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講座 ませんか？
前
出
境
環
を開催し
「温暖化について詳しく知りたい」
「家庭でも取り組める活動を紹介してほしい」といったご要望がございま
したら、各地域の推進員に出前講座の開催を依頼することができます。楽しい教材に子供たちも大喜び！みな
さんも環境講座を開いてみませんか？

無料
主婦向け

家庭でできる省エネ講座

エアコンやテレビ、冷蔵庫など、講座を受けてすぐに実践でき
る省エネ講座。家計の節約にもなりますよ。
29

子ども向け

環境学習講座でエコまなぼ
まなぼ

工作 編

-大人も子どもも楽しめる-

1

▲イベントに出展の様子
▲イベン
ベント
トに出展の様
様子

ちょっぴり難しい省エネも、ゲームを通して楽しく学べます。
く学べます。
省エネは子どもたちから率先してする時代へ。

エコバッグづくり
グづくり
り

新聞紙を再利用して、エコバッグを作る講座。
新聞紙がオシャレなエコバッグに変身しま〜す！
▲新聞エコバッグ
▲新聞
▲新
聞エコ
エコバッ
バッグ
バッ
グ

その他にも、様々なテーマに対応した講座が実施可能。
実施可能。

<<出前講座開催までの流れ>>
開催条件
１ 出前講座開催の申し込み

実施予定日の１か月前 までに申込書をセンターへ提出してください。

２ センターから各推進員へ連絡・日程調整

※開催場所は県内
に限ります！

学習の時間 ／ 原則午前１０時〜午後５時までの間９０分以内
講

師

料 ／ 無料(講座に必要な材料等を用意していただく場合がございます。）

※曜日、
時間等はご相談ください。なお、
諸事情によりご希望に添えない場合がございますが、
あらかじめご了承ください。

３ 出前講座受付確定・実施

●きらり！温暖化防止活動推進員さん
防止活動推進員さん

親子で受け継ぐエコ活動
● 祝！低炭素杯ファイナリスト出場

諫早農業高等学校

出前講座申込者へセンターから実施確定の連絡があり、
当日推進員が伺います。

お問い合わせ

ؾሊᛢ

※5人以上から
開催可能です！

ー

センターのホームページ(http://nccca.jp)より申込用紙がダウンロードできます。

● 地域と連携。住民と共にエコ活動

佐々町の取組
● 水と温泉を活かしたまちづくり
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「エコ naga＋」
とは…
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CONTENTS

｢エコnaga＋｣ は「長崎県地球温暖化防止活動推進セ
ンター」が制作している環境冊子です。
長崎県環境政
策課より発行され、県民の環境への意識を啓発するた
めの内容となっています。
環境の最新情報や環境コラ
ム、また県内企業や個人、団体の環境の取り組みなど
も紹介し、楽しく読める盛りだくさんの内容となって
います。発行：４回／年
配布先：各行政機関等（当センターへお尋ねください）
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01. きらり！温暖化防止活動推進員ご紹介
佐世保地区

田川久美子さん

佐世保市江迎町の田川さんは10年前から推進員となり、佐世保地区で活動しています。
「自分にできることをコツコツと」
とい

02.

水と温泉を活かしたまちづくり

島原市の取組

長崎県地球温暖化防止活動推進センターとは…
「地球温暖化防止活動推進センター」
は、各都道府県に
設置されており、長崎県の当センターもその中のひと
つです。地球温暖化防止活動に関する「啓発・広報活
動」
、
「活動支援」
、
「調査」
などを行っており、その一環
として、
「エコnaga＋」
で情報を発信しています。
※本誌内では、
〈センター〉
と表記

長崎県地球温暖化防止活動推進員とは…
「長崎県地球温暖化防止活動推進員」
とは、地球温暖化防
止のために自ら省エネルギー、省資源に取り組むととも
に、地域住民の方々へ温暖化に関する情報の提供と温暖
化防止活動の普及を進めてくださる方々です。県から委
嘱を受け 2 年間の任期で推進活動を実施します。

04.

地域と連携。住民と共にエコ活動

06.

未来のためにいま選ぼう。

08.

寒い冬への対策として・・・

10.

