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項目
管理職に占
める女性の
割合

【令和元年度第１回審議会（７月2
【令和元年度第１回審議会（７月24日）】

ご意見等

発言者

宮島委員

県をリードする立場の県職員の女性管理職と女性のトップ層の現状はどうか。

児童虐待と
ＤＶ対策

配偶者からの暴力に加えて子供への虐待が同時に起きているという現状にあって、これを一体して対
応する必要があると思われるが、県ではどのように考えられているか。

尾臺委員

計画の推進
体制

男女共同参画計画に沿って様々な事業を各部局で実施しているが、部局間の連携がされているか。

根橋委員

県内市町村の取組のばらつき、温度差があると思うが、進捗状況はどうか。
市町村の力量に差がある。男女共同参画社会づくりの重要性はわかっているが、小規模の町村では取
組が遅れている。これからは女性の力が発揮できる仕組みを考えていく必要がある。ぜひ連携をお願い
したい。

古田会長

市町村支援

第５次計画

意識調査

女性の活躍に関する推進計画未策定の市町村への働きかけについて、県では、どのようなアプローチ
をしているのか。第５次計画では、もう少し踏み込んでいただきたい。
計画推進のこれまでの成果と課題をどう整理するのかが重要。関係団体等との意見交換や関連する会
議との連携もお願いしたい。
第４次計画の総括はいつされるのか。しっかり総括をして、目標の進捗についてなぜ達成できなかっ
たのか、きちんと捉えていく必要がある。
長野県はこのままだと、人材獲得競争に負けるのではないか。次期計画は現計画の継続ではなく、相
当大胆なことを考えたり、今までと違うことを打ち出していかないと変わらないのではないか。
女性の活躍というよりも地方の創生にとって、若い女性を引きつけられるかどうかがその地域の未来
を決めるとまで言われている。
施策の対象として、経営者と行政。経営者と県、県議会の意識が変わるということは大事。教育の面
からは女の子たち。ターゲットごと、効果のある施策を打ち出していければいい。

唐木委員

高島委員

根橋委員

唐木委員

回答
県職員の女性の管理職の割合は目標値10％のところ、H31年４月で8.4％。増加傾向にある
が、全国と比べて低い割合と認識しています。また、女性の部長級の女性は４名、部長・課
長級を含めて8.4％です。
児童虐待とＤＶの関係、非常に密接に結びついており、問題であると考えるとともに、さ
らに悲惨な児童虐待等が増えていることもあり、この４月から県民文化部に児童相談養育支
援室を設置し、児童相談所と一体となって取り組んでいるところです。
基本的には部局間、全ての施策を連携して実施していくものと考えています。具体的に改
善が必要という部分はご意見をいただきながら進めてまいります。
市町村規模により人員体制に差があると認識している。その中で、全ての町村で同じよう
に実施することは難しいと感じており、また、県と市町村の役割分担についても今後の課題
と考えております。皆さんにご意見を頂き、第５次計画等に反映してまいりたいと思います。

現在、市町村男女共同参画策定支援事業として、希望のあった市町村に意識醸成講座を開
催する支援事業を行っています。地域に偏りがある状況や小規模町村に計画未策定が多いと
いう特徴もみられます。町村と県の役割分担も含めて、検討していきたいと考えています。
ご指摘は非常に重要と思います。
次回審議会以降で論点整理をしていく中で、第４次計画の総括をしていきたいと考えてお
ります。

宮島委員

第５次計画、少しメリハリをつけたものにしなければいけないだろうと思います。また皆
さんのご意見をいただきながら、どこに重点を置くのかを打ち出していきたいと考えていま
す。

ワーキンググループ設置などの検討をしてほしい。データの立体的な分析が大事。例えば、県職員の 髙島委員
女性管理職割合について、経過として女性の母数との関係や男女別の採用状況等、厚みある分析が必要。
第５次計画策定に向けて、ドラスティックに検討していく手法を考えたほうがいいのではないか。第
５次計画では、何か一つのことを捉えて検討する意志を示せるものも必要ではないか。

今後、ご議論いただく部分かと思いますが、第５次計画にはメリハリをつけるような方向
を、どんな形がいいのかは今後の話になりますけれども、念頭に置きながら検討していただ
ければと思います。

かなりドラスティックな、そして何が変わったのか、何を進めていくのかがわかる計画にしたい。

古田会長

調査は基本的に、意識変化を見ているものであり、項目は変えないほうがいい。
また、高校生に対しての質問でなぜ子育てについて落とすのか。
私も全く意見は同じで、この項目はやはり残しておいていただいたほうがいい。

髙島委員

新津委員

同様に、安曇野市で実施の高校生との合同講座で、生徒たちが結婚願望というものも口にしている。 尾臺委員
人口減少が進む日本において非常に重要な生徒の意見であり、今後いかに子育てをしていくかという人
生設計、これは大事なところなので、この項目は残したほうがよいと思います。

考えたことがない人がいるかもしれないという仮説なのであれば、考えたことがないという回答をつ
くればよいのではないでしょうか。
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福盛委員

県民意識調査の項目については、審議会のご意見を踏まえ、基本的には前回調査項目と同
様に調査することとします。ただし、他の個別計画等で対応している２項目については削除
（変更）します（「防災・災害復興対策」は削除（H26 調査 問 13）、「DV・暴力対策」は男女
共同参画センターの相談業務の検討資料とするため内容変更）。
高校生の意識調査の項目については、審議会のご意見を踏まえ、前回調査項目は同様に調
査することとします。ただし、問９の「子育ての希望について」の選択肢に「７ 考えたこ
とがない」を追加し、「男女共同参画関連の学習の有無と学習時期について」の 1 項目を増
やします。

前回審議会の主な意見
前回審議会の主な意見

【令和元年度第２
【令和元年度第２回審議会（11
回審議会（11月
11月18日）
18日）】

項目

ご意見等

政策・方針決
定過程への
女性の参画
拡大

女性が自治会長やＰＴＡ会長になるには家庭内の理解向上という部分での施策も考えられる。
女性枠を設けるといった事例など、県内で情報交換やノウハウの共有をし、ボトムアップしていくことも考えられる。
県が女性を対象にしたリーダー研修や意識改革の研修を実施して、県全体を牽引していくことも必要ではないか。
会長の役割や仕事内容の明確化、自治会行事や役割の見直しを行うなど、地域のみんなで役割を担えるような仕組み、
システム作りが必要ではないか。
地域のことに男女が共に参加する体制をつくっていかなければいけないのではないか。
地区ごとの事情に応じた施策を考えていく必要がある。自治会の負担軽減は、行政に課せられた課題と思っている。

雇用の場に
おける男女
の均等な機
会・待遇の確
保と女性の
職域拡大

県としての考え方

福盛委員

「固定的な性別役割分担意識の解消」について、地道であっても進めてい
かなければいけない課題と捉えています。
これまで、有効な施策を見いだせていないということについては、市町村
ごとに相違する状況を掴みきれていないことも要因の一つと考えています。
今後、市町村と連携し、地域ごとの女性参画促進に関する課題分析と対応
策の検討に取組んでまいります。

古田会長
髙島委員
宮下委員
小林委員
唐木委員

「県の審議会等委員に占める女性の割合」では、新たな女性委員の発掘は難しい状況であるということについて、何
山極委員
が難しいのか、深堀りが必要。県内では人材が見つからないとすれば、対象を県外に広げるなど努力が必要ではないか。

専門分野の団体推薦の在り方を再確認するするとともに、引続き、公募の
活用や専門資格の拡大等により人材の掘り起こしをするよう、担当課への働
き掛けを継続してまいります。

中小企業にもたくさんある成功事例をピックアップして県内に情報発信してはどうか。
育児や介護で離職した方が正社員になれない。子育てや介護していると難しい。企業側にそういう考え方が根強い。
トップが変わればという話もあるが、トップよりもその周辺の人の教育機会を増やす必要がある。
女性が積極的でないことが理由にされるが、一人ひとりが、その能力を最大限発揮できる形をみんなで考える必要が
ある。労働者の効果的な働き方を根本的に考えるという視点をどこかに入れていただきたい。
自治体職員も非正規雇用が多く、またその７割、８割が女性であり、その状況は何十年も変わっていない。

