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平成30年１月25日（1）

૧ා͈̮̜̞̯̾
石川県障害者社会参加推進センター
石川県身体障害者団体連合会

会長

杉

森

重

廣

ȁ଼Ĵıා͈૧̢ͬࠞḀ̤̑ͣࠄ͍૭̱̜̬̳͘ȃ
ȁ̞ێ̦̞̤̳̦̀ͤ͘Ȃٯအً̞̥̦̤̮̱̱̠̥́͡ȃ
ȁ̯̀Ȃজ͈̓͜ැ̹̜̽́ܐવٺ৪ओ༆ٜક༹̦ঔ࣐̯ͦȂˎා߃̩̦ࠐً̱̱̹͘ȃ
ȁ༹ၙ̦ঔ࣐̯̹ͦࢃ͜Ȃఉ̩͈વٺ৪̦݂̹̞̹̱̞͂̈́̽͘ম͞વٺ৪̦൏ͬݵ๛̯ͦͥম̦อ
̱Ȃ̹͘ࡇඤ́͜࿋൵ࡂ̦৬ݵ๛̯ͦͥম̦อ̱̱̹͘ȃ
ȁඤຸ͈ڝଲაऔ͉́Ȃવٺ৪ͅచ̳ͥओ༆Ȃ༊ࡉ̦̜ͥ͂এ̞̽̀ͥ૽̦˔ڬոષͅȂવٺ৪ओ༆ٜક༹
̞ͬͣ̈́͂൞̢̹૽̦˔̳̞͖͈̀̽͘ͅ৻ڬȃ
ȁࡇඤ͉́Ȃ̳͓͈̀ঌ̦Ȃ֥̦વٺ৪ͅ؊చ̳̹͈ͥ͛చ؊ါႀͬଷ̱Ȃવٺ৪൝̦ओ༆൝̱ͅ۾
̧́ͥௗ࢛ͬ୭౾̱̤̳̀ͤ͘ȃ̹͘Ȃ̭͈ͦͣૂ༭ͬ͂͜ͅ౷֖͈̦۾ܥ߸۾ओ༆ٜક̫࢜̀৾ͤͅழ͚
ழ͂̈́ͥঌ͈׳౷֖݈ފ͉ٛȂ଼ĳĺාഽಎͅ୭౾̯̞̤̳ͦͥ͂̀ͤ͘ȃ
ȁओ༆ٜક̥̥ͥͅଷഽ࿂͈ା̧͉̦̹̱́ͭ͘ૺ̥ͅږȂौ͈࡛ࣽે͙ͬͥͅȂવٺ৪ओ༆͉Ȃ࣭ྦྷˍ૽
͈͌͂ͤવ̳ͥ۾ͅٺেȆၑٜ͈ະ௷Ȃփে͈༊֦̳ͤܳͥͅ࿂̦ఱ̧̞̭̦͂ࣉ̢̳̱ͣͦ͘Ȃ̹͘Ȃવ
ٺ৪ু̦փেͬ̽̀͜Ȃු̩ͤޑȂˍ૽̦̜̬̫̞̩̭̦͌͂ͤͬ̀͂ఱ་ਹါ̜̭́ͥ͂ͬठে̯
̵̹ͣͦˍා̜̱̹́ͤ͘͜ȃ
ȁ̭͈̭̥͂ͣȂ୶͈ࡇવ৪ছఱٛ́વٺ৪ओ༆ٜક༹͈ࢵ̈́ͥอ͍ͅࡇྦྷͅવٺ৪ओ༆͈েͬ
̠̹͉̽̀ͣ͛͜͜ͅȂࡇྦྷ֚͂ఘ̹͂̈́̽ओ༆ٜક͈৾ͤழ͙̦ຈါ̜́ͥ͂ࣉ̢Ȃવٺ৪ओ༆ٜકૄ႕
Ȫبઠȫ͈ଷͬါབম̱ࣜ͂̀ࠨ̧݈̞̹̺Ȃࡇͅచ̷̱͈࡛̫̹࢜ͅါབ࣐̹̭̜̳ͬ̽͂ͧ́ͤ͘ȃ
ȁ̹͘Ȃఱٛ࡞̤̞̀ͅȂવٺ৪ͅచ̳ͥȶࡇྦྷ͈͈֚ၑٜ̦ຈါ̜́ͤȂ̷͈ଔૺ͉ͅવ̜͈ͥٺ৪ু
̦࣐̠ͣอڰ൲̦ఱ̧̈́ႁ͂̈́ͥȃȷ̭͂ͬ४ح৪֚൳̳̜̭̹ࣣ̱ͤ́ͧ͂̽͘ږȃ
ȁٯအ͈̮੩࡞Ȃ̮ފႁ̧̞̹̺̦ͬ̈́ͣȂٯအ͂ͅވવ̜͈ͥٺ৪͈ুၛ͂২ٛ४͈ح௯ૺȂવ̜͈ͥٺ৪
̦౷֖́հ̱̀༥̵ͣͥވ২͈࡛̫ٛ࢜ͅȂڎਅমު৾ͤͅழͭ́४̹̞ͤ͂এ̤̳̽̀ͤ͘ȃ
ȁྎຊ̦̈́ͣȂٯအ༷͈ࣽࢃ̳̳͈̮͘͘ڰ̮͂࠲ੳ̤̱ͬͤܫȂ૧ා͈̮̜̞̯̞̹̱̳̾͂͘ȃ
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号