※本誌内では、
〈推進員〉と表記

今号の取材

12.
佐々町
島原市
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佐々町の取組
まちかどクールチョイス
冬の省エネ
11月にモロッコで開催された

COP22ってなぁに？
県内推進員の活動を紹介

みんなで取組んだ活動
祝！低炭素杯ファイナリスト出場

諫早農業高等学校

13. 長崎県からのお知らせ

う気持ちでこのエコなが通信の配布や市内の環境イベント参加に取り組んでいます。佐世保市のクリーン推進員でもあり、地
区のごみステーションの清掃や仕分け、周辺の清掃などを担当しています。お住まいの団地のごみステーションも田川さんの
呼びかけで周りの方が協力してくださり、
ごみ収集業者の方が回収しやすいよう、綺麗に使用されています。

推進員になったきっかけは田川さんの長女が学生の時に
環境のことを勉強して興味を持っていたこと。江迎の町報
にたまたま載っていた地球温暖化についての話に興味が
わきました。当時は、地球規模の問題の解決の方法として
省エネや節水などが取り上げられており、あまりにかけ離
れていてギャップは感じたものの、常日頃自分がやってい
る身近なことでも役に立つのであれば、
という思いで推進
員に応募しました。田川さんのご家庭は夫婦お2人に姉弟5
人の7人家族。省エネは常に実践していて、エアコンは使わ
ずお風呂も家族で続けて入るなど工夫をし電気代は月に
約3,000円。契約アンペアは20アンペア。更に省エネタイプ
の冷蔵庫に買い換えたら2,500円程度になったといいます。
健康にも関心を持っていた田川さんは、部屋と外気の温度
差がありすぎると体に害をきたしやすいという話を聞き、
夏は暑い、冬は寒いという当たり前のことを受け入れて生
活をするようにしています。冬には厚着をしたり家族が続け
てお風呂に入ったり、鍋を食べて温まる、お風呂上りは早く
就寝する等の工夫をして過ごしているそうです。
平成28年度からは娘の誉子さんも推進員となり、職場やご
近所へ冊子を配ったり、小さなことからできる取組を伝えた
りと、親子2代で活動しています。今後は地区での出前講座
の実施や海岸清掃への
参加など、他の推進員と
も協力しながら様々な
活動を継続していきた
いと展望を語ってくださ
いました。

田川さんの、いつもの清掃グッズ。清掃にはかかせません。

ਖ਼ ᡶ ՃƷ  ѣ ϋ ܾ
●自ら地球温暖化防止に資する行動を実践
すること
●市町や住民などの依頼に基づき、住民に
対する普及啓発活動を行うほか、
自ら活動
計画を企画し、自主的な普及啓発活動を
行うこと
●県内の各種団体等が行う地球温暖化防止
に関する活動への協力
●地球温暖化対策に関する情報、事例、意見
等を県・市町及び住民へ提供
県からの委嘱を受け、
現在71名の推進員が
県内各地で推進活動を
行っています。

（右）田川久美子さん
（左）田川誉子さん
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ǿȸƷЭ߷ᛢᧈᙀ˱ƴᛇƠƘƓᛅǛ˨ƍǇƠƨŵ

ܖŴ
ᡈᨩƷ᭗ఄƷǤȳǿȸȳǷȃȗƳƲǛӖƚλǕŴ
ƝǈƴƭƍƯჷƬƯǋǒƑǔǑƏƴپǛƠƯƍǇƢŵ
˂

ড়峕峁峨島峵ਆ峏岹峴

ƴǋŴ
ƝǈƷЎК૾ඥǛჷƬƯǋǒƏƨǊŴ
ထƷᢃѣ˟ư
žƝǈЎКᨦܹཋᇤʗſ
ǛܱƠƯƍǇƢŵ
᧓ᢌƏ૾
ƸƋǇǓƍƳƍƱƍƏƜƱưŴ
ထൟƷႏಮƷॖᜤƷ᭗ƞƱŴ
ထǍ፦҄ۀՃƷѐщƕ˨ƑǇƢŵ