女性活躍推進セミナー等の実施に当たっては、より身近で有効な手法など
の、県内企業にとって魅力的な情報提供が行えるよう、実施内容を検討して
まいります。

女性社員対象のスキルアップ研修で、一歩、踏み出そうという人が出てきているが、少ない女性社員の中でだれをど
ういうふうに育てていくかが次の課題と捉えている。

山極委員
福盛委員
宮島委員
中村委員

小林委員

県内企業の多くを占める中小企業で働く女性のキャリア形成を促進する事
業を実施してまいりたいと考えています。

県外でキャリアを積んだ女性たちに対する、起業支援やネットワークづくりなどの支援も考えられるのではないか。 古田会長

今後、市町村等と連携を図り、様々な立場の県民との意見交換を実施し、
女性のネットワークづくりやエンパワーメントに取組んでいきたいと考えて
おります。

女性が農業分野や基幹産業の土木業でしっかり所得が得られる仕組が必要。次期計画の中では産業や労働部門につい
てもう少しきめ細かく、取組んでいく必要がある。

困難を抱え た
女性等が安 心
して暮らせ る
環境の整備

発言者

女性が経済活動に参画してその能力を発揮する一方で、非常に困難な暮らしの中で、希望を見出せない女性を輝かせ
ていくという施策が必要。女性が弱い立場に置かれているという理解や共感を深める施策を実施すべきではないか。

学校教育の中で、人権教育も含めて一緒に考える場面が必要ではないか。デートＤＶの講座の中では、自ら身を守る
といったことや個人情報をネットなどで扱うことについて、もう少し厚みのある教育をしたほうがいい。

高島委員

長野県就労促進・働き方改革戦略会議における分野別会議との連携を図る
など、分野ごとの課題を整理したうえで、取組んでまいります。

高島委員

様々な困難を抱えた女性（ひとり親・高齢女性・障がいのある女性・外国
人女性）等が安心して暮らせるよう、それぞれの置かれている立場への理解
促進を図るとともに、相談体制の充実や就労促進などの経済的自立に向けた
取組を実施してまいります。

高島委員

女性に対す
るあらゆる
暴力の根絶
古田会長

様々な支援機関・団体等との一層の連携を図り、強化していく必要がある。
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男女共同参画センターでは、デートＤＶの防止セミナーを実施しており、
年間約10校に講師を派遣しています。
学校教育の中では、一人一人が自分の個性や能力を十分発揮することや男
女平等の学習は意識して行っており、さらに教員に対する研修、学校人権教
育研修会なども実施しているところですが、女性に対する暴力をめぐる状況
は多様化がみられることから、状況に応じて適切に対応していく必要がある
と考えております。

項目

ご意見等

発言者

計画全体

第４次計画のめざす姿の一つとして掲げられている「豊かな自然と共生し多様な生き方ができる信州暮らし」は、長
野県の魅力としてかなり大きいところ。農林業への女性参画は、農村暮らしのモデルとなり、移住者の増加も期待でき
山極委員
るため、そんな視点も意識してほしい。
県外から見た長野県には魅力がある。温泉やおいしい果物があり、文化も高い。上手な情報発信が必要ではないか。 宮島委員
長野県は魅力があって、究極な危機感にたどりつきにくい。必死な都道府県にいつか負けてしまうという危機感があ 古田会長
る。次期計画には、今までと同様に現状に即した取組はもちろん、少し象徴的なものをつくったほうがいい。例えば男
性の育休で一歩先取った取組やSociety5.0、再生エネルギーなど、長野ならではの内容を考えていく必要がある。

男女共同参
画センター
について

長野県は縦に広いので、会場に行けない人が近所でビデオ通話でも聞けるというようなことや市町村単位ではなく広
域連合みたいな大きなくくりで連携を図ることも考えられる。そして、次のステップは家でもネットでつながる、配信
するというようなことを入れてもらえればと思います。
センター同士の横のネットワークを構築したり、長野県以外の女性グループ、女性団体との研修に行ってみようかと
か、そういう情報の双方向のやりとりみたいなものを考えたらどうか。広い意味で女性の連帯につながるので、国立女
性教育会館も含めたネットワークづくりの研究をしていく必要がある。
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福盛委員
高島委員

回答

第５次計画について、長野県の特色も踏まえた内容としたいと考えており
ます。委員のご意見をいただきながら、計画の策定を進めてまいります。

また、計画の推進にあたっては、
「信州らしいの魅力、強み」を活かした特
色ある取組を行うよう、関係課と更に連携を密にして実施したいと考えてお
ります。（例えば、「信州らしい暮らし方」の情報発信や体験の場の提供（テ
レワーク、起業、就農、信州やまほいく等））

男女共同参画センターについては、
「時代が求めるニーズの変化に対応した
センター」を目指し、その機能の見直しを図ってまいります。
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ࣱᨂܭƷǻȟȊȸǛ͵ƠƯƍǔƕŴᆢಊႎƴӖᜒဃǛᢔƢǔ˖ಅǋٶƍŵ
ȷˁʙȷࢫлȷᝡྂࡇƴࣖơƯŴ࠰ᱫǍࣱࠀƴǑǒƣᢘᢘƴʴǛᣐፗƢǂƖŵ
ȷȝǸȆǣȖǢǯǷȧȳǛԁܭƢǔƭǋǓƸƳƍƕŴࣱڡƷሥྸȷႳთᎰƷૠƩƚǛفǍƤƹǑ
ƍƱƍƏກƴƸឃӷưƖƳƍŵ
ȷҔၲŴᅦᅍŴπᇌݱɶܖఄƴƓƚǔࣱڡƷሥྸᎰлӳƸბܱƴӼɥŵ
ȷπᇌܖఄƷሥྸᎰƴҩǊǔࣱڡƷлӳƸŴفьƠƯƍǔǋƷƷɟޖƷѐщƕ࣏ᙲŵࣱڡՃǛ
Ѧɼ˓ሁƷਦݰႎᇌئƴᆢಊႎƴႇဇƠƨǓŴᄂ̲ሁǛᡫơƯǭȣȪǢǢȃȗǛǓሥྸᎰ
ƱƠƯ࣏ᙲƳਦݰщǍឋǛ᭗ǊǔƜƱƕ࣏ᙲŵ
ȷƘئŴ؏עѣƷئƴƓƚǔᏋδȷʼᜱሁܼࡊဃƷǵȝȸȈ˳СƷૢͳŴྸᚐ̟ᡶƕ࣏ᙲ
ȷ܇ᏋƯƠǍƢƍؾƮƘǓŴࣱڡƕƖዓƚǒǕǔؾƮƘǓ
ȷƳǔˁʙƱܼࡊƷɲᇌᲢȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹᲣƷਖ਼ᡶ
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ჄᏋۀՃ˟
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Ⴘ
Ჭ ᛡ ǋ ƕ  ࣎ ܤƠ Ư
ƖዓƚǒǕǔ
ؾƮƘǓƴƭ
ƍƯ

Ხ ᠾ ಅ Ў  ሁ ƴ ƭ
ƍƯ
Ჯ ᅈ ˟ ƴ Ɠ ƚ ǔ ဏ
ڡሁƴƭƍƯ

Ჰ ॖᜤો᪃ȷգႆƴ
ƭƍƯ

Ɲॖᙸሁ
ȷࣱڡƕ࣎ܤƠƯƚǔͳૢؾƕǕƯƍǔŵࢫՃሁƴƸžဏࣱƸˁʙŴࣱڡƸܼࡊſƷॖ
ᜤƕǇƩఌࢍƘŴɥӮǍӷ·ƷྸᚐǛࢽǒǕƳƍཞඞƕ᫋҄נƠƯƍƳƍƷưƸƳƍƔŵࢫ
ՃሁƷॖᜤો᪃ŴɥӮǍӷ·Ʒྸᚐ̟ᡶƕ࣏ᙲŵ
Ტ᪽ưƸǘƔƬƯƍǔƕܱ७ƕˤǘƳƍئ
ӳƕٶƍᲣ
ȷဏڡƕƱǋƴ࣎ܤƠƯƚǔͳૢؾᲢཎƴɶ˖ݱಅŴᙹݱ˖ಅᲣ
ŴࣱڡƷϐݼᎰૅੲ
ȷኽ۟ȷЈငǛਖ਼ڜƠƳƕǒŴ܇ᏋƯƱˁʙƷɲᇌƕᩊŵ˖ಅሁƷȪȸȀȸƕࣱڡƷᇌئƴ
ƳƬƯƍƳƍƨǊƖƴƘƞƕƋǔŵ
ȷࣱڡƕˁʙǛዓƚƯƍƘɥưஇǋُƴƳƬƯƍǔƷƸᏋδƴ᧙Ƣǔपǈŵ
ȷ˖ٻಅሁưƸȏȩǹȡȳȈƷգႆܖ፼ሁƕ࣋ࡁƞǕƯƍǔƕŴᩐኬ˖ಅŴ̾ʴኺփ˟ᅈŴᐯ
փಅሁƷգႆƕᡶǜưƳƍŵ
ȷᠾಅۀՃƸŴμ˳ƷۀՃૠƕถݲƢǔɶưۀࣱڡՃૠƸǄǅ್ƹƍưࣱڡƷлӳƕفьƠƯ
ƍǔŵ
žʴȷᠾעȗȩȳſƷ؏עưƷᛅӳƍƷئưŴࣱڡƷᙻໜǋᙲƴƳƬƯƖƯƍǔŵ
ȷᏋƷɶưƸբ᫆ƳƘᡶǊǒǕƯƍǔƕŴᅈ˟ɟᑍƷɶưƸሁƞƕഎƚƯƠǇƬƯƍǔŵ