ᵥゝ㇔㇑ゝࡋ

ȁ଼ĳĺාĲĲĲĳĩĪࡿஜĲıশıı̥ͣཤ͈ࣣఘ̞̤֗̀ͅ܁ȂలķĴٝࡇఘવٺ৪ছఱٛ
̦ٳट̯̹ͦȃ
ȁ̭͈ఱ͉ٛȂ౷֖͈વފ͈̹͈ٛ͛اڰ଼Ĳĸා͈̥͕̩ঌఱ̥̻ٛͣٝͤٳट̱͂Ȃෝഴٖ͂ح
́ࡽͅٳट̯ͦȂ͉ࣽٝཤ́ٳट̳̭̹ͥ͂͂̈́̽ȃ൚͉Ȃࡇئ֖̥ͣĵĶıྴ಼̢ͬͥఉ̩͈༷ͅ
४̧̺̹̞ͬحȂେఱ̈́ఱ̹ٛ͂̈́̽ȃ
ȁ̹͘Ȃࣽٝ͜ࢩ̞ఘ֗ڰͬ܁ဥ̱̀౷ࡓવٺ৪ঔ୭ͥ͢ͅ์ȜȜ̦୭̫̹ͣͦȃ
ȁ႕ාȂٳट౷͈વފٛͅ৽̱̀͂ۯఱ̦̞̞̺̹̞ٛͥ̀̀̽ͩࠈͅאȂཤছ͞هཤ২ٛ
ছ݈ފٛ͂Ⴒࠈͬ৾ͤȂఱ͈ٛאδρϋΞͻͺږ༗͞ͺΠρ·Ώοϋ߸۾৪͈͒ջှཱི̱̞̈́̓̀ͅ
̹̺̞̹ȃ
ȁވट̹͂̈́̽ཤ̮൚ޫ͉ͅȂٛા୭ͅא࿂എͅࢄފႁ̞̹̺̩͂͂͜ͅ൚͈ಛ৬ાାၑȂັ̥ͣ
༕൚͈ືȂࢃ༌ັ̫́͘Ȃఱٛא๊̹̮ͩͤͅފႁ̞̹̺̞̹ȃ̹͘ȂδρϋΞͻͺ̱͂̀ཤྦྷ
տ֥͈ٯအ̮͜ͅފႁ̞̹̺̞̹ȃ
ȁ৽ఘഎͅఱ̹̥̥ٛͦͣͩͅאཤવފ͉ٛͅȂ̭̯ͦͬͦ௵ࠫͅࢵͅܥȂఱ̞ͅอജ̯͈ͦͥ͂͜
ܢఞ̞̹̱̳͘ȃ
ȁఱ͈ٛඤယ͉Ȃո̳̤́ͤ͂ئȃ

◇式

典

１ 主催者挨拶
ȁȁࡇমȁȁȁȁȁȁུȁୃ࠻
ȁȁࡇఘવٺ৪౬ఘႲࣣٛಿ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ૩ȁਹᎢ
２ 石川県知事表彰Ȫম̦ນઆ৪́ˍ૽̴̾ນઆȫ
ȁȁ২ٛছমުਲম৪ȪˍྴȫȂࢌ׳Ⴛ৪ȪĲĸྴȫȂ
ȁȁুၛࢵ৪Ȫˍྴȫ
ȁȁɖນઆ̫̹༷ͬͣͦș͉ː༁ͅࠇश
３ 石川県身体障害者団体連合会長表彰
ȁȁȪນઆߊྀ͈యນ৪ͬໍరஜ́ນઆȫ
ȁȁࢌ׳Ⴛ৪ȪĳĳྴȫȂুၛࢵ৪Ȫˍྴȫ
ȁȁɖນઆ̫̹༷ͬͣͦș͉ː༁ͅࠇश
４ 来賓祝辞
ȁȁࡇ݈݈ٛಿȁȁȁȁༀᚧȁࡋংအ
ȁȁཤಿȁȁȁȁȁȁȁஜȁȁഓဎအ
５ 来賓紹介
ȁȁࡇ݈࢚ٛޗտ֥ٛտ֥ȁȁȁġġऎȁୃࢨအ
ȁȁཤ݈݈ٛಿȁȁȁȁȁȁȁȁġġ५୶ȁຳအ
ȁȁਤ݈݈֥֭ġಂȁȁࢼအయၑġȁ࣏࿐ȁฎအ
ȁȁȁȁȗȁȁġऎș࿐ܮအయၑġȁൽ࠴ȁୃྶအ
ȁȁȁȁȗȁȁġ߃გအయၑġȁઐזȁࢨ௱အ
ȁȁ४݈݈֥֭ġؖനೄਏအయၑġȁȁအ
ȁȁȁȁȗȁȁġ५നਘႹအయၑġȁგᚧহအ
ȁȁȁȁȗȁȁġུݠਔংအయၑġȁະ෫ȁ࣐ఱအ
ȁȁࡇྦྷտ֥ൺտ֥݈ފٛႲࣣٛġٛಿ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġġ५ུఉೋঊအ
６ 被表彰者謝辞
ȁȁġર৪ͬయນ̱̀Ȃ߄ాঌ͈ષ౷଼̦̯ͭج৫ৃ͓̹ͬȃ
ȁȁɦġఱ་̤ན̱̞̥̈́Ȃ̮ႉ̞̹̺̞̹̮ြຬ͈ٯအ୍͉ͅ
̜̦̠̮̰̞̱̹ͤ͂͘ͅȃ
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平成30年１月25日（3）