ž˱ŷ߷ǛƖǕƍƴƢǔ˟ſ
ƸŴ
˱ŷ߷්؏ƷᲯƭƷထƱŴ
ӲထƷ̬ͤ
ؾᡲӳ˟Ŵ
ۡ؏עʴ˟Ŵ
ƦƠƯᧈ߃ჄჄ̬҅ͤƔǒƳǔኵጢưŴ
ଯԧ

ଯૂر峘ੵ

ᲯᲱ࠰ƴᚨᇌƞǕŴ
ྵנƴᐱƬƯƍǇƢŵ
˱ɭ̬ࠊǍ˱ŷထƕңщƠƳ
ƕǒʙѦޅǛѦǊŴ
ࠊൟȷထൟƴǋᚃƠǈǛਤƬƯǋǒƏƨǊŴ
࠰ƴׅ

࠻ϋưǋಮŷƳپǛᘍƬƯƍǔ˱ŷထŵ
࠻ᑀƷܴϋภ
ǵȞȸǹǯȸȫǍȕǩȈǳȳȆǹ

ᢃѣ˟ƷϙჇ
Ტ̔᫂ɶᲣ

ȈǛ  ͵Ơ Ư ƍ Ǉ Ƣ ŵǵ Ȟ ȸ ǹ

ࡇƸŴ
Ϭଡ଼ƷภࡇǛٰᲢ᳸உᲣ
ƸéŴ
ϤᲢ᳸
உᲣ
ƸéƴᚨܭƠŴ
ሥྸǛܱƠƯƍǇƢŵ

ǯȸȫưƸŴ
ž ˱ŷ߷Ǜज़ơǑƏſ

࠻ᑀƷᆸǬȩǹƴƸŴ
Ŵ
࠰ࡇƷ࠰᧓ưŴ
ᢚή

ǛǭȣȃȁȕȬȸǺƴŴᧈ߃ჄƷ

ȕǣȫȠǛᚨፗƠǇƠƨŵ
ଐݧǛǫȃȈƠŴ
ܴϋƷภࡇ

ؾǢȉȐǤǶȸǛᜒࠖƴਔƖŴ

Ǜɟܭƴ̬ƭƜƱƴǑƬƯŴ
Ϭଡ଼ƷᩓൢƷ᠉ถǛƸ

එႇǓǛƠƳƕǒɥ්Ʒඕ߷ؾ

ƔǓǇƠƨŵ
ǇƨŴ
ʻ࠰ࡇɶƴ࠻ϋᩓ໊Ʒ᳆ᲿᲾ҄Ǜܱ

ǍဃऒѣౡཋƴƭƍƯᚇܖݑ፼˟
ǛᘍƬƯƍǇƢŵ

ƝǈЎКሁƴ
ƭƍƯŴ
ႏಮƴ
ჷƬƯǋǒƏƨǊƴ
᪴ࢌǓǇƢᲛ

ƜǕƔǒǋ
˱ŷထƷؾǛ
ܣǔƨǊƴ
᪴ࢌǓǇƢᲛ

ƠǇƢŵ

嵇嵑崌峘ଯر
˱ŷ߷ƷʻࢸƴƭƍƯŴ
žྵנƷؾǛ̬ƭƜƱƕٻႸ
ưƢƕŴ
߷ƷƜƱǍဃ७ƴƭƍƯჷƬƯǋǒƏƜƱƴ
ǋƖǛፗƍƯѣǛƠƯƍǇƢſ
Ʊᛖǔɶᢊƞǜŵ
˂