ȷᣃӳƷǑƍƱƜǖƩƚƕžဏڡሁſƱƳƬƯƍƳƍƔŵૠ͌ƕμרǛឬƑǕƹƍƍƱ

ƍƏǋƷưƸƳƘŴƦƷרᐯ˳ƕ˯ƍŵဏڡƕӷሁȷӷЗƴৢǘǕǔᅈ˟ǛႸਦƢǂƖŵ
ȷဏڡσӷӋဒƸžʴƱƠƯƷ࠳ᅦज़ſưƋƬƯǄƠƍŵ
ȷǇƩžဏǒƠƘŴڡǒƠƘſ
žဏƩƔǒŴڡƩƔǒſƱƍƏॖᜤƕఌࢍƍŵཎƴ᭗ᱫᎍƴസ
ƬƯƓǓŴܼࡊưƷˮፗ˄ƚƴࢨ᪪ƠƯƍǔŵܖఄưƸžဏڡሁſƕේᡢƠƯƖƯƍǔƕŴ
ܼࡊǍᅈ˟ƕžဏڡሁſ
žဏڡσӷӋဒᅈ˟ſưƳƚǕƹᏋƷॖԛƕƳƍŵʴೌբ᫆Ʊ
ƠƯܖ፼Ƣǔ࣏ᙲƕƋǔŵ
ȷ
žࣱڡƕᅈ˟ƴЈƯᐯᇌƠƯƘſƱƏƍƏƜƱƴƭƍƯŴဏࣱƴǋࣱڡƴǋॖᜤƮƚƠŴ
ƘƜƱƷٻЏƞǛྸᚐƢǔ࣏ᙲƕƋǔŵ
ȷᏋδŴʼᜱǍኺฎႎƳƜƱƳƲƕӈƠƍɭƷɶƴƳƬƯƍǔɶưŴᐯЎƨƪᲢ᭗ᱫޖƷʴƨ
ƪᲣƕǍƬƯƖƨƜƱƕƜǕƔǒƷʴƨƪǋưƖƯ࢘ƱƍƏᎋƑ૾ƔǒᏮҲƢǂƖŵ
ȷॖᜤો᪃Ǜਖ਼ᡶƢǔƨǊƷࠊထŴ˰؏עൟǛݣᝋƱƠƨܖ፼Ʒئƕ࣏ᙲŵ
ȷᧈ᧓іǛ፦ࣈƱƢǔກƸᅈ˟μ˳ư٭ƑƯƍƘǂƖŵࣱКǛբǘƣᏋδǍʼᜱǛƠƳ
ƕǒưǋƘƜƱƕƋƨǓǇƑƷᅈ˟ǛನሰƢǔƜƱƕ࣯Ѧŵ
ȷဏࣱƴܭႎࣱКࢫлЎਃॖᜤƕఌࢍƍŵ
ȷ܇ƲǋǁƷᏋƴǑǓɟˊ࠰ܭǇưƸॖᜤો᪃Ʒ࣏ᙲࣱǛज़ơƳƍƕŴɶ᭗࠰ƷʴŷƸǇƩ
ݣሁƴσӷƠƯƍƘᎋƑƕഎڦƠƯƍǔƱƜǖƕƋǔŵ
ȷဏࣱƸࣱڡƷǛྸᚐưƖǔǑƏƴƳƬƯƖƯƍǔŵࣱڡᐯ៲ƕǨȳȑȯȸȡȳȈƱȁȣ
ȬȳǸችᅕǛਤƨƳƘƯƸƳǒƳƍŵ
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Ⴘ
Ჰ ॖᜤો᪃ȷգႆƴ
ƭƍƯ

Ჱ ܇ƲǋȷᒉᎍǁƷ
ᏋƴƭƍƯ

Ჲ ؏עѣȷ؏עƮ
ƘǓƴƭƍƯ

Ɲॖᙸሁ
ȷဏࣱƷॖᜤો᪃ǋ࣏ᙲƩƕŴƦǕˌɥƴࣱڡᐯ៲ƕॖᜤǛ٭Ƒǔ࣏ᙲƕƋǔŵ
ȷࣱڡƕኽ۟ƠƳƘƳƬƯƍǔŵˁʙǛƠƯƍǔƱኽ۟ǛࠎஓƠƳƍʴƕٶƍƱज़ơǔŵɭƷ
ɶƕ̝МƴƳǓŴኽ۟ƠƳƘƯǋƍƍᅈ˟ƴƳƬƯƍǔƨǊŴࣱڡǋဏࣱǋžኽ۟Ჷਃſ
ƱƍƏ࣬ƍƕٻƖƍƷưƸƳƍƔŵ
ȷࣱڡƸŴܼଈǍᎰئŴ؏עƳƲԗǓƷʴƨƪƷྸᚐȷǵȝȸȈƴݣƠƯज़ᜓƷ࣎ǛਤƭǂƖŵ
ೌМƹƔǓɼࢌƠƳƍŵ
ȷ
žܼࡊǛΟέƠƨƍſ
žᝧ˓ǛƍƨƘƳƍſ
žಏƳˁʙưǑƍſƳƲƘࣱڡƷॖᜤᣱƕ
ᡶǇƣŴሥྸᎰǛஓǇƳƍྵཞƕƋǔŵƘࣱڡƷॖᜤો᪃Ʒਖ਼ᡶƕ࣏ᙲŵ
ȷ܇ƲǋƨƪƴဏڡσӷӋဒǛྸᚐƞƤǔƨǊƴŴᅈ˟ưƠƯƍǔࣱڡǛܖఄǁᢔƠЈ
ЭᜒࡈǛܱŵ
ȷဏڡƕᐯЎƷ˳ƴƭƍƯܖƼŴƦƷɥư۔کȷᢤکƷჷᜤǛ៲ƴƭƚŴ ˊЭҞƘǒƍǇ
ưƴᐯЎƷʴဃᚨᚘǛᎋƑŴॖ࣬ǛਤƯǔǑƏƳᏋƕ࣏ᙲŵ
ȷ܇ƲǋƨƪǁƷᏋƴщǛλǕǔǂƖŵࣱࠀưƸƳƘ̾ŷƷࣱ̾ƱƠƯਵƑŴʝƍƴǫȐȸ
ƠӳƏƜƱƕƋƨǓǇƑƱƍƏॖᜤƮƚƕ࣏ᙲŵ
ȷ܇ƲǋƷ᪭ƔǒƷဏڡσӷӋဒƴݣƢǔॖᜤƮƚƕᙲŵ
ȷဏڡσӷӋဒǛܱྵƢǔƨǊƴƸݱɶܖဃƔǒƷʴೌᏋƕ࣏ᙲŵ
ȷྵܱƴƸŴ؏עƷᅈ˟ᏋǍȜȩȳȆǣǢѣሁưƷࣱڡƷƕٻƖƍƕŴπൟƷࣱڡ
ᧈƕفƑƯƍƔƳƍŵ
ȷͤࡍݤԡƕဏڡƱǋƴᲫˮƷᧈჄƸŴဃ෨ྵࢫưဃƖƕƍǛਤƬƯǒƤǔ؏עƮƘǓƕ
ٻЏưƋǔƜƱƔǒŴࣱڡȷဏࣱӑ૾ƷӋဒƕ࣏ᙲŵɲᎍƷٶಮƳᙻໜǛᛐǊӳƍŴӖƚλ
ǕǔƜƱưžᛡɟʴƱƠƯӕǓസƞƳƍŵ
ſ
ᲢᲾ᳁᳭ᲣɭƷɶǛܱྵƠƯƍƘƜƱƕ؏עƷ
ࣱ҄ƴƭƳƕǔŵ
ȷ؏עƷဃᛢ᫆Ʒ˰ൟႻʝƷૅƑӳƍŴᙸܣǓሁƷѣǛૅƑǔਃƍƷٶƘƸࣱڡƕ
ƠƯƍǔŵǇƨŴ܇ƲǋؘሁŴ܇ƲǋƷئއƮƘǓǍ̓܇Ǜ؏עưᏋƯǔѣƷɶ࣎ǋŴ
ٶƘƕ܇ᏋƯɶƷࣱڡǍ܇ᏋƯǛኳƑƨࣱڡŵ
ȷႸƴᙸƑƮǒƍ؏עưƷ˰ൟɼ˳ƷѣǛૅƑǔئ᩿ưٶƘƷࣱڡƕƠŴʼᜱЎƷࢼ
ʙᎍƷٶƘƕࣱڡưƋǔƜƱƔǒŴȩǤȕǹȆȸǸƴࣖơƨƖ૾ǍဃǛૅƑǔˁኵǈ
ƕ࣏ᙲŵ
ȷᧈჄƷࣱ؏עƳƷƔŴᐯ˟ࢫՃᲢғᧈሁᲣƷǄƱǜƲƕဏࣱưŴࣱڡƕᢠЈƞǕƨئӳ
ƴƸŴဏࣱᲢཎƴᧈᎊᲣƕ˴ưࣱڡƳƷƔƱ᠉ᔮᙻƢǔئ᩿ƕٶƍŵဏڡσӷӋဒƷྸᚐƕ
ᡶǜưƍƳƍŵ
ȷ˟ᧈƸࣱڡƕݲƳƍཞඞƩƕŴ؏עƷૅᢿᧈǍᧉݦᢿᧈƸǄƱǜƲƕࣱڡŵࣱڡ
ਖ਼ᡶƷ᩿ưƸǑƍƜƱưƋǔƕŴ
žࣱڡƴ˓ƤƯƓƚƹǑƍŵ
ſƱƍƏ්ǕưƋǕƹဏڡσӷ
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Ⴘ
Ჲ ؏עѣȷ؏עƮ
ƘǓƴƭƍƯ
Ჳ ᣐ ͪ ᎍ ୧ щ ƴ ƭ
ƍƯ