事

１ 議長団選出
ȁġȁٖ͈ఊന༓̯ͭȂ߄ాঌ͈നಎࢬࢨ̯݈ͭͬಿ౬̱݈͂̀ম̦ૺ͛
̹ͣͦȃ
２ 前大会要望事項処理報告ȪࡇႲ५ॄমྩޫಿ̥͈ͣ༭࣬ඤယȫ
ȁġȁ଼ĳĹාĲĲ˒ͅෝഴ́ٳट̱̹లķĳٝఱ̤̞ٛ̀ͅࠨ݈̯̹ͦါ
བমࣜĲķ̞̾̀ͅȂࡇ̥͈ͣٝ൞ͬ൩̢͘Ȃၑমٛ൝́ض̹̱݈ࠫފȂ
ˍͬੰ̧֚໐ਘୃ̴͉̜͈͈̞ͥͦ͜͜ࠑါབ̦ຈါ̱͂̀Ȃࣽාഽ
͜ါབ̳ͥထ̜́ͥ͂༭̯̹࣬ͦȃ
３ 議案審議
ȁġȁࣽාഽ͉ࡇႲ̱͈͂̀ါབˏȂࡇণژવٺ৪ছފ̥ٛͣˍȂ͈
૧ܰါབ̦̯ͦȂ̷̸ͦͦմၑဇ͈୰ྶ̦̯̹̈́ͦȃ
ȁȁȴ૧ܰါབমࣜȵ
１．障害者差別解消条例(仮称)の制定について
ȁȁġȁવٺ৪ओ༆ٜક༹ͬ൩̢͘Ȃવ̜͈ͥٺ৪̞̈́͜৪͜൚ͤஜͅ༥̵ͣ
ͥ౷֖২ٛͬ࿒ঐ̳̹͛Ȃ֗ޗȂຽݞอ͞ၠ͈ܥ͈ٛ൝ͅࡇȂ
વٺ৪౬ఘȂঌȂࡇྦྷ͍ݞমު৪̷̸̦͈̱̹ͦͦضͬڬȂ̤ࡽ̞
ͅႲࠈ̱̀Ȃྌ͉֚ఘ͂̈́̽̀৾ͤழ͚વٺ৪ओ༆ٜકૄ႕ĩبઠĪ͈ଷ
ͬါབ̱̳͘ȃĩࡇႲĪ
２．身体障害者相談員の活用について
ȁȁġȁఘવٺ৪֥͈ڰဥ̞̾̀ͅȂঌ̦ୟޭഎ৾ͤͅழ͚̠͢ࡇ̥
͈ͣঐ൵ͬါབ̱̳͘ȃĩࡇႲĪ
３．障害者の社会参加の促進について
ȁȁġȁΑεȜΜ̱̹ͬવٺ৪͈২ٛ४̦̜̦ͥ̾̾ͤࢩ̦حȂΑεȜΜঐ
൵৪ȂΑεȜΜȆτ·ςȜΏοϋ౬ఘȂΑεȜΜঔ୭Ȃছ߸۾৪Ȇ
౬ఘ͈̈́̓͂Ⴒࠈͤ͢ͅȂવٺ৪̦߃̈́౷֖́ΑεȜΜ̱͚̭͂ͅ
̧̦۪͈́ͥޏାͬါབ̱̳͘ȃĩࡇႲĪġ
４．障害者福祉サービスについて
ȁȁġȁঌ͈փএம׳মުͅȂণژવٺ৪ͬచય̳͂ͥయඋȂయຊ͈̈́̓ȜΫΑ̢̦̠ͥͦͣ͢حȂါ
བ̱̳͘ȃĩࡇণފژٛĪ
ȁȁġȁ૧ܰါབমࣜːոࠑ͈ٸါབম̞͉ࣜ̾̀ͅȂஜٝါབ̱̞̹̀વٺ৪ΑεȜΜ͈֚ࡓ̞̾ͅا
̀Ȃ૧̹ࣽͅාː̥ͣࡇྦྷاΑεȜΜ໐ͅΑεȜΜ૦̦هޟ୭౾̯ͦȂવٺ৪ΑεȜΜ̦֚ࡓഎͅచ
؊̯̹̭̥ͦ͂ͣॉੰ̳ͥȂĲķ͈ඳఘଷ͈ږၛ̞̾̀ͅȂˑঌͅྚ̺ছඳਫ਼אζΣνͺσ̦
ॐ̯̞̞̭̥ͦ̀̈́͂ͣȂ̭͈୭౾͈ါབͅਘୃ̢࣐̹̠ͬ̽́ȂĲķͬࠑါབ̳̭͂ͥ͂Ȃ̹͘
ࠑါབ͈ਇক͉ஜఱٛါབমࣜੜၑ༭͈̤̜࣬͂ͤ́ͥক͈୰ྶ̦५ॄমྩޫಿ̥̯̹ͣ̈́ͦȃ
ȁȁȁ݈մ͈ါབম̳ࣜͥͅ۾ৗ࿚͉̩̈́Ȃ݈մ͉ࡔմ̤̓ͤȂٛા֥͈ฏ́ࠨ̯̹ͦȃ
４ 大会宣言
ȁġȁ ౷ࡓཤ்͈ଳ῭֚ঙ̦ఱٛ࡞մͬႿඋࢃȂ֥͈ฏ́न఼̯
ͦȂ݈ম̦ਞၭ̱̹ȃ

◇アトラクション
ȁġȁಓࢃȂ२ഽ͈࣭ੳ̹̱̹ͬ৾ضᄤၨ৹լழ̦Ⴚ̯ͦȂ४ح৪
͈͉̯ͭٯȂ৹̯֜ͦͥႁ̞ޑఊࡻ̧̧͈̹̞ࣺ̀ͦ֨͘ͅޣȃ

◇講

演

̹

̱

ȁġȁ౷ࡓୃ͈ਯ́Ȃ֗ޗտ֥̜́ͥ͜ࡔࠄੳ̯̥ͭͣȶ௷ͥͬ
ͥȡࢨ̵֚̈́ͥͅ๔༹͈༷͉ŀȡȷ͂ఴ̱̹࣒̹̜̦̽ȃ
ȁġȁ۾͈̯ͭٯম̜́ͤ͜४ح৪̥ͣৗ࿚̦ͥ̈́̓Ȃఱ་Ȃ̦̹̽͠
̱ͤ͂Ȃܨ͜հ̪࣒ͣͅͅಶ̧ව̞̹̽̀ȃ

◇閉

会

ȁġȁ࣒̀̽ͬ͜ఱ͈̦ٛਞၭ͂̈́ͤȂനಎࢬࢨ໗ٛಿ̦Ȃȶြා͉ࠪ
କ́ٳट̳͂̈́ͤ͘ȃఉ̩͈४̤ͬحఞ̻̱̞̳̀͘ȷ͈͂ٛ࡞ဩͬ
͓Ȃఱٛͬਞၭ̱̹ȃ
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表彰を受けられた方々 （敬称略）
石川県知事表彰
ȁȁȪ২ٛছমުਲম৪ȁˍྴȫȁȁୌȁგࢼȪઐঌȫ
ȁȁȪࢌ׳Ⴛ৪ȁĲĸྴȫ
ȁȁષ౷ȁ଼جȪ߄ాঌȫȁȁ५ࣽئಱ૽Ȫ্ঌȫȁȁקఆȁ୯ঊȪઐঌĪȁȁᙎ૧֚Ȫႊോঌȫ
ȁȁ؍ൽ̧͙ঊȪਛঌȫȁȁུݠȁგȪٖحঌȫȁȁാ̧֔͢ঊȪٖحঌȫȁȁז५ȁଯࠃȪٖحঌȫ
ȁȁஜനȁȁ࣠ȪֵॊঌȫȁȁܔఉȁྥঊȪ̥͕̩ঌȫȁ५ུȁୃਜȪฒ५ঌȫȁȁઐ׆ȁಱকȪෝঌȫ
ȁȁཱાȁٸȪșঌঌȫȁޘఆȁȁօȪೋฦȫȁȁཤȁוঊȪඤඩȫȁȁಎ࿐ȁȁୄȪ༯ోକȫ
ȁȁୄനȁঊȪෝഴȫ
ȁȁȪুၛࢵ৪ġ ˍྴȫġ
ȁୃຳȪઐঌȫ
石川県身体障害者団体連合会長表彰
ȁȁȪࢌ׳Ⴛ৪ȁĳĳྴȫ
ȁȁ࿐๒ȁੳ༿Ȫ߄ాঌȫȁȁȁੳȪ߄ాঌȫȁȁోཹȁȁຮȪ߄ాঌȫȁȁઐؖȁࢺȪ߄ాঌȫ
ȁȁזȁ֚Ȫ্ঌȫȁȁಅനȁ೭ຳȪઐঌȫȁȁ࣏ȁଽ֚Ȫਛঌȫȁȁȁ̹͙Ȫٖحঌȫ
ȁȁஜനȁᖜᩒȪֵॊঌȫȁȁനȁგখȪ̥͕̩ঌȫȁऎ̯͂ঊȪฒ५ঌȫȁȁୌȁਾঊȪฒ५ঌȫ
ȁȁॄȁࢼȪฒ५ঌȫȁȁ५ུȁȁฎȪșঌঌȫȁ்ଳȁ῭֚ȪཤȫȁȁȁඵȪೋฦȫ
ȁȁཤȁྖȪඤඩȫȁȁा࡙ئऎݛȪٖȫȁȁ࣏֙ȁȁཅȪٖȫȁȁा֔ȁـখȪ༯ోକȫ
ȁȁఆȁౌঊȪࠪକȫȁȁൽئȁଯঊȪෝഴȫ
ȁȁȪুၛࢵ৪ġ ˍྴȫġ
૧ز૯ဇȪઐঌȫ
※平成30年度 第64回石川県身体障害者福祉大会は、穴水町で開催いたします。