ȕǩȈǳȳȆǹȈǍǤȩǹȈǳȳȆǹȈƷΟᅵ˺ԼƸŴ
˱ŷထࢫئ᨞ȭȓȸŴ
ᧈ߃ჄჄ̬҅ͤŴ
˱ɭ̬ࠊࢫƷஜ࠻Ŵ

ƴǋŴ
˱ŷƴƸž˱ŷ߷ϐဃƷ˟ſǍžƴƜƴƜǯȪȸȳ

˱ŷ߷්؏ƷӲૅŴ
˱ɭ̬ࠊᇌŴ
˱ɭ̬ǨǳȗȩǶŴ
˱ŷထᇌƳƲư߹ޒׅᅆǛƞǕǔʖܭưƢŵ

ƞƟſ
ƳƲŴ
ؾƴ᧙ƢǔᑥŷƳ˳ׇƕƋǓǇƢŵ
ž˱ŷ
߷ǛƖǕƍƴƢǔ˟ƱƠƯƷฌੈѣƸᘍƬƯƍǇƤ
ǜƕŴ
ƍƭǋƖǕƍƳ˱ŷ߷ƕƋǔƷƸ˂Ʒ˳ׇƷႏಮ
Ǎ߷ԗᡀƷ૾ƕฌੈǛƠƯɦƞƬƯƍǔƓƔƛưƢŵ
Ɯ
ǕƔǒƸฌੈѣƳƲƴǋӕǓኵǉƳƲŴ
˂Ʒ˳ׇƱǋ
್ƷƭƳƕǓǛਤƪƳƕǒѣƠƯƍƖƨƍſ
ƱƷॖൢ
ᡂǈǛƓᛅƍƨƩƖǇƠƨŵ
Ɲǈถ҄ƴƭƍƯƸŴ
ထൟƷႏಮƴǋƬƱჷƬƯƍƨ
ƩƖŴ
ƴщǛλǕƯƍƖƨƍƱƷƜƱŵ
ǇƢǇƢዦᰯƴƳǔ˱ŷထƷசஹƴƝදႸƘƩƞƍᲛ



ǤȩǹȈǳȳȆǹȈஇΟᅵច

ȕǩȈǳȳȆǹȈஇΟᅵច

ǿǤȈȫᲴ

ǿǤȈȫᲴ

ӖចᎍᲴ

ӖចᎍᲴ

ᲢӫᲣ
˱ŷထ̬ᨖؾᛢؾᘓဃྰų̞ᧈųɶᢊᨙʼƞǜ
ᲢᲣ
˱ŷထ̬ᨖؾᛢؾᘓဃྰ
Ტ˱ŷǯȪȸȳǻȳǿȸᲣ
ᛢᧈᙀ˱ųЭ߷Мɟƞǜ



ܣഋϟԃǼǟǣǍȈƪ
ਥෑ൭ཽǥ
ȤɭɠȶɜșȮ
ޮӌߴᗒόǈȀǤǨǕᘩ

ၥǡǤǂȉȆȈȀᕚѷȐ
ʚӌዉʶǓȑ ᣒߴ

ᤧȐ̳ǂǼǕȅǄ᭨
ԀྀડԲǓȑ ᣒߴ

͇дȆȈʜ͇ȐǕǾ
ܯᠳݙǓȑ᭭ᣒߴ᭮

ഒȀٺШǨᚽේǬ᭶Ǣ
ᙀ૦Ǭܨ᭨
ဳשڀңලଢҕᤁ൭ѷਰឳՌ

ိȝɂᙖ࠲ǥȑǞˍȐ
ܩᜂǕǤƩ
ȤɭɠȶɜșȮ
ܴᗣᆳȤɞɋ ᣒߴ
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ȝȨǥࠝǙƦ
ഽӌᤠʔǓȑ ᣒߴ

ᛉǂៜǊ༵שȐદǄ᭨
ޏၥ֙܀Ǔȑ ᣒߴ

ᜰᝆǩ᭨ཹ൭ȐᗃുǛǄ
ᑡྀࡪǓȑ ᣒߴ

ࠚǬලଢҕǭǗǎǩ
ȂǡǤǍȉ
ݦ૯Ǔȑ ᣒߴ

ᚽේȐˍٺǩ
ఌ܀ޏǓȑ ٤ߴޓ

ᚽේȐˍٺǩ
ԀഔඪǓȑ ٤ߴޓ

Ϝϟ˝ឨಐᣢдཽ͉ឳǥ
ȤɭɠȶɜșȮ
̠ʢ͔שңලଢҕᤁ൭ѷਰឳՌ

07

இờႾỺễଡ଼֥φỊᾎ

Ϥ ỉ Ⴞ Ỻ 

ȝȗȨɨɬȟșɠɇɭȴɭɬᥚഎȮ
ȽɭɋɬɄɢȧɨɇɭȴɭǬʪǥǭ
େȀိȝɂǨǬǭܩǭȝȗȨɨƪ
ऴٲǉȀǕȊǼǙȑǊංᚴᥚѡǭ
ʔྟ̞ǍඬǽǼǗƪେចǬȀǬǭ
ိȝɂಐጻǊǢǂǤାǩݧǨǂᥚ
എǥݿȐଢǿȇȊȉౣǥǗƪ