 ᛢ᫆ᚐൿȷሊƷ
ᡶǊ૾Ŵਖ਼ᡶ˳С
ሁƴƭƍƯ

 ᇹ Ჯ ഏ ဏ  ڡσ ӷ
Ӌဒᚘဒƴƭƍ
Ư


 ƦƷ˂

Ɲॖᙸሁ
Ӌဒᅈ˟ƷችᅕƱƸჇᡞƷѣƖưƋǓŴʻࢸŴᅈ˟ƷಮŷƳئ᩿ưӷಮƷƜƱƕឪƖǔӧᏡࣱ
ƕƋǔŵᜭՃǍ˖ಅƷሥྸᎰƷǄƱǜƲǛࣱڡƕҩǊǔᅈ˟ǛႸਦƠƯƍǔǘƚưƸƳƍŵ
ȷᲾ᳐ݣሊƷࢍ҄
ȷஇᡈƷႻᛩཞඞƔǒŴࣱڡƔǒဏࣱǁƷᲾ᳐ʙᝋǋƋǓŴᘮܹᎍƸࣱڡƩƚưƸƳƍྵཞƴ
̞ǔᛢ᫆ƴƭƍƯǋᎋƑǔ࣏ᙲƕƋǔŵ
∝ᅈ˟⅚˖ಅ⅚Ⴤൟሁμ↕↝ᡲઃሊⅻ࣏ᙲ‒
∝ᛢ᫆ᚐൿ↞Ⴤᐯ↖↞↖ⅼ↙ⅳ⅚ᅈ˟μ˳↖ᎋⅷ↕ⅳⅾ↨ⅼ⅛⇞⇍∙⇦∞ᙻໜ↖↝Ўௌⅻ࣏‒
‒ ᙲ‒
ȷ˳ׇࣱڡƷࢊ˳҄ƕᡶǜưƍǔŵဏࣱ˟ՃƕݲૠŵဏڡƱǋƴѣƢǔƱܱज़ưƖǔƜƱƕ
ஓǇƠƍŵ
‒
∝ʴӝถݲⅻᡶ↯ɶ↖⅚ⅳॖԛ↝ⅤဏڡσӷӋဒⅥ↷↹↱⇦⇊⇶∞⇝⇬⇉↝ᎋⅷ૾ⅻᙲ⅛
∝Ӳࠊထ↝ʴೌӏ↢ဏڡσӷӋဒᢿፙ↗ᡲઃ⇁ӕ↹ңщ˳С⇁ࢍ҄ↆ↕ⅳⅾↂ↗ⅻ࣏ᙲ⅛‒
∝ဏࣱ↗ࣱڡⅻⅹʝⅳ↚ᝧ˓⇁ਃⅳ↙ⅻ↸↖ⅼ↺ᅈ˟↚ↈ↺↰↚↞⅚ࣱڡӼↀↀ↖↙
ⅾဏࣱӼↀ↝ሊ↱ᙲ⅛‒
ȷဏڡσӷӋဒᚘဒǛჄൟƴƲƷǑƏƴˡƑȷྸᚐƠƯǋǒƑǔƔ࠼إƷˁ૾ƳƲƕᏁ࣎ŵ
ȷᢋႸưžᠾಅۀՃſƷࣱڡлӳƷǈਫ਼ƛƯƍǔƕŴᠾಅۀՃ˟ǛನƢǔžᠾעМဇஇ
ᢘ҄ਖ਼ᡶۀՃſǋԃǊƯᨼᚘƢǂƖŵ
ᲢᠾעМဇஇᢘ҄ਖ਼ᡶۀՃᲴਃ࢘Ƣǔғ؏Ʒžᠾעሁ
ƷМဇƷஇᢘ҄Ʒਖ਼ᡶſƴƭƍƯŴዮ˟Ǎᢿ˟ưॖᙸǛᡓǂǔƳƲۀՃ˟ƷɶưɟܭƷࢫл
ǛਃƬƯƍǔŵ
Უ
ȷᲮഏᚘဒǛǋƱƴɟഩ៊ǈᡂǜƩϋܾƴŵ
ȷƜǕǇưƷӕኵƷௐƱᛢ᫆ŴྵཞȷཎࣉǍᅈ˟ऴѬǛѥకƠƨᚘဒ˺ŵ
ȷգႆȷԗჷƕᙲŵ
ȷᚘဒ͂ǕƴƳǒƳƍǑƏŴ؏עǍᎰئƳƲಮŷƳئưࣱڡƕᨼǇƬƯྵཞƴƭƍƯᛅƢೞ˟
Ǜ˺ǓŴॖᙸǛɠݗƴਢƍሊƴӒପƠƯǄƠƍŵ
ȷࣱႎȞǤȎȪȆǣƷଢᄩƳˮፗ˄ƚǛŵ
ȷဏڡσӷӋဒᚘဒƸŴ܇ݲ᭗ᱫ҄ݣሊƷƨǊưƸƳƘŴٶಮࣱǛᛐǊӳƏƜƱưɟʴƻƱǓ
ƕ˰ǈǑƍǇƪƴƳǔƜƱǛႸႎƷɟƭƱƠƯǄƠƍŵ
ȷᚘဒƷბܱƳܱᘍƴӼƚƨჄൟǁƷԗჷŴᙸƑǔ҄Ǜࢳŵ
ȷ᳣᳑ᳮ᳢ǳȭȊŴ᳠ᳮ᳟ᳬǳȭȊƷɶưŴဏڡσӷӋဒƷᙻໜƔǒǋȆȬȯȸǯƳƲƷ
Ɩ૾ƷૼƠƍǹǿǤȫƷܭბǛǔƨǊŴ
žૼƠƍဃಮࡸſƷܱោƴ᧙ƢǔϋܾǛႮǓᡂ
ǜƩǒƍƔƕŵ
ȷࣱڡƱƱǋƴ؏עᅈ˟ưưƖǔဏࣱǛفǍƢƨǊŴဏࣱӼƚሊƷࢍ҄Ϊܱŵ
ȷࣱڡǋဏࣱǋŴଐ᪭ज़ơǔपǈǍɧܤŴɧƳƲǛൢ᠉ƴႻᛩưƖǔᲢᎥƍƯǋǒƑǔŴᛅ
ƤǔᲣئƕƋǔƱǑƍŵ