七尾市で日身連中部ブロック相談員研修会が開催される
ȁ଼ĳĺාĲıĲĲĩକĪȂĲĳĩ࿐Ī͈ၰȂ্ঌ͈გாஂأġ ུ͈ȶ͈͂ڢȷ́లĳĲٝႲಎ໐ή
υΛ·ఘવٺ৪֥ࡄਘ̦ٛٳट̯̹ͦȃ
ȁ̭͈ࡄਘ͉ٛȂಎ໐ήυΛ·ࡇڎȆྴࡣؚঌ͈̻ٝͤٳट́Ȃ˓ා͐ͤͅࡇ͈́ٳट̹͂̈́̽ȃஜٝ
଼͈ĳĳා͉ͅٳ́ޡஂأٖحट̱̹̭̥͉͂ͣࣽٝෝഴ͈́ٳट̹͈̳͂̈́̽́͜ȃ
ȁ౷ࡓٳट̜́ͤ͜Ȃུࡇ̥͉ͣĶĵྴ͈֥̦४̱حȂ࣒ȂΏϋεΐ;θ̹͘Ȃ࣭͈൲̧͈୰ྶͅ
ͅীͬ߹̫̞̱̹̀͘ȃ
ȁ̤̈́Ȃࣽා͈ఱ͉ٛȂĲıĳĵĩକĪȂĳĶĩ࿐Īͅྴࡣؚঌ͈ྴഘΣνȜΈρϋΡγΞσ́ٳट̳ͥထ̳́ȃ
ȁࡄਘ͈ٛ৽̈́ඤယ͉ষ͈̤̳͂ͤ́ȃ
ӱ࣒ȁȁȁȁ
ȁġȁȶવٺ৪༹ࣣ͈֚׳໐٨ୃȷ͂ఴ̱࢚̀Ⴛ൱જવٺছههಿ༞ऎ
ఱೋຳঙ༹̥ͣၙ͈εͼϋΠ଼͞Ĵıාഽ͈֚໐٨ୃ̫̹࢜ͅߓఘഎඤ
ယ͈൦ે̦ޙ୰ྶ̯ͦȂ֥͂̽̀ܲͅਹ࣒̹̈́̽̈́͂ȃ
ӲΏϋεΐ;θ
ȁġȁȶࣽࢃ͈̠̓̈́͢౷֖ڰ൲̦ຈါ̥͂̈́ͥȷͬΞȜζͅࡇڎȆྴࡣؚঌ͈
֥̥ͣڰ൲͈࡛ે͂ࣽࢃ͈هఴ̦̯ͦȂ֥̦ୟޭഎͅ౷֖̀ͅ
̞̩̭͂Ȃ͂۾ܥ߸۾Ⴒࠈ̭̦ͬͥ͂ఱ୨͈͂დ̦̜ͤȂٛા൝͈͂ৗ݃
؊൞࣐ͩͦ͜Ȃ֥̱͂̀கͅၛ̾ඤယ͈Ώϋεΐ;θ̹͂̈́̽ȃ
ӳܱ ැ ࣒ 
ȁġȁ ࠲ࢫ൲ঐ൵আ͈ݠୌࢡঊঙ̥ͣȶഢ͊͆୶͈ȁ̭̭ͧ͂ఘ͈ΰσΑ
ͺΛίȷ͂ఴ̱̀Ȃ֥͈ș͈ڰ൲͉ͅȂু͈ͣ࠲ࢫ̩̿ͤ͜ຈါ̜́
̭̥ͥ͂ͣȂఘ̩̿ͤͬΞȜζͅ४ح৪̦ఘͬ൲̥̳ఘࡑ৾ͤ͜ව̹ͦ
ඤယ͈࣒̜̦ͤȂࣽࢃ͈ΑθȜΒ̈́ڰ൲̦͈̹̾̈́ͥ͂̈́̽͜ͅȃ
ȁġȁ̹͘ȂႲՒ໐ٛಿ͉ͅȂࡄਘٛఘ̮ͅ४̧̺̹̞حȂΏϋεΐ;θ
͈́੩࡞࣭͈͞൲̧̞̾̀ͅ༭̞̹̺̞̹࣬ȃ
ȁȁఉ̩͈֥̮ͅ४̧̺̹̞حȂࡄਘ଼ٛͬၑͅਞၭ̧̳̭̦̱̹ͥ͂́͘ȃ
ȁȁͤ͢ࢄႛ૭̱ષ̬̳͘ȃ
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日身連中部ブロック代表者会議を岐阜県で開催。国への要望事項が決定
ȁ˕ĲĺĩغĪͅࢹפ່ܚඤͅ୭່̯̹ͦܚঌڠپਠΓϋΗȜĩΧȜΠέσΑ·ͺĪ́Ȃ࣭͈͒ါབমࣜ
൝ͬૣ݈̳ͥႲಎ໐ήυΛ·యນ৪݈̦ٛٳट̯̹ͦȃ
ȁૣ݈͈ࠫضȂ࣭͈͒ါབম͉ࣜষ͈ˑ̹͂̈́̽ȃĩࣜ࿒͈͙Ī
ˍġȁવٺ৪ओ༆ٜક༹̦࿒എ̳͂ͥȶ͈࣭̀ྦྷ̦Ȃવ͈ٺခྫ̫̩̭̽̀̈́͂ͥͦͣ̀͢ͅڞȂࡽͅ૽
ͬࡢ͂ڒఄਹ̱ࣣ̞̦̈́ͣވ̳ͥ২͈࡛ٛȷ̫࢜ͅȂ഼͈֚ႁ̯̹̞ͬͦȃĩɦಕȁմၑဇ̱͂
̀Ȃ৬̞̳చ؊Πͼτ̦֚ؿਫ਼̱̥̞̈́ఱ߿γΞσ̦ఉ̩Ȃະ༒ͬြ̱̞̭֚̀ͥ͂ͬ႕̱ܱ͂̀श̱̞̀
ͥȃĪȮ૧ܰȯ
ˎȁდ࡞ࢊ༹Ȫبઠȫ்ͬͅݢଷ̯̹̞ͦȃŜ૧ܰŞ
ˏġȁࠈఝഩდͥ͢ͅಶژવٺ৪చ؊͈ݢ༭պ౾ȪĲĲı๔ȂĲĲĹ๔ȂĲĲĺ๔ȫ̱̹শ͈ݢ༭ιȜσ
̞̾̀ͅĩɦಕȁ࡛हȂಶژવٺ৪̦၌ဥ̳͉͈֚ͥͅଷ̦̜ͤȂ̭̓́͜Ȃ̞̾́͜၌ဥ̧࣭́ͥ
ൡ֚ΏΑΞθ͈ା̤̞̹̱̞ͬܐȃĪȁŜ૧ܰŞ
ːȁ˦ˮͬ၌ဥ̳ͥવٺ৪͈֨ڬଷഽͬڐਰ̯̹̞ͦȃŜࠑŞ
ȁˍȫ˦ˮΐΩϋΈ߈ڢ໐͈֨ڬచયͅȂ૧ۚȶ̸͈͙ȷ̢̞̯̺̩ͬ̀حȃ
ȁˎȫ༌ൽĲııŬŮոඤ́֨͜ڬచય̱̩̺̯̞͂̀ȃ
ˑȁခၳൽႹ͈֨ڬါͬڐਰ̯̹̞ͦȃŜࠑŞ
ȁˍȫġ࡛࣐͈৬᯦ഴ̢ͅحȂز൝͈৬ͅ൳̳ͥાࣣ൝͉ͅȂવٺ৪ನ͈াͤ֨͢ͅڬచય̯̹̞͂ͦȃ
ȁˎȫવٺ৪̦၌ဥ̳ͥ୨ΨΑ൝֨͜ڬచય̯̹̞͂ͦȃ

