㈚䚷䚷ᑐ䚷↷䚷⾲㻌
௧㻞ᖺ㻟᭶㻟㻝᪥⌧ᅾ

䠄༢䠖䠅
⛉䚷┠

ᙜᖺᗘ

๓ᖺᗘ

ቑῶ

䊠䚷㈨⏘䛾㒊
䚷䠍䚷ὶື㈨⏘
䚷䚷䠍䠅㻌⌧㔠㡸㔠
䚷䚷䠎䠅㻌㔠
䚷䚷䠏䠅㻌ၟရ
䚷䚷䠐䠅㻌ᮍධ㔠
䚷䚷䠑䠅㻌௬ᡶᾘ㈝⛯
䚷䚷䠒䠅㻌䛭䛾ὶື㈨⏘

㻝㻝㻤㻘㻥㻥㻣㻘㻠㻥㻡㻌
㻝㻜㻘㻥㻤㻜㻘㻞㻤㻠㻌
㻣㻤㻘㻤㻝㻝㻘㻜㻝㻞㻌
㻡㻥㻘㻢㻤㻜㻘㻢㻣㻞㻌
㻜㻌
㻣㻘㻟㻠㻣㻘㻡㻢㻜㻌
㻞㻣㻡㻘㻤㻝㻣㻘㻜㻞㻟㻌

㻤㻤㻘㻠㻞㻢㻘㻤㻜㻜㻌
㻝㻡㻘㻠㻠㻞㻘㻣㻥㻟㻌
㻝㻜㻟㻘㻢㻢㻢㻘㻥㻜㻜㻌
㻡㻥㻘㻡㻡㻠㻘㻜㻢㻝㻌
㻜㻌
㻝㻟㻘㻠㻣㻟㻘㻠㻥㻢㻌

㻟㻜㻘㻡㻣㻜㻘㻢㻥㻡㻌
䕧㻠㻘㻠㻢㻞㻘㻡㻜㻥㻌
䕧㻞㻠㻘㻤㻡㻡㻘㻤㻤㻤㻌
㻝㻞㻢㻘㻢㻝㻝㻌
㻜㻌
䕧㻢㻘㻝㻞㻡㻘㻥㻟㻢㻌

㻞㻤㻜㻘㻡㻢㻠㻘㻜㻡㻜㻌

䕧㻠㻘㻣㻠㻣㻘㻜㻞㻣㻌

䚷䠎䚷ᅛᐃ㈨⏘
䚷䚷䠍䠅ᇶᮏ㈈⏘
䚷䚷䚷䠄䠍䠅㻌ᇶᮏ㈈⏘ᐃᮇ㡸㔠

㻝㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻌

㻝㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻌

㻜㻌

䚷䚷䚷ᇶᮏ㈈⏘ྜィ

㻝㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻌

㻝㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻌

㻜㻌

㻝㻤㻞㻘㻢㻟㻤㻘㻞㻠㻜㻌
㻡㻜㻥㻘㻠㻠㻜㻘㻣㻥㻤㻌
㻠㻣㻘㻟㻣㻠㻘㻠㻢㻣㻌
㻞㻌
㻟㻘㻞㻝㻟㻘㻡㻞㻥㻌
㻣㻜㻝㻘㻡㻢㻤㻌
㻝㻡㻘㻞㻞㻟㻘㻢㻝㻥㻌
㻞㻜㻘㻢㻜㻝㻘㻤㻣㻥㻌
㻠㻡㻜㻘㻝㻥㻡㻘㻤㻠㻝㻌
㻡㻢㻘㻞㻣㻡㻘㻜㻜㻜㻌
㻟㻟㻘㻝㻣㻣㻘㻝㻜㻞㻌
㻝㻥㻘㻟㻥㻜㻘㻥㻟㻣㻌
㻢㻞㻘㻤㻤㻝㻘㻜㻜㻜㻌
㻞㻘㻡㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻌
㻣㻥㻘㻡㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻌
㻝㻝㻣㻘㻥㻝㻠㻘㻜㻜㻜㻌
㻤㻞㻘㻝㻟㻢㻘㻜㻜㻜㻌
㻝㻣㻘㻣㻥㻠㻘㻜㻜㻜㻌
㻝㻘㻤㻤㻟㻘㻜㻜㻜㻌
㻠㻘㻤㻥㻡㻘㻜㻜㻜㻌
㻟㻘㻠㻤㻟㻘㻡㻤㻟㻌
㻡㻥㻘㻤㻝㻤㻘㻢㻠㻢㻌
㻡㻘㻜㻢㻠㻘㻜㻜㻜㻌
㻞㻡㻥㻘㻡㻡㻤㻘㻞㻡㻢㻌