ଡ଼֥φửជẪራᩓỂ̅ạἅ
ᚨܭภࡇỊ ᵐᵎḥỂ
˯ǭϿǬိȝɂƪǟȅǡǦǕǝߥٽǥိȝɂȐࢳਨǏǨǊȇȀලǉǍែǒ
ǗǑǦǊСȉૐ്Ȑሓ˰ǕǼǗƪ

ᵐᵎḥ

冷気
窓枠部分

ૌບɆɂɠɬɑɭȾ̷ཽ̳
ᄟǦȠɭȻɨǬᣜḳ̌Ȁ៖ȉȀǬǊǨǂب
ӿƩᄟஐǬᣜǉȇЇഎǊϗǡǤǋǼǗƪ
ૌ
ບɆɂɠȐᄳǤǤ̳ǄǦƩݿǬʪǩϗǡǤ
ǍȉЇഎȐ៖ȉǑǦǊǥǋǼǗƪ
ૌບɆɂɠ
ǭɡɭȮȠɭȻɨǬϧΉǩᗲኲǕǤȀཽ̳
ǥǋǼǗƪ
ǒᎉܙǩӿȍǙǤǒдཽǍǞǓǂƪ

၀ȉȀǬǩȀߥٽǕǼǕȅǄƪ
̷ǆǮӋমǬȠɭȼȘȡɨȐዐቿȉǦƩ̢सල
࠱Ǌ᭷࠱ჰ࠱ʚǊȉǦᗠȍȊǤǂǼǗƪ
˶ǩȀǰǔǉǏɬԔບለ୫Ǭʛ
၀ȂෑǝȑǻǨǧƩ
ǨǊȇǬះϢȀѭǥǗƪ
Ǖǂိȝɂଢন֬ϢȐᛑϗ
Ǘȉхǩଢǉǂለ୫Ǭݿ၀ȐటᗦǓȊǤǽǤǭǂǉǊǥǕȅǄǉƪ
08

厚手のカーテン

ܴϋỂờҽბ Ὁ ᧸݊φử

レースカーテン

窓

ٳẦỤỉϬൢử᧸ẫ
ȠɭȻɨǭӋমǬȀǬǼǝǭૌບࣕጻǬᩒǂȀǬ
ǩ٭ǆǤƩᄟǉȇǬບǬСϗȈȐᤁǌǼǕȅǄƪ
Ǽ
ǝᄟǩȀૌບ୫ɬሟᤁ୫ȐࡴȈ˸ǏȉǦǉǨ
ȈЇഎǬͅϗȐᤁǎǑǦǊСǼǗƪ
ǼǝȠɭɏȸ
ȽǨǧશ໔Ǭʛǩૌບ୫ǨǧȐશǍǬȀǉǨȈ
ѭǥǗƪ
ܬϧଢഎȐយǊǓǨǂߥٽȐǕǼǕȅǄƪ

断熱パネル

室内の空気

ᩓൢử̅ỪẵỆЈஹỦẮể

ଢনǬܬලǭ  ࠱ȐဧܜǩǕǼǕȅǄƪ
ܬල  ࠱
ǥ݁ǂǦसǖȉǦǋǭƩᗲܥල࠱ȐʚǐȉхǩӋমǬ
ᦇʛȐǭǍǨǧǕǤƩ
̢ලȐᘬᆎǕǤǽǼǕȅǄƪ
ǼǝƩ᧖ԈǭଢনǬبӿǭʛԈǋǩƪ
ලǉǂᄗഎǭ
ʚ૯ǕǤ˓ٻǬૐǩǝǼȉǬǥƩϿǥȀȪɭ
ȢɚɡɭȴɭǨǧȐ൭ཽǕƩᄗഎǬࢫཙȐᕚǆǮҧЧ
ࢿ។ǩែǒǗǑǦǊСǼǗƪ
ାǩ  ឲᣜǩ  ࠱ǭƩ
ɊȘɠȴɭǬǈਟᤓȐǕǤଢনಐǬѭ༞ȐǀǐǤǽ
ǼǕȅǄƪ