ႆᚕ˳ׇ
ࠊထᏋۀՃ˟ᡲዂңᜭ˟

Ⴣᜱң˟
ƘࣱڡƷܼᡲዂңᜭ˟

σӷӋဒǛǊƟƢ˟
ૼଐஜۡʴƷ˟

ဃોծਖ਼ᡶңᜭ˟

Ⴣᜱң˟
ʴೌઢᜱۀՃᡲӳ˟
ࠊထᏋۀՃ˟ᡲዂңᜭ˟

ͳᎋ





σӷӋဒǛǊƟƢ˟
ᠾಅۀՃ˟ࣱڡңᜭ˟



ɶ˖ݱಅ˳ׇɶ˟ځ
ՠ˟ࣱڡᢿᡲӳ˟

ԧȷʴೌȷؾіኵӳ˟ᜭ

  Ŷ
  Ŷ

Ⴤᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟
ჄᏋۀՃ˟


ࠊထᏋۀՃ˟ᡲዂңᜭ˟
Ⴤᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟




㈨ᩱ㸴

ਠभভੲિقশك

যਥ؞੬ુୖ

 যઠभౕऩ
كযਥੁभ৲
ৈೡ৲ؚຓૃीऋऊऊैऩःফಽقfୃكभভؚ
ਙपৌघॊചৡभஉബपऐञਔभৈऽॉؚਙਯषभ
েਓফೡযઠभ
৶ੰയਤؚધ৲ુে
 যেফৎ৻भงਟ
 ۢڼڹۈਛपऐञੌ
৸বॺॵউॡছ५भํ୵؞೨ํ୵
শमۢڼڹۈਟप৭
 ௮ऌ্؞ਙણඩਤ১प੦तऎੌभਤ
 যभக௴؞ছॖই५ॱॖঝभ৲
യਤҩ௮ऌ্ਅറভ৮ؚਙણඩਤভ৮॑ৢगञড়
َସऩ௹ऊऔेॉुੱभ௹ऊऔُधઅइॊযभੜਸྻؚฬ৲
ੈ௮भੌाਤ
भਤষقମ਼ఝभੜਸك
 ᄄघॊপૠெऩঽே಼૩਼ؚੀૠெभഉඪ
௯ؚ൜ಉभেؚਞశଞহଙ്ؚৗ॥টॼक़ॖ
ঝ५ഉඪఁপ

ড়भਔق5੬ુपঢ়घॊড়ਔ৹ਪऊैك
ٳ੬ಉҩҩҩҩਈुસ়ऋৈःभऋَ৾ૅઇभৃُؚكقਈुःभऋَভৢ؞ຯಆҩखऌञॉُكق
َٳ੬ਙमਗभலহؚਙमੇহҩుҩஂ૧पःथःॊُधઓअҩҩҩҩقਙ  ੬ਙ ڀ੬दএॖথॺभ୷
َٳखऌञॉृຯಆमؚঽীऋट؞ৎ৻प়ॎऩःधઓढथुஹॊसऌटُधःअઅइपणःथजअقनठैऊधःइयكઓॎऩः
ҩҩҩҩ৸৬ ୃ   ৻ୃقਰ ڀःফ৻ऺन౯ك
ٳৃपउःथَ੬ਙभ্ऋقनठैऊधःइयكરऔोथःॊُधઓअҩҩҩҩق+৹ਪ ؚ5৸ব৹ਪ ेॉৈ૨ك
ੇٳহؚుஂؚ૧ಉप੬ਙऋாपघॊञीपਏऩऒधҩҩҩҩَৃपउऐॊఘृഋभ৶ੰ॑ीॊऒधُऋ৺ڱસكق
ٳঽভশृڶۉۅভশऩनपਙऋऩः৶ҩҩҩҩَਙঽମऋிભँॊ૽पणऎऒधपாटऊैُऋਈुৈःસ়كق
ੇٳ൦েણपउःथَ੬ਙभ্ऋقनठैऊधःइयكરऔोथःॊُधઓअ
ҩҩҩҩ৸৬ قਙؚ੬ਙڀ੬दএॖথॺभ୷ؚ+৹ਪ ؚ5৸ব৹ਪ ेॉৈ૨ك

ी क घ 
号 ၴुऋঽैभਔઓप੦तऌؚਘा॑ણऊखਙधચৡ॑มदऌॊ४ख़থॲشಉऩভ
号

যऱधॉभযਥऋ๑औोؚऩযرभऩেऌ্؞௮ऌ্ऋੳीैोॊভ

号

லহधੇ൦েણ؞ୠেણಉधभ৹ਮऋैोؚౄৰखञऎैख॑ৰਠदऌॊভ

号

ँैॅॊীभँैॅॊ৬भੌप੬ુभଳਡ॑ॉোोञؚਢ૭ચऩણৡँॊভ

ੁभ্ਙ
ੁभ্ॅैँ؟ڭॊীपउऐॊਙશपेॊုॉभੰ؞ਙभఁপ
لਠ૾भীෲم
ীपउऐॊਙभਤলऋਤ॒दःऩः
ٳ؞੨पउऐॊਙ৮৩मੜਸൊपँॊुभभ৸৮৩पಚीॊસ়म৺٫؛ऽञؚभ੨৮ভदमਙ৮৩ऋਂ
ْਏٓ
؞ਙमણपऊऩःधःअုৄऩनऋோखؚਙَ॑કড়भ৻पُधःअ௯ଅऋऩः؛
؞য়੍ରऋેীदऩःऒधؚ੬ਙभੇহ؞ుஂ؞૧षभऋਤ॒दःऩःऒधऊै৮৩ણधੇ൦েણभয়ऋ؛
؞ਙঽମभَपয়णसऌदमऩःُधःअઓःऒाृ৮৩ણभਔଝृ؞ॉऋःपৌघॊੳਂଌؚটشঝঔॹঝभਂऩनपेॉ
৮৩॑৯घਙऋऩः؛
ܒਔ৹ਪदमَؚभৃُऋ੬ಉध௦खञસ়मસൠ؛ऽञؚ৺સऋَ੬ਙभ্ऋરऔोथःॊُध௦
৽ੋী؞ষীपउऐॊੁ্؞ଉৠૌஙपउऐॊਙभमोथःॊ
ٳਙभથ૨मৈः ق৸বਸ਼ڱਜ਼كऋؚ੫ಉभଵ৶पಚीॊਙभસ়म৸বਈৣਜ਼قশ৸বك
ٳभଵ৶पಚीॊਙभસ়ق㋣ম॑அि؛㋤كम৸বكقपૻसथःக
ْਏٓ
؞ଵ৶पిભऩ৽ୡૼ؞ચ॑થघॊਙ৩ऋऩः؛ਙभয౫ਛ؞ଵ৶ః৷भੌमय؛
剧ਙ॑ଵ৶ଓधखथ఼৷؞ః৷खथऒऩऊढञञी؛
剧੬ਙमय़কজ॒॔॑दಊਤघॊऒधؚଵ৶पऩॊয౫॑थॊऒधऋَৢभऒधُदँॊभपৌखथؚਙमਔभએदु
َৢभऒधُदमऩऊढञञीؚ؛
剧ऩ௮ऌ্২भোऩनؚலহधੇহҩుಉ॑য়खथ௮ऌਢऐॊञीभ୭ତऋोथःॊञी؛
剧ৃदभಕਙશ૽સী૿ਔؚਙ୷पेॊုৄ؞ઓःाؚ७ॡ३গ॔ঝঁছ५ওথॺऋൂேधखथோखथःॊञी؛
؞੬ਙরੱभௌ௮ຯষऋऔोथउॉؚय़কজ॔॔ॵউك৻ୃ؞قभশৎௌ௮ऋੰऔोथःऩः؛
؞ఘदँॊଵ৶ऋౙௌघॊ॑৯भਊञॉपखथؚலহقଵ৶كधੇ൦धभয়मधઅइாपऩढथःॊ؛
ୠदमਙऋऎણඩखथःॊऋؚজشॲشয়ৃपणऎभम੬ਙ
ٳছথॸॕ॔ણऩनदऎभਙऋણඩघॊખએؚজشॲشয়ৃभਙमਯقঽভশ ৵ҩর৾ૅ37$ভশك
ْਏٓ
؞ਙमজشॲشपऩॉञऋैऩः؞ऩॊसऌदऩःधःअઓःाऩनपेॉؚঽভ؞37$भভশؚଆ੮भ੮৩म੬ਙधःअ
ຯষऋऔोथःॊق؛੬ਙमऩॉञऎऩऎथुَृैऔोथःॊُك
؞੬ਙরੱभຯষभూବपमؚୠভपஉਘऎଋॊَੇभ৻म੬ਙ਼قఝम੬ਙُكधःअَੇ೯শُभଋؚ੬ਙরੱभੌ
௶ઈऋँॊ؛
؞ણभ૿ऋ੬॑ਖॎङপऌऎ૿ؚःুधऩॊऒधपா؛
؞ভ৮৫ಈभੵृ,&7ਹણ৷ऩनؚथরभ੬ಉऋୠણपਸखृघःலੌातऎॉऋਂેী؛
؞ফಽ્قपਙكभপषभૡলதૌपेॉୠपଋढथःॊਙऋऩः؛
剧ਙपधढथ௮ऌृघः؞௮ऌऋःभँॊৃतऎॉؚਙपधढथྟৡँॊऽठतऎॉؚਙभँॊୠतऎॉऋਂଌ؛
؞੨ୠदम્ؚपਙमपਸइ॔থঌॖॻডشॡदँॊੇহҩుಉप႞खऎ৽ؚषभؚভऋदऌऩः૾யप
ँॊ؛ऽञؚਙঽମऋிભँॊয়ৃषभః৷षभಿ॑ढथःॊ؛