県に対し要望事項の実現に向け、要望を実施
ȁĲĲĳĹĩغĪͅȂࡇવఱ݈ٛ́ࠨ̯̹ͦါབমࣜͬࡇͅါབ̱̹ȃ
ȁ൚͉Ȃ૩ٛಿȂനಎ໗ٛಿȂષ౷໗ٛಿ̥ͣाષࡇ࠲ࢫছ໐ষಿͅచ̱૧ܰ
মࣜːࣜ࿒͚ͬ܄ĳıࣜ࿒ͬါབ̱Ȃڎါབࣜ࿒͈࡛̹ͬ͛ݥ̩ޑȃाષষಿ̥
͉ͣȂါབඤယ̩ͬ͢൦̱̀Ȃါབ࡛̫࢜ͅಫ̧̞̹̞͈̽̀͂อ࡞̦̜ͤ͘
̱̹ȃࣽࢃȂࡇِ͉ͅș͈এ̞ͬਰ̧̺̹̞́ͭͅݦȂ൦ࠫͬض൩̢̹ٝ͘൞ͬ
ං̧̞̹̞̀͂ࣉ̢̞̳̀͘ȃ

障害者温泉療養事業のご利用について

ＪＲジパング倶楽部の会員募集について

−今年も温泉療養事業を行っています。もう利用助成
券をご利用されてお出かけになられましたか−

−特急料金等が割引になることをご存じですか−

ȁ၌ဥ̯̞̞༷ͦ̀̈́͜Ȃଵ̧̫̥̯͂̽ͥͦٸ
̯͉̞̥̦̱̠̥ͦ̀́͡ȃ
ȁٯအ͈̮၌ဥ̤ͬఞ̻̱̤̳̀ͤ͘ȃ

ȁ̶͌ව̯ٛͦ̀Ȃܥ̳ͥٸ̯͉̞̥̦ٛ͂ͦ̀́
̱̠̥͡ȃ
ȁ̹͘Ȃව̯̞ٛͦ̀ͥٯအȂࢵ૧̧͈͉ਞͩͤ
̱̹̥͘ȃٯအ͈̮၌ဥ̤ͬఞ̻̱̤̳̀ͤ͘ȃ

મळ̞͉̾̀ͅȂ̤ͅࠚܨমྩޫ̤́͘ଂ͇̩̺̯̞ȃγȜθβȜΐ͜ͅश̤̳̽̀ͤ͘ȃ

ȶུఘવٺ৪ছఱٛȷ ४حၫ࣐̞̾̀ͅ
ȁུఘવٺ৪౬ఘႲࣣٛ৽टͥ͢ͅలķĴٝఱ̦ٛȂࣽා˒Ĳĵĩ࿐Ī߲ͅ෯ࡇ́
ٳट̯̳ͦ͘ȃ̧̱͉̾̀͘Ȃܱئͤ͢ͅȂఱٛ४͂حণख़࣐̞̳͈ͬ́͘ఉ̩
͈༷͈४̤ͬحఞ̻̞̹̱̤̳̀ͤ͘ȃ̶͌Ȃ̮४̞̯̺̩حȃ
ȁમ̱̩͉Ȃˎಎࣼͅڎવފ̵̤̱̳ٛͣ͘ͅȃ

１ 旅

程（予定）
日／曜

行

程

６/13(水)

ฒ५ঌਫ਼ĩĸĻĴıอĪ ȝȝ ߄ా פȝȝ ্ছΓϋΗȜ ȝȝ ΏιΦΡρΛΈࣽຩഝ ȝȝ ോৡ
ȝȝ ্ϋρͼέίρΎ ȝȝ നಎΨΑ೪ ȝȝ ཤၘൽȆષקൽ
ȝȝ ಿĩণख़ȆಓĪȝȝ ࣞॄχΏϋΠϋγΞσတȆฑĪ

６/14(木)

γΞσ ȝȝ ఱٛ४حĩࣞॄͺςȜĪ ȝȝ ષקൽȆཤၘൽĩಓȆတ༕൚Ī ȝȝ നಎΨΑ೪
ȝȝ ্ϋρͼέίρΎ ȝȝ ോৡ ȝȝ ΏιΦΡρΛΈࣽຩഝ ȝȝ ্ছΓϋΗȜ
ȝȝ ߄ా פȝȝ ฒ५ঌਫ਼ĩĳĴĻııĪ

２ 参 加 費 ːྔȪထȇ४֥̀̽͢ͅ૽حȂ་ࢵ̈́ͥͅાࣣ̦̜̳ͤ͘ȫ
３ お問い合わせ先 ࡇఘવٺ৪౬ఘႲࣣٛমྩޫȪ൚ġୌȫഩდȆˢ˝˴ġˌ˓˒ȽˎˏˎȽ˔ˏ˓ˎ