ܼଈỚỮễỂӷẳᢿދỆᨼộụỸỻὊἲἉỹỴ
ЇনǬǦԃౣƩ
ǨȉǷǍܴǥ᭶ǢǬݿȐ̳ǂƩ

ᨗǨᥚഎȐ̳ȍǨǂȆǄǩǕǼǕȅǄƪ

ืඖẦẲỆờදॖ
ʔྟٵǍȝɂɠȣɭȐ̳ǡǤǂȉǬǭƩܩǭ
Ƴሦෑƴ
ǞǦǂȍȊǤǂǼǗƪ
ሦෑ
Ȁ˿ʛǬǩഎȐǢǏǤိȝɂȐࢳਨǏǼǕȅǄƪ
ɬǈ᧖ԛǭᣜᤩȐǀǏǘǩϗൽǕǼǕȅǄ
ɬൟƩ
᧠֬ൟǂǨǧǥǈෑȐཽ̳Ǘȉبӿǭ̞ලǥ
ɬ൰ഒǭƩ
ǑǼǿǩǿǤᆎഒȐ
09

ᵏᵏஉᵕଐẦỤ
ᵏᵐଐ᧓Ẇ
ἴἿἕἅỂ
͵ẰủẺ
ᵡᵭᵮᵐᵐẾề
ễẜỆᾎ
ოǝǟǬȇǕǭ  ࠚҮǮǉȇ
ڵǼǡǝེᦃԭ˿ᤉƩȆȈȇǕȂ
Ǘǂཹ൭ཙـǩǨǡǤǋǼǕǝƪ
ǕǉǕǛȊǩȆȈƩҕၫຝૂཽ̳Ǭك
ѣƩලܬѭஎȡȮكѣƩ༵שලଢҕǦ
ǂǄǝǨժᧆǩဩǗȉǑǦǩȀ
ǨǡǤǋǼǕǝƪ
ǛǬ༵שලଢҕǩݘ
ǕƩʢྎခឯਖ਼ǩȆȉᤁᅮᕚǬ
ࢴᖽࣕǉȇڵǼǡǝ̏ᙰƩǛȊǊ

Ƴ&23ƴǥǗƪ
 ࠚ ᅝ ȾșȹɎ
ɠɟɨǥǬ̏ᙰǉȇƩࠚ ǬɏɭȮ
ǥᕚȍȊƩ ࠚ ૢᯃ ૢǼ
ǥૢᣜƩɗɢȸȨǬɓɞȦȬɚǥᣙ
ΕǓȊǝ
Ƴ&23ƴ
ǭƩဧǬᣙΕǦ
ǨȈǼǕǝƪ
ǑȊǼǥဧ౹ǊᗲܥǓȊ
ǤǂǨǉǡǝוƬǩǈǂǤȀ &2 тප
ဧ౹ǊᗲܥǓȊƩලଢҕᤁǬᠴᖽ
ࣕǊᘎǕӿȍȊǼǕǝƪ