ੁभ্ॅैँ؟ڭॊীपउऐॊਙશपेॊုॉभੰ؞ਙभఁপ
௮ऎৃधੇ൦भৃपउऐॊ੬भಉऩਃভधୄऋન৳औोथःऩः
ٳ੬भ൛সત୷मੰൊपँॊऋൂؚேधखथপऌऩત୷ऋோق੬ਙ؟ਙ؛ك
ٳড়ਔ৹ਪदमڳؚસൠऋৃदुੇ൦दुَ੬ਙभ্ऋરऔोथःॊُध௦؛
ْਏٓ
؞ஔଖಉୄએदभ੬୷ऋோقਫૠ৩दुஔଖभ୷ؚჰുুਊಉ౾ুਊऋ੬ਙभाप੍ஔऩन؛ك
؞ਙभశਫૠ౻৷ௌ௮ਯम੬ਙभ৺ ܒ॥টॼምपउःथमؚਙऋ॑ଷःृघः؛
؞ਙभଵ৶ऋऩः਼৻दभ൛সત୷भੜপ؛
؞ਙम੬ਙपૻसಓप૮ॣ॔ௌ௮ੇقহҩుಉكपజহघॊৎऋःق؛എध਼ఝपउऐॊਊञॉभ૮ॣ॔ௌ௮
൲ ك
லহधੇ൦েણҩୠেણभয়ؚশःযে॑ৄྚइथभঽഞཟಉ॒॑दुਠৰमऊऩइॊऒधऋखः
ٳਙશपऊऊॎैङَலহधੇ൦েણَُலহधੇ൦েણधୠҩযभেણُ॑धुपર॑৶୳धखथःॊऋؚਠৰमؚ੬ਙमَலহ॑
રُऋ৺ਯؚكقਙमَੇ൦॑રَُலহ॑રُऋ૨؛كق
ٳ௮ऎਙभ৺સऋฬृলਓ॑ਃप؛
ٳ੬ਙभు೬੭૨मસपඍऊऩःअइؚ੭मڭऊাਰৣऋڵસத
ٳथभ੬ਙك৻ୃ؞قमؚౝௌ௮ৎৎਰभસ়ऋৈऎশৎௌ௮भൊ
ஂٳ૧่؞૧॑৶धखञҩૡऋ੬ਖॎङੜਸൊ
ْਏٓ
؞జਟऊैभ੬ਙরੱௌ௮ຯষؚதඐҩૡඐऋಊਤभ௬ৌपऩढञॉીମ౻৷ृফഔ॑੦মधघॊযহ௬২؛
؞੬ਙऋؚଞपৎदష୧खੇহҩుಉ॑૿इॊ୭ऋତढथःऩः؛
剧லহधੇ൦भয়੍ରੁृऩ௮ऌ্भੌऋਤाीथःॊऋऽटऽटਂેী؛
؞੨दमؚডشॡ؞ছॖই؞ংছথ५भৰਠपથऩੇఔ৽ੈभഁੇमফرੜਸखथःॊऋؚपधनऽढथःॊ؛
؞ৄலহपमঢ়બभऩः૮ੇহृॣ॔ௌ௮ؚঽഞཟણಉऋؚৰमலহभએदु૽पয়णऒध؟قৗञऩૹષҩ१ٕঅ५৫भ॔ॖ
ॹ॔भ୳पणऩऋॊऩनكपणःथؚजभகृਏਙभੳऋਂଌखथःॊ؛

ੁभ্ॅैँ؟ڭॊীपउऐॊਙશपेॊုॉभੰ؞ਙभఁপ
ਠষभऩੌقਸ਼ڰઃ੬ુੑك

ਡقਸ਼ڱઃ੬ુੑभ্ਙك

ٷੁ্؞ଉৠૌஙषभਙभఁপ
؞भଟ৮ভಉਙ৩भாః৷
؞भਙ৩؞ਙઇ৩भଵ৶ః৷യਤؚৃ୮ష੍ରؚଢ଼ఊਃভ
भౄৰ
؞भਙ৩؞ਙઇ৩भ఼৷ఁপ
؞ਙभણඩਤহ
੫भ৽؞ଵ৶ऐभਙણඩਤ७ॼشभ৫ಈಉ
ٷੵૹؚಉभঽपउऐॊਙभയਤ
؞জشॲشਛহ
ୠभৰᄷজشॲشधऩॊञीभଢ଼ఊ॑ষःؚ੨েણঐॖ५
ॱشधखथੳಉ
؞ুಲಉਛহ
ૹੵভੵૹؚভ৮ਚभஒফҩਙभঽऩણ੍॑ର

ٸੁ্؞ଉৠૌஙपउऐॊਙभఁপ
呍ଟ৮ভಉਙ৩भಌऩॊః৷मؚ৶ੵ௺ীृਙभਤলऋਤ॒द
ःऩःਓীಉपउऐॊਙয౫भକखҩਛऋਏ
呍भਙ৩؞ਙઇ৩भଵ৶ః৷॑औैपਤीॊञीपमؚ੬
ਖॎङၴुऋ௮ऌृघःৃतऎॉؚਙभয౫ਛಉऋਏ
呍ীؚষীपउऐॊੁਛҩহয়੧पਊञढथमؚਙभ
ଳਡृઅइ্॑ਔपॉোोॊऒधऋਏ
呍৮৩ણभ૿ೄपऐञৄઉखੇؚ൦েણधয়दऌॊ୭ତ
ऋਏقੌभ৬मكء
呍੫ಉऋ৽ؚਅറधखथਙણඩਤपॉੌिऒधमؚਙभଳ
ਡृઅइ্॑ॉোोञૹષҩ१شঅ५৫ؚ੬ਙরੱभௌ௮ຯষ
भৄઉखؚ௮ऌ্ಉपणऩऋॊওজॵॺऋँॊऒध॑৽ؚಽृ
ଵ৶ऋੳघॊऒधऋਏ
ٸୠपउऐॊ੬ુभਤ
呍ୠपउःथमؚ੬भ્ਙृرऩয়ৃभযपଦൟखञୠतऎॉ
भञीपؚਙ॑मगीऩযऋঽভણಉपਸघॊऒधऋ
ਏ؛ણभ૿ःুਂଌृਢ૭ચऩୠतऎॉपुથ
呍ୠણभ૿ೄपऐञৄઉखऋਏقੌभ৬मكء
ٸ౻৷भৃಉपउऐॊ੬ુभਤधডشॡ؞ছॖই؞ংছথ५
呍੬भ൛সત୷ੰपऐञశਫૠ౻৷ௌ௮भୄఒؚశਫૠऊ
ैਫૠ౻৷षभૡఌയਤऋਏ
呍੬ਙরੱௌ௮ຯষऊैभేपऐञ௮ऌ্भਤऋਏ
呍ીମ౻৷ृফഔ॑੦মधघॊ౻৷২؞যহ௬২भৄઉखऋ
ਏق४ঙঈ౻৷ؚঃছঞঝय़কজ॔भ௬भؚ୮३५ॸ
भଡണಉك
呍౻৷पेैऩः௮ऌ্قঽಉكषभ੍ରऋਏ
呍ਙभಟਙ৳૧षଦൟखञदभಕਙશ૽સী૿ਔؚਙ୷पे
ॊုৄҩઓःाؚ७ॡঁছಉभੰपऐञટऩੌऋਏ

ٷ౻৷भৃपउऐॊ੬भಉऩਃভ؞ୄभન৳धਙभୠఁপ
؞मञैऎਙૢରউট४ख़ॡॺহ
थরभਙಉपৌघॊৼؚ७ॼشಉपेॊગ੍ର
؞੬ુ७ॼشহ
౻৷भৃಉपउऐॊਙभણඩपঢ়घॊଢ଼ఊভषभపୣാ
ٷ੬भலহधেણभ৹ਮقডشॡ؞ছॖই؞ংছথ५ك
؞ৣभथृஂ૧॑ૢରघॊَॖॡ५؞ആऊ५ُभയਤ
؞ऩ௮ऌ্യਤহ
੫௰ਖपेॊऩ௮ऌ্भোभ௮ऌऊऐَؚৃःऌःऌ
॔ॻংথ५ढ़থঃॽُشੳ২भ
؞नु؞थ੍ରহ
୰ు؞୰ు৳ؚభশ৳ৰषभଓஃ
؞૦ਝੵহؚଲୗभடؚ੯भେোोಉभোైਸৱતଟਪपउऐ
ॊலহधుҩஂ૧ಉभয়੍ରपॉੌि੫षभરೈ઼