（6）平成30年１月25日
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વٺ৪ΑεȜΜފ͈ٛ৽࣐̈́ম༭࣬ĩĺȡĲĳĪ
ࣽාĳĺාഽȪࢃܢȫঔ̱̱̹͘মު͈৽͈̮̈́ͬ͜ત̱̳ٚ͘ȃ

◇９/９(土)「第32回アカシアジョギング大会」
ȁٛા̜́ͥඤඩાˎŇಛ৬ા́Ȃࡇવٺ৪Α
εȜΜފٛȆຏ݅ȁٛಿ͈Օग़͈ࢃȂ౷ࡓඤඩ̥ͣ
͉Ȃޕئݛȁ֗ޗಿ̥ͣ࡞͈ࠞۥဩ̧̞̹̺̱̹ͬ͘ȃ
ȁΑΗȜΠশ͉ͅߗ̦ࢩ̦ͤȂذ̯̳أܨĳķɎȊ̱̥
̱Ȃ̷͈̯̬̥͈̠ͬͩͣͥ͢͞ͅȂ٬̥ͣ౷̞͢໓
̦̞̞̱̹̀͘ȃ
ȁ͈ࣽٝτȜΆ͉Ȃ૭࣬Ηͼθ͈͂ओ̦̞̈́ȪˏԢ͈໐ȫ͈͕̥Ȃ૭࣬Ηͼθˍ
ոඤ͂̈́ͥࢡ଼ୡͬਓ̦͛ͥఉ̩ȂႯਠ଼͈̩̥̞̈́ͭͬضอ̞̯ͥ̀ͦܞ
̲̤̳͂ۜ̀ͤ͘ȃ
ȁˏԢ͂˒ԢȂ˕Ԣ͈ˏȜΆ͉Ȃˍպ̥ͣ˒պ̳͓͈́̀͘වર̦̜ͤȂौා
̥ͣই̹͛Ȃ؊׳৪͜͜ΑΗΛέ͜ȶτȜȷ͓ͬ̀ນઆͬఞ̾Ȋ৾ͤழ͙
࣐̞̱̹͘͜
各３部門
の優勝者

・３kmの部優勝：大深 伸明（セルプはくさん）誤差0：00：00
・６kmの部優勝：中野 聖司（春風クラブ）
誤差0：01：48
・９kmの部優勝：北川
優（ポッキーズ）
誤差0：00：09

◇９/11(月）第12回グラウンドゴルフ大会in松任海浜公園内グラウンドゴルフ場
ಕȫࣽාഽఱٛͤ͢Ȃࡢ૽͈໐̦Ȃ੫Ȇ͈໐̱̹͂̈́ͤ͘ȃ

「女性の部」成績（上位３名）：順位・打数・氏名・チーム名・ホールインワン数
１位(49)山田恵美子(輪島市Ａ)３、２位(58)高磯 節子(白山市松任Ａ)１、３位(59)脇山與美子(かほく市Ｃ)１
「男性の部」成績（上位３名）
１位(50)蔵屋敷良一(中能登町Ａ)２、２位(53)浜谷 義則(かほく市Ｃ)２、３位(54)藤井 利雄(中能登町Ａ)２
「団体の部」成績（上位６団体）：順位・チーム別・合計
ȁɦĳȶలĲĵٝছΈρ;ϋΡȆΌσέಎ؇ఱٛȷĺİĳĸȪغȫ͈ȶ߄ాঌྦྷࠝఆȷાࡀͬڕංȊ

１位・296（中能登町Ａ） ２位・298（かほく市Ｃ）
４位・318（羽咋市Ａ）
５位・328（七尾市Ａ）

３位・303（輪島市Ａ）
６位・331（能美市・根上）

◇９/24(日)「石川県障害者スポーツ協会・障害者スポーツ賞」：受賞８名
ȁરచયȪ౬ఘȆࡢ૽ȫ͉Ȃࡇඤ̤̞̀ͅવٺ৪ΑεȜΜ͈ຽݞȆ૦༷̹̯ͦ͞ࡃ࣓ͅޟུ࣭ඤȆଲٮఱ
ٛ൝́ਜ଼̈́ୡ̤̯̹༷̳ͬ͛́ȃల˓ٝ࿒͂̈́ͥນઆ͉Ȃȶࡇવٺ৪͏̜̞ͦέͿΑΞͻΨσȷٛ
ાȆࡇॲުജা܁ː̹̱࣐ͦͩ́͘܁ȃ
功 労 賞 （ＳＴＴ）
優秀選手賞 （クロスカントリー）
（陸 上）
（陸 上）
特 別 賞 （Ｇソフトボール）
あすなろ賞 （ボッチャ）
（車椅子バスケットボール）

小坂
勇
西村 潤一
川上 春菜
森光 佑矢
東谷 昌彦
田中 惠子
田中 孝子
古崎倫太朗

選手
選手
選手
選手
氏
選手
選手
選手
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◇10/１(日）「釣り体験講座」９時00分〜11時30分

平成30年１月25日（7）

天候：晴れ

ȁ̭͈೦࣒ͤज͉Ȃȶఱ̤రાஜȷ́˔ٝ࿒̳͂̈́ͤ͘ȃࣽා͜ࡇඤڎ౷̥ͣȪႊോȡઐȫĳĶྴ಼ͬ
̢̦̯ͥͭٯ४̹̱̯ͦ͘حȃ
共催：ȶࡇȇ೦ͤ౬ఘ݈ފٛȆ
ġ
ͼϋΑΠρ·ΗȜႲ၁ࢹܥȷ
ȁȁȁȶࡇવٺ৪ΑεȜΜފٛȷ
場所：ȶఱ̤రાȷஜ
天候：١ୀ

֊ȐǵǽȪɀ⦦ș Ƚɛȵ ȡ
ΧǦǹǛȘƸᄽǮǹ⦦șǽ
ᏱǦȎȡ᮪ǲǵǓǮǯǜȍǦǮƹ

◇11/３(金・祝）第６回カローリング大会
ȁࣽఱ͉ٛȂઐঌࣣఘ֗ٳ́܁ट̱̱̹͘ȃࡇඤڎ౷̥ͣĲĳĵྴȪĵĳΙȜθȇˍΙȜθˏ૽ȫ಼̢ͬͥ४
̧̺̹̞ͬحȂࡿஜȆࡿࢃ̹ͩͤͅদࣣ࣐̞̱̹ͬ͘ȃ
ȁडਞࠫضȪષպˏΙȜθ଼͈ୡນȫ͉Ȃ̳̤͈ܱ́ͤ͂ئȃ
優 勝：中能登町Ｂチーム（宮崎・藤井・澤井）組
準優勝：かほく市Ｄチーム（池田・坂田・小泉）組