Ĩ&23 &RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHV᭭എͬ٭ѷஐመ୴ᇹቖᇹ̏וᙰ᭮

‵⁁⁂․․
‵⁁⁂․‣
‵⁁⁂‥

ภଡ଼҄Ị
ᡶỮỂẟộẴ

ᵎᵌᵖᵓḥ
ɥଞ

,3&& ᅝ  ಼ᘁ̀اԟୁ᭭ ǥǭƩǑǬǼǼǥǭ ࠚǬ࠙
ׯഎලǭƩලܬѭஎȡȮǬਥСᠶǊେȀٵǂƩେऌǬȬȿɟȟ
Ǭبӿǩǭେ ٺĩʚ૯ǗȉǦᕦǕǼǕǝƪ

ൢภɥଞử
ᵏᵌᵓ῍ᵐḥˌϋỆ৮ảễẬủị
ʴ᧓ỉဃؾỆẆ
ᩊễʙᝋầឪẮỦӧᏡࣱầẝụộẴẇ

ᅶẺẼỊỄạẴỦỉᾎ

ᵡᵭᵮᵐᵐỉɼễɶ៲
˯Ǭ̏ᙰǬʪǥ໗ǩᠴᖽᗆǓȊǝ
ǬǭƩࠚхǩਫƩ˯ࠚ ૢǩ
ѭǓȊǝƳɆɟҳܥƴǬϧܶȐƩӾ
וǊǂǉǩǕǤǛȊȐܩ༴ǗȉǉǦ
ǂǄϢ̢ခǨӢመȐനǿȉǑǦƪ
ᙰᣒוǬɗɢȸȨǭ˯Ǭ̏ᙰȐ
ƳᕚѷǬ &23ƴ
ǦԬǱƩӾוǭǑǬ ࠚ
ᣜוϧǥᘎǕӿȍȊǝȐ৻ǟȆȈƩ
ບǕǝᗦᘵǊǍȈࠦǐȇȊǼǕǝƪ

ᵡᵭᵮᵐᵐỉௐ
˯ǬٺǋǨওஎǭƩ
Ǣ᭨
᭭᭮
ɆɟҳܥǬϢ̢ခǨɠɭɠƩ̨
ᗣ྇Ǌ႓Ǩ୕ᤋȐ৻ǡǤനܥƪ
᭭᭮ɆɟҳܥǶǬӘѣऴ࣐Ǌ႓ᘘǓ
ȊǤǂǨǂוȐԏǿƩϘǤǬוǊ
ɠɭɠ̨ȈǩӘѣǥǋȉȆǄǩǗȉƪ

ලଢҕȐ ᯃ ĩ˿ϧǩǆȉǩǀ
ǝȈƩ̣ȀݘᅮȐǕǨǂǼǼǞǦƩǑ
Ǭဧ౹ǭȤɟȗǓȊǘƩʢྎ࠙שׯ
ʚഎලǬ٭ҕˊǭେऌ ᵒᵌᵖḥǥ
ǀȉӳጻࣕǊᩒǂǦᗠȍȊǤǂǼ
Ǘƪ
ǑȊǉȇǬલҧࠚǥȆȈٵǍǬ
&2 ਥСȐᕚǆǮƩǛǬ࢞ǭȆȈٵǍ
Ǒ
Ǭ &2 ਥСтපǊࢴᖽǦǨȈǼǗƪ
ȊȐᣙǗȉǝǿǩǭƩ
וഋǰǦȈǰ
ǦȈǊȝɂɠȣɭǬᨗǨཽ̳Ȑ
ǆǨǏȊǮǨȈǼǙȑƪ
ိȝɂȂϜ
ϟ˝ឨಐᣢǬдཽȐكȂǕƩოǝǟ
ȀСȉǑǦǉȇڵǿǨǏȊǮǨȈ
ǼǙȑƪ

Ơ᭷᭵᭶᭻ࠚɓɞȦȬɚǥᣙΕ

Ơ᭷᭵᭶᭺ࠚɆɟǥᣙΕƠǑȊǼǥǬӢመǩ
ᗃဩǕǊࢴᖽǦዥǆȇȊǝǨஐመǽƳɆɟҳ
ܥƴǊਫƪ
ƠҳܥǬʪǥǕǂɠɭɠǊܥǿ
ȇȊǝƪ

Ơ᭶᭾᭾᭼ࠚˢǥ̏ᙰᣙΕƠ
Ƴˢᙰୁܥƴ
Ǌਫƪ
ƠᙰୁܥǬʪǥаǿǤƩϋឳוǩݘǕ৩୲ѡǬǀȉලܬѭஎȡȮтපဧ౹ǊႯǓ
Ȋǝƪ
˿ᤉƩࠚǩǬɏɭȮǥˢᙰୁܥǶӘѣǗȉוǩȆȉ̏ӿƳ&03ƴǊᣙΕ
ǓȊȉƪ
10
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