ٸਤଡ଼৭උ؞৭උपउऐॊ੬ુभਤ
呍ਙશपेढथਤଡ଼৭උҩ৭උऋಕ৲खऩःेअؚ੬ऋঽীभਔ
ઓप੦तःथਤाञःਤଡ଼॑৭උदऌॊेअऩ୭قઇੇؚ൦ؚ
ৃكतऎॉऋਏ

ੁभ্؟ڮੱ؞৸ऩऎैखभৰਠ
لਠ૾भীෲم
ਙपৌघॊرऩചৡقਙചৡҩਙಬؚ५ॺشढ़ؚش७ॡঁছಉृكঃشॼॺشदभചৡऋோखथःॊ
ٳਙಬ؞ਙചৡभஉബ॑ीॊଢभৈऽॉقইছডॹشঔؚ٬0HH 7RRઈ؛ك
ٳभਙചৡ૩੍ର७থॱشपउऐॊৗૠৼਭહ੯ਯमؚ৫ਝਰਟফੜਸق5੯؛ ك
ٳਙभگযपڭযؚ੬ਙभڱযपڭযऋଦ၉ऊैभചৡ॑ਭऐञ৽ୡ؛
ۈۃۈٳपउऐॊःगीؚ७ॡঁছಉযਥ૩হभੜਸ؛
ْਏٓ
؞ट੬ਙરਜ਼भভଡୗੇؚ೯শ২भଋॉ਼قఝमब੬ਙ؛ك
؞৬ৡق৬તكभ୷ऋମ৬ചৡप؛
؞੬ਙभ্ऋઽোऋःऒधऋ৽ੋചৡप؛
َ؞म੬ेॉ༄ॊَُുढथृढथःॊُधःअ੬ਙડभਔऊैੱ৶ചৡप؛
؞ਙऊैम૩पँढञৎभଢ॑ऑपऎऎؚએ৲खपऎः؛
؞ঃشॼॺشदम੬൨্पَभऒधमಅऔोॊُधःअइऋँॊ؛
؞५ঐॺشইज़থؚঃ९॥থಉभੲਾਃஓऋघॊ্दؚङखुਫखःઞॎो্ऋऔोथःऩःৃ়ऋँॊ؛
ۈۃۈ؞मᅮਙऋँॊऒधऋؚਖभੰৠ॑खऎखथःॊ؛
ਙमੋ৽ؚভपउऐॊ੬ऋ઼ऊोञ૾யभୀःಉ॑ూବधखथؚ།ಉেણभपีॉृघः
ٳभऱधॉੇ൦भअठ৺સऋಟੇ൦؛ుญჰുুਊਭஔৱતभअठ਼ؚఝফઽোऋਐभಟੇ൦मસൠ؛
ٳऱधॉ਼ఝभभඐਜଙमؚಟ਼ఝदमَశਫૠ౻৷ُऋदَਫ৩ُभ॑ढथःॊ؛
ٳ॥টॼምदਙ؞૩؞ਗবযಉశਫૠ౻৷ௌௌ௮॑রੱधखथੰ౻ृ౻ःૃीऋੜਸखथःॊधभਾ؛
ْਏٓ
؞ਙमؚฬҩলਓҩుधःढञপऌऩছॖইॖঋথॺ॑ਃपਫ৩ऊैశਫૠ౻৷पऩॉृघः؛
؞།भऱधॉभथ਼ఝदमؚ།ऋनुभਤଡ଼ಉप୶॑ऻख།भ৴ำपणऩऋॉृघः؛
؞ਙ؞ਙঽੳपঢ়घॊऒधؚ૩ऋँॊऒधؚਗবযृঝॶشऋਗবदँॊऒधؚ॔ॖॾभযرदँॊऒधؚਮਖभ
ਊহदँॊऒधಉ॑৶धखञভ್॑इथःॊमؚಌपള়ऩ್॑इॊऒधऋँॊ؛
؞།ಉभ್॑इॊਙमؚചৡभ૩ऩनള়प್॑इथःॊৃ়ऋः؛

ੁभ্؟ڮੱ؞৸ऩऎैखभৰਠ
ౄৰखञऎैख॑ଛॊञीपؚেၺपॎञढथੱମभ೨॑घॊऒधऋਏटऋؚষऋൣःपऎः૾யऋँॊ؛
ٳਙभମ৬धੱमؚઓஐؚ႔ҩলਓؚಌফؚഠফधःअছॖই५ॸش४पेढथপऌऎ৲؛
ْਏٓ
؞ਙभ૨भੜਸृྻฬ৲पेॊੂਓফೡभಊ୵ํؚभభಇಉছॖই१ॖॡঝभ৲ಉ؛
َ؞नु॑ਓिਙُधखथभ્ਙऊैभ৺ृऋൣःृघः؛
ٳலহऋরੱधऩॊফ৻قfୃ৻كदमؚ೨तऎॉभञीभઈृ୫েણभੌ॑ষढथःॊযऋऩःൊपँॊ؛
ٳः਼৻दभફ୫ಳ୫ؚ௮ऌాॉ਼৻भেણಆຯ୰ؚৈೡभ౭ുؚऔैपमनुभ|༧୫nಉुୖधऩढथःॊ؛
ੱٳभ୰॑ඪघॊযुੜਸ
ٳf৻भ੬ਙभঽ௨ଈಝ૨ऋৈऎؚਛফୃقكभঽ௨ଈಝ૨म৸বपৈः؛
ْਏٓ
؞ମ਼ఝҩુ௮ऌ਼ఝभੜਸؚৈೡ৲भਤனؚশৎௌ௮ؚছॖই५ॱॖঝभ৲ಉ؛
؞ૌ২भ५ॺঞ५ؚૌௌؚుҩஂ૧ोؚেણؚःगीؚ༧য়ಉرऩভਏ؛
శଞৎपमؚଞৎपउऐॊಕऩਙશ૽સী૿ਔ॑ખखथؚ४ख़থॲୖشऋఁপ؞ਘ৲औोॊ
ٳ॥টॼምदभঽဠেણق५ॸॖشكपउःथमੇؚহ؞ు؞नुभ৾ಆରஃஂ؞૧ಉभੇ൦ிભऋਙपૐর؛
ٳऒोऽदभপૠெऩ಼૩েৎपउऐॊೂਚಉपउःथؚرऩਖऋैऊपऩढथऌथःॊ؛
另୫হतऎॉृಉऋਙभ૽સधखथસॉਊथैोॊऩनؚಕਙશ૽સী૿ਔप੦तऎઈऋऔोृघःൊपँॊ؛
另ઈজشॲشपਙऋःऩःऒधऊैؚਙभ્ਙपଦൟखञઈऋऩऔोऩःॺقॖঞؚା౹इৃਚؚে৶৷ષಉभୋে৷ષؚ
ຸᅲؚোຉऩन؛ك
另 '9ृਙ૩؞ਙചৡऋକऌृघः؛
ٳೂਚઈ॑मगीୠभુஃҩ੍ରણҩ୮௪ੑभੈ৮भৃऩनभிભृ৩मऺध॒नऋ੬ਙ؛ऽञشॽ಼ؚ६भཔपउः
थुؚലऌॉડऋ੬ਙदँॊधਙभଢऋඍऌपऎः؛
ܒଆ಼ভ৮ਙ৩ૻ૨؟শ ؚ੨ق৸৬ؚكਙ৩भःऩः੨  قঽভশ ك
ْਏٓ
؞உਘःಕਙશ૽સী૿ਔृ૮ਔभઓःा؛
؞ଆ಼भীपउःथؚਙभਤল ଆ಼ҩ୮௪ੑृೂਚઈଉಉऋऩযرभਔৄಉऋખऔोञुभपऩढथःऩः؛
؞ଞৎऊैؚ੬ુभଳਡ॑ॉোोرऩয়ৃभযञठऋੈৡख়अୠतऎॉऋऔोथःऩः؛