第３位：辰口Ａチーム（ 南 ・ 西 ・米田）組

◇第17回全国障害者スポーツ大会「笑顔つなぐえひめ大会」10/28(土)〜10/30(月)
లĲĸ࣭ٝવٺ৪ΑεȜΜఱٛȶઢ̢̪̾̈́͌͛ఱٛȷͅા̱̹ࡇ
౬ȪĵĲྴȇĳĴྴȆ֥ĲĹྴȫ̦ڕං̱̹ιΘσ͉ȂڕංιΘσ͉ĳĳࡢ
Ȭ߄Ĳıȅ߆˒ȅൾ˒ȭ̳́ȃ
ȁࡇ౬͈ڎ଼͈ܱ͞ୡ଼͈ࡇڎ͍ݞୡ͉Ȃƣઢ̢̪̾̈́͌͛ఱ
ٛȷˤˬ̞̯́॑ئȃ

金メダル獲得数︵
個︶

10

競技名

選手名
森
充則
新崎 一路

陸 上

森光 佑矢
廣瀬 徳一
原田

歩

水 泳

作間 照代

卓 球

田丸 裕貴

※年齢区分

障害区分 年齢区分
所 属
競技種目
17
２部 青山彩光苑ワークセンター田鶴浜 ビーンバッグ投げ
100m
09
１部
春風クラブ
ビーンバッグ投げ
27
１部
金沢星稜大学
1500m
19
２部
白山市
1500m
1500m
28
壮年
春風クラブ
800m
25m 背泳ぎ
09
２部
金沢市
25m 背泳ぎ
17
１部
加賀市
一般卓球

成績記録
備 考
7m37
14 秒 23
大会新
32m30
4 分 03 秒 23 大会新
7 分 13 秒 53
4 分 40 秒 08
2 分 20 秒 52
33 秒 62
30 秒 13
−

１部：満39歳以下、２部：満40歳以上、Ａ＝少年満19歳以下、Ｂ＝満20歳以上35歳以下、Ｃ＝壮年：満36歳以上

◇平成29年度 公益財団法人日本障がい者スポーツ協会公認
初級障がい者スポーツ指導員養成講習会（小松会場）11/18(土)〜12/16(土)
ɦ࿒എȇġུমު͉Ȃࡇඤ̤̫ͥͅવ̦̞৪ΑεȜΜ͈૦ͬޟ̹ͥ͛Ȃ̷͈ຽݞȆঐ൵ͅ൚̹ͥȪ़ȫུવ̦̞৪Α
εȜΜފٛݭΑεȜΜঐ൵֥͈ူ̷଼͈͂ڒͬ࿒എ̳͂ͥȃ

ȁ̭͈ူ଼࣒ਠ͉ٛȂུવ̦̞৪ΑεȜΜފٛવٺ৪ΑεȜΜ૦ޟমު͂
̱̀Ȃ൚ފ̦ٛŉĳĹාഽ̥ͣઐঌఘ֗ފ͍ٛͅࡇવ̦̞৪ΑεȜΜ
ঐ൵৪݈ފ͈ٛ࿂ފႁ͈͂͜ঔ̱̤̳̀ͤ͘ȃࣽා͜ࡇ͈̥ͣٸ࣒৪
͚ͬ܄ĲĲྴ̦ઐঌ࣒̀ͅਠ࣒̯ٛͬͦȂਘၭ͉́ȂਘၭબȪ࣒݅Ȇ
ܿهȇࠗĲĹশۼոષȫͬͅȂ֚૽̴̾વ̦̞৪ΑεȜΜ͈૦͞ޟ౷֖́
͈ΑεȜΜ͈ຽݞȆ৾ͅاޑழ̞̩̭͓̱̹ͭ́͂̈́̓ͬͣͦ͘ȃ

◇Ｈ29年度１月から３月の予定 ※ボウリング大会の申込は、年明けより募集を開始！〜参加、お待ちしてます〜
○ ｢H29年度 能登・加賀地区ボウリング大会の開催」：今年度も能登・加賀地区別に開催！
ȁෝഴȆٖح౷ߊఱ͈ٛވমࣜȆȆȆັȇࡿࢃĲĳশĴıȡȁٳٛȇࡿࢃˍশĳıȡ
ȁȁＨ30年２月20日(火）「能登地区」ボウリング大会についてȁાਫ਼ȇ·ΠυήȜθോȪͺσίρΎോඤȫ
ȁȁＨ30年２月22日(木）「加賀地区」ボウリング大会についてȁાਫ਼ȇࢄࠐΈρϋΡδ;σȪࢄࠐΞͻඤȫ

（8）平成30年１月25日

ほ

ほ

え

み

第

54

号

○ 新規事業：Ｈ29年度「障害者スポーツ魅力発信事業：石川県障害者スポーツフォーラム」
ȁˤĴıİˍİĳĹĩȫĲıȇııȡĲĳȇĴı
場所：̞̱̥ͩඅ༆ࢷڠ׳Ȫ߄ాঌධ૩ུςˍ๔౷ˍȫ
内容：ͺȫཤᚧȁࣧȁঙ࣒ͥٛ͢ͅȶΑεȜΜ͈̾ႁȷȪાਫ਼ȇ݈ٛȫ
ȁȁȁȁͼȫഩ൲৬ֆঊΛȜΙȜθͥ͢ͅΟκϋΑΠτȜΏοϋȪાਫ਼ȇఱఘ֗܁ȫ
ȁȁȁȁ;ȫഎવٺ৪ΛȜΙȜθͥ͢ͅΟκϋΑΠτȜΏοϋȪાਫ਼ȇఱఘ֗܁ȫ
ȁȁȁȁɦͼȆ;ȫȁཤᚧঙ͜ঐ൵͈̹͛४ح
!"#$%&’#(%()*+!(,-$./*!$

ȁȁȁȁȫܿއဥߓ͈ജাȆఘࡑ൝Ȫఘ͍֗ݞ܁ϋΠρϋΑγȜσȫ
ȁȁȁȁȫવٺ৪ΑεȜΜ౬ఘ͈ڰ൲ͬત̳ٚͥςȜέτΛΠ͈ືȪັȫ
○ 新規事業：Ｈ30/２月から３月上旬：Ｈ29年度「障害者スポーツ教室：障害者アーチェリー体験教室」
○ 新規事業：Ｈ30/２月から３月上旬：Ｈ29年度「障害者スポーツ教室：チェアスキー体験教室」
Ͷ!ဓౖ41̛ޔଂݵ݇మఔҭӥұ̶݇ბආലѢଗᅅૈࣄऱ!ݬͶ




