݪ
āฤࡖโɅʴˁˋʞɻɺȯɭɅᅰɀ
෴ȩȭɂȦɁȧɘȱȹă
ĪૢĂʧĜʺ
ʣʃĂଦཞĂʂʃ˂ʢɄɃī
āəɭɄɈݦɈ࠲ĂᅙଠɅાࢷ221ྈɈʯ˄ĜʠɞʋĜˋɈಡȦɁ
ȧණۊɈᄜߠɬඐȠȭɂȦɁȧɘȱȹă
ʑ˅Ĝʄˋ
āĶȞȾᅰɀɜʟɼʍĜʫʑʓˋʗĜəɄȩȻāəɭɄɈݦķ!ɉĂ
Ķࢧఘණ
!
ȦɢȩɀȭȭɁݿȮȵɥɈȦێྈɈߖȱəȺķ!ɂɩɦȹȞă
ࣞૢێஒێଌߤ
āʉɺʯˁˋʓˋʗĜĂʈ˃ĜʯʳĜʸɂࢾᆵȱණۊɈඪɞގী
ഊඨɬିȫɥă)৳ފીɈ഼Ɉʈ˃ĜʯʳĜʸɂɜࢾລȳɥ*
ʙĜʸᆵɈ௫Ɉଲɤ೨ə
āϱႴɈʷĜʞɻˋʈ૪ɅĂɈᆯȥȽȹ๘ɄɃێɈచɤ၄ɤɬ
āāȞۙȦࢼᄵȳɥă
āϲഊɈሇɬষɘɁဧȧĂݟඩࠫĂখ౯ɬྏฤȱɄȞă
āϳࣱ૪ൎܾɞ၇ࣅޏɄɃɬȞĂʙĜʸۙȦඪૻɬࢼᄵȳɥă

ǗǈǽȐȚǡȚǥ½ƛૡ༬
ʹˋʨĜɈູ
ā༃ɅۜȧറȧຮĂ௩ȦȞĂᇖຑഽယ
ᄘɁॄঅȱɀȧȹʉɺʶʥĜʐʻĜȦණۊ
ɈޣᅕɈȮૅܧĂȮഊඨɈȤ๙Ȟɬȯȵɀ
ȞȹȺȧɘȳă
āૢოۙȦێఱഝȢɘȱȹăဏɈॄঅɂਡݦ߆ɬɜȽɀȞɘȳă
āȤਲɤȮɂȦȜȽȹɣĂഊඨȱɀȩȺȯȞă
ʑ˅Ĝʄˋ
āණۊɈၫȥɣഊඨɅᅰɀɢȥȽȹɂɩɦɥʉɺʶʥĜʐʻĜɅĊ
ࣞૢێஒێଌߤ
āəɄȩȻəɭɄɈݦൌɈఊۙɈ˄ʱ˃ɺʛʯĪ߆ଲຶଞɈষၫૅܧī
ʙĜʸᆵ௫Ɉଲɤ೨ə
āĶɈᆵķāࠣᆅ܉ᅤɞ෮ᆅુȦႴɤȱɀȞɥྰჍȱȞᆧᆅɬĂᆀ
ᅙଞᅕȺȫɁɄȩĂఊۙɜȤȞȱȩȱɀȞɘȳăɉʋʷʽʣʉĜʏʿˋ
ɈɁȳă