ੁभ্؟ڮੱ؞৸ऩऎैखभৰਠ
ਠষभऩੌقਸ਼ڰઃ੬ુੑك

ਡقਸ਼ڱઃ੬ુੑभ্ਙك

ٷਙपৌघँैॅॊചৡभஉബ
؞ుญྦୄ'؞9ৎॵॺছॖথ
ుญྦୄ'ؚ9पঢ়घॊৢઔৢ؞ਾपৎ৬दৌૢ
؞ਙചৡ૩੍ର७থॱشઈহ
ਙചৡ૩षभ়ऩ੍ର॑ৎডথ५ॺॵউद
؞ਙಬ॑ऩऎघञीभཟ
ৈૅؚপ৾قಢপكಉपउऐॊਵҩ૧ମಆভؚ৵৾ૅҩ્શ੍ର
৾ૅषभཟৱમभଦഘ
؞੬ુౠҩ७ॼشহ
ॹۋڹॺش७ॼૅ৾قشषभపୣാؚكઇ৩ऐॹۋڹॺشଆૃ
ଢ଼ఊ
؞ਙৼ७থॱشઈহ
ۋڹଆૃভۋڹؚ૩पৌघॊ৳૧ृঽয়भञीभੲਾಉ
؞ਙ૩ଆૃपऐञౄৰহ
َनुਙ૩ଆૃઇय़কছংথُ॑৾ૅषୣാखَؚਙपঢ়घ
ॊَُੲਾঔছঝઇُಉभৰधधुपਙपঢ়घॊౄৰभ
ञीभଢ଼ఊভ॑ৰ

ٸਙಉपৌघॊँैॅॊചৡभஉബधযਥऋ๑औोॊভतऎॉ
呍ചৡृుญྦୄमؚਸ૩ऊैৄथൠःয়ৃपँॊपৌखथକऌृ
घऎ્ؚपਙपৌघॊചৡमؚرऩએद੬ਙરਜ਼दँॊऒधऋూ
ବपँॊऒधऊैؚ੬ਙરਜ਼भভଡୗҩভຯষҩखऌञॉؚ੬ਙ
ડभਔ॑इथःऎऒधऋਏ
呍ചৡमؚ੬ਖॎङಬपुऩॉ੭ॊপऩযਥ૩दँॊऒध॑घ
सथभযऋঽಁखؚযऱधॉभযਥऋ๑औोചৡ॑ಅऔऩःভ
भৰਠभञीभཟऋਏ
呍૩मुधेॉਂ॑गथःॊযञठऋৼखृघःৼؚपষ
ऌणऎञीभ৬ତৼ੍ؚରभସभऋਏ
呍ਸ૩पৌखथुગಬଆૃभञीभৌੁਘ৲ऋਏ
呍नु؞पৌखथؚঽীुযुপજपઓअঽ๑भਔᅿਛ
भञीभ৾ಆऋਏ
呍नुभႃऊैؚੲਾঔছঝઇऋਏ

ٷ್॑इञਙಉऋੱखथථैचॊ୭भତ
؞੬ુ७থॱشदभਙभञीभৼقਗ਼ਵৼؚ১ৼؚढ़
क़থ७জথॢك
؞ਦପঃش९ॼঝҩ१এॺشহ
েણௌ੍ର७থॱقشऽःऔ़॑كਝ઼खؚেણऊैभৼ
ৌૢؚঽয়ҩௌपऐञ੍ର॑ৰ
؞ऱधॉੇ൦ҩঽয়੍ରহ
पऐञৱત੭੍ରؚपঢ়घॊৼ॑ৰ
؞भञीभ१এॺشহ
ऋऩಟੇ൦भಟؚथभਙಉपৌखथয৫ิ৩ऋ
॑ँढच॒
؞প৾ਤ৾ҩఊ৾တ৾সஔહহ
৽ੋ್॑इऩऋैপ৾द৾वਔඟभँॊ৾েभো৾সؚ
৾রभတ৾স॑ஔહ
َ؞ਙभਙ॑๑घॊञीभ৩फ़ॖॻছॖথُभਛ
؞ધ৲ુেऎैखभ१এشॱشਝ઼হ
ਗবආড়भञीभಟবୁपेॊৼษઠभਝ઼

ٸ್॑इॊਙಉषभ੍ରधਙऋੳीैोॊভतऎॉ
呍།ಉেણभ್॑इॊਙಉ॑નৰपਏऩ੍ରपणऩऑॊञ
ीभखऎातऎॉऋਏ્؛पथ਼ఝभऱधॉपৌघॊ৽ੋ
ঽয়षभ੍ରमਏ
呍ုৄҩ୷શपౙखिਙঐॖঀজॸॕपৌघॊ৶ੰയਤमؚ੬ુ
भଳਡऊैुਏ

ੁभ্؟ڮੱ؞৸ऩऎैखभৰਠ
ਠষभऩੌقਸ਼ڰઃ੬ુੑك

ਡقਸ਼ڱઃ੬ુੑभ্ਙك

ٷেၺ॑ৢगञ੬भ೨੍ର
ٸেၺ॑ৢगञ੬भ೨੍ର
呍ਙभ೨੍ରमؚઆ০भছॖই५ॱॖঝҩছॖই१ॖॡঝقலহরੱ
؞ਦପ$&(قग़ش५كউট४ख़ॡॺਤহ
भেણྻؚฬ৲ؚশํ৲ಉكभ৲पିਔऋਏ
েણಆຯभఒपऐञੌ॑ড়एॊादਤ
呍೨ऩেણ॑ଛॊदؚ੬ऋؚउ൩ःभମ৬ਙ୷॑ેীप৶ੰख
؞ઓஐ৳হ
়अऒधऋਏ
ઓஐभ੬ल৳૧॑ৌधघॊઓஐॡজॽॵॡؚઓஐ७
呍মमؚ೨শํ৸বڭਜ਼दँॉ੪ਞऩৈೡऋः؛ਬऌਢऌؚ
ॼشभ৫ಈୃؚऽदभઓஐআ॔ढ़क़থ७ছقشপ৾েؚ่૧৾ে
ःႃऊैभਫखःেણಆຯपঢ়घॊཟؚৈೡऋেऌऋः॑
ಉكभਛ
थॊेअ॑அीञভਸभਃভभলऋਏ؛
؞ఢਓಟୢ७থॱشઈহ
呍ମ৬೨टऐदऩऎੱभ೨॑৳घॊञीभੌऋਏ
়ҩୠఢਓಟୢ७থॱشभઈા॑ଓஃ
؞ਦପಟ೨ਤ७থॱشহ
੨धੈ৹खؚ႔ऊैथऽदभৼҩ੍ର৬॑ଡണ؞
ٷ੬ુ॑ਤघॊઇҩ৾ಆभౄৰ
؞শশํভ৫७থॱشઈহ
७থॱشऋৰघॊৈೡभেऌऋःҩ೨तऎॉभलভਸણ
॑യਤघॊञीभহಉपৌखஃਛ
ٷୠ؞ଆ಼ীपउऐॊ੬ુभਤ
؞੨੬ુੑੁ੍ରহ
੬ુभଳਡऊैभୠतऎॉपঢ়घॊౠभ৫ಈ
؞ୠકড়भ৾लधણ੍॑इॊর੍ରয౫ਛহ
કড়ऋ৬पॉੌिୠतऎॉણपఞॉढञ੍ର॑ষअয౫
قऽठिैఞॉःই॓३জॸ॑كشॱشਛ؛
؞੬ુभଳਡ॑ॉোोञؚୠଆ಼ੑؚர಼૩ৌૢঐ
ॽগ॔ঝलષभৄઉख؛

ٸଆ಼ҩ୮௪पउऐॊ੬ુभਤ
呍಼૩ৎपਘःୠतऎॉभञीपؚৎऊैभؚ੬मुधेॉر
ऩয়ৃभযञठऋੈৡख়ःؚ੬ુभଳਡ॑ॉোोञકড়
৬पेॊୠतऎॉऋਏ
呍ଆ಼ҩ୮௪पঢ়घॊੁृ্ଉभৠૌஙषؚਙؚऋःؚৈೡ
ಉرऩয়ৃभযऋघॊऒधऋਏ

ੁभ্؟گ੬ુভभৰਠपऐञ੦ೕभତ
لਠ૾भীෲم
ভ৸৬धखथَؚ੬ુُभ৶ੰमऽॉणणँॊुَؚ੬ಉُधमगथःऩः
ٳড়ਔ৹ਪपउःथؚસਘऋَ੬ુভُधःअ୴َ॑ੴढथःॊُྼमَୂःञऒधऋँॊُध௦قૌுਈৈك
ऽञؚಕਙશ૽સী૿ਔपणःथؚસൠऋખৌभ௦॑खथःॊुभभؚৃृੇ൦पउःथَ੬ਙभ্ऋقनठैऊधःइयك
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