ဟȁ

ˍ

ĳĹ



ȶવٺ৪ΑεȜΜέȜρθȷ࣒ȇཤᚧȁࣧġঙ
Ȫ̞̱̥ͩඅ༆ࢷڠ׳ȇ߄ాঌධ૩ུςˍ๔౷ˍȫ

ࡇȆࡇવٺ৪ΑεȜΜފٛ

ĳı

غ

లĲĵٝࡇવٺ৪ΑεȜΜފٛδ;ςϋΈఱٛȆෝഴ౷ߊఱٛ
Ȫ·ΠυήȜθോȆಎෝഴȫ

ࡇવٺ৪ΑεȜΜފٛ

ĳĳ

࿐

లĲĵٝࡇવٺ৪ΑεȜΜފٛδ;ςϋΈఱٛȆٖح౷ߊఱٛ
ȪࢄࠐΈρϋΡδ;σȆșঌঌȫ

ࡇવٺ৪ΑεȜΜފٛ

ĲĴ



ˎ

ˑ

˒

˕

˔ȡĲı ߄ȡ లĲĸ࣭ٝୢଡఅੱ৪Ⴒࣣ࣭ٛఱٛȪ߄ాঌȆࡇၛڢإ൴Ī

࣭ୢଡఅੱ৪Ⴒࣣٛ

ĲĴ

କ

లĸĲ࣭ٝ࿋૽ছఱٛȪނസȫ

ུ࿋૽ٛႲࣣ

Ĳĵ

࿐

లķĵུٝఘવٺ৪ছఱٛȪࣞॄঌȫ

ུఘવٺ৪౬ఘႲࣣٛ

ĲĵȆĲĶ ࿐Ȇ߄ ཤၘ౷ߊঔ୭ಿ݈ٛȪີ५ঌĪ

ཤၘ౷ߊഎવٺ৪ছފٛ

ĳĴȆĳĵ ാȆ లķĸٝཤ̜̠ͧק৪ఘ֗ఱٛĩڲঌĪ

ཤ̜̠ͧקႲྷ

ĳĵ



లķĸٝࡇণژવٺ৪ছاఱٛȪઐঌȫ

ࡇণژવٺ৪ފٛ

ྚȁ

غ

વٺ৪͈֚ΑεȜΜఘࡑޗȆෝഴ౷ߊ

ࡇવٺ৪ΑεȜΜފٛ

࿐

વٺ৪͈֚ΑεȜΜఘࡑޗȆٖح౷ߊ

ˎȆˏ

Ȇ غ࣭ঔ୭ಿ൝݈ٛȪނസȫ

ཤၘ౷ߊഎવٺ৪ছފٛ

ĳıȡĳĴ ࿐ȡ ࣭̠̜ͧ৪ఘ֗ఱٛȪॅޮࡇȫ

ུ̠̜ͧႲྷ

Ĵı



ࡇવٺ৪͏̜̞ͦέͿΑΞͻΨσȆࡇવΑεފٛಿરဓ
Ȫࡇॲުജা܁ː܁Ī

વٺ৪͈̹͈͛೦ͤఘࡑ࣒जȪఱ̤రાஜȫ
ാȆ లķıٝཤ̜̠ͧק৪ఱٛȪ߄ాঌĪ
లĲķٝছΈρ;ϋΡΌσέಎ؇ఱٛȪࡇఱٛષպΙȜθાĪ

ࡇવٺ৪ΑεȜΜފٛ
ࡇಶژવٺ৪ފٛ
ࡇႻ൱৪ছ݈ފٛ

ĲĴȡĲĶ ാȡ లĲĹ࣭ٝવٺ৪ΑεȜΜఱٛȆ̵̱̜֔ͩࡓܨఱٛȪ֔ࡇĪ

شજȆ֔ࡇఱ࣐ٛտ֥ٛ

ĳĵȆĳĶ କȆ࿐ లĳĳٝႲಎ໐ήυΛ·ఘવٺ৪֥ࡄਘٛȪྴࡣؚঌȫ

ྴࡣؚঌఘવٺ৪ছႲࣣٛ

ĳĸȆĳĹ ാȆ లĶĲ଼̪ٝͬ̾̈́֗ٛ٬ཤၘήυΛ·ఱٛȪ२ਹࡇླྀঌȫ

٬ཤၘ౷ߊ଼֗ٛ

ĳĹ



ĳıĲĹ߄ాζρΕϋ

ĲĵȡĲķ କȡ߄ ࣭֥ࡄݪఱٛȪ५࢛ঌȫ
ĲĲ
ˏȆː



లķĵٝࡇఘવٺ৪ছఱٛȪࠪକĪ

Ȇ غ࣭ൺอో׳ঔ୭݈ފאٛ
ͺΏͺΐοΆϋΈఱٛ
વٺ৪ΑεȜΜఘࡑٛ

ྚȁ

ാȆ

Ȫ़ȫུવ̦̞৪ΑεȜΜފٛ
ݭવ̦̞৪ΑεȜΜঐ൵֥ူ଼࣒ਠٛ
ల˓ٝυȜςϋΈఱٛ

ȁ

ࡇ

లĲĴٝࡇવٺ৪ΑεȜΜފٛΈρ;ϋΡΌσέఱٛȪ̥͕̩ঌȫ ࡇવٺ৪ΑεȜΜފٛ

ྚȁ

Ĳĳ

ࡇવٺ৪ΑεȜΜފٛ
ུഎવٺ৪ছފٛ

ĲĳȆĲĴ ࿐Ȇ߄ ཤၘ౷ߊ֥ࡄݪఱٛȪ̜ͩͣঌȫ

ྚȁ
˒Ȇ˓

ĲĲ

ࡇ଼̪ͬ̾̈́֗ٛ
ࡇ
ུ̠̜ͧႲྷ

ྚȁ

Ĳı

లķĳٝࡇ଼̪ͬ̾̈́֗ٛٛȪࡇ২ٛছٛ܁Ī

۾ȁ߸ȁ౬ȁఘ

ĳĸ

లĲĹٝࡇવٺ৪ΑεȜΜఱٛȪࡇၘષܿއા͕̥Ī
˓ȡĲı ࿐ȡ లķķ࣭̠̜ٝͧ৪ఱٛȪఱिঌȫ

ྚȁ
˓

মȁުȁࠗȁْ

ġ͉ΑεȜΜފٛ߸۾মު

߄ాঌ
ུഎવٺ৪ছފٛ
ࡇఘવٺ৪౬ఘႲࣣٛ
ུഎવٺ৪ছފٛ
ࡇવٺ৪ΑεȜΜފٛ
ࡇવٺ৪ΑεȜΜފٛ
ࡇȆࡇવ̦̞৪ΑεȜΜঐ൵৪݈ފٛ
ࡇવٺ৪ΑεȜΜފٛ
ࡇવ̦̞৪ΑεȜΜঐ൵৪݈ފٛ
ࡇવٺ৪ΑεȜΜފٛ