㻝㻤㻞㻘㻡㻟㻟㻘㻞㻠㻜㻌
㻡㻜㻥㻘㻠㻠㻜㻘㻣㻥㻤㻌
㻠㻥㻘㻝㻢㻜㻘㻤㻝㻟㻌
㻞㻌
㻟㻘㻟㻟㻜㻘㻟㻝㻟㻌
㻝㻘㻝㻢㻥㻘㻞㻤㻜㻌
㻝㻡㻘㻞㻞㻟㻘㻢㻝㻥㻌
㻝㻥㻘㻟㻡㻥㻘㻤㻣㻥㻌
㻡㻝㻟㻘㻥㻡㻣㻘㻤㻠㻝㻌
㻡㻢㻘㻞㻣㻡㻘㻜㻜㻜㻌
㻟㻝㻘㻠㻞㻡㻘㻝㻜㻞㻌
㻞㻝㻘㻟㻟㻠㻘㻥㻟㻣㻌
㻝㻜㻥㻘㻠㻠㻡㻘㻜㻜㻜㻌
㻞㻘㻡㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻌
㻤㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻌
㻝㻠㻣㻘㻡㻜㻞㻘㻜㻜㻜㻌
㻥㻜㻘㻢㻢㻞㻘㻜㻜㻜㻌
㻟㻟㻘㻣㻥㻝㻘㻜㻜㻜㻌
㻞㻘㻞㻢㻢㻘㻜㻜㻜㻌
㻜㻌
㻟㻘㻠㻤㻟㻘㻡㻤㻟㻌
㻢㻜㻘㻞㻟㻡㻘㻢㻠㻢㻌
㻣㻘㻠㻤㻤㻘㻜㻜㻜㻌
㻞㻤㻡㻘㻝㻢㻥㻘㻞㻡㻢㻌

㻝㻜㻡㻘㻜㻜㻜㻌
㻜㻌
䕧㻝㻘㻣㻤㻢㻘㻟㻠㻢㻌
㻜㻌
䕧㻝㻝㻢㻘㻣㻤㻠㻌
䕧㻠㻢㻣㻘㻣㻝㻞㻌
㻜㻌
㻝㻘㻞㻠㻞㻘㻜㻜㻜㻌
䕧㻢㻟㻘㻣㻢㻞㻘㻜㻜㻜㻌
㻜㻌
㻝㻘㻣㻡㻞㻘㻜㻜㻜㻌
䕧㻝㻘㻥㻠㻠㻘㻜㻜㻜㻌
䕧㻠㻢㻘㻡㻢㻠㻘㻜㻜㻜㻌
㻜㻌
䕧㻡㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻌
䕧㻞㻥㻘㻡㻤㻤㻘㻜㻜㻜㻌
䕧㻤㻘㻡㻞㻢㻘㻜㻜㻜㻌
䕧㻝㻡㻘㻥㻥㻣㻘㻜㻜㻜㻌
䕧㻟㻤㻟㻘㻜㻜㻜㻌
㻠㻘㻤㻥㻡㻘㻜㻜㻜㻌
㻜㻌
䕧㻠㻝㻣㻘㻜㻜㻜㻌
䕧㻞㻘㻠㻞㻠㻘㻜㻜㻜㻌
䕧㻞㻡㻘㻢㻝㻝㻘㻜㻜㻜㻌

㻞㻘㻜㻟㻡㻘㻢㻢㻜㻘㻠㻢㻣㻌

㻞㻘㻞㻞㻡㻘㻣㻡㻟㻘㻟㻜㻥㻌

䕧㻝㻥㻜㻘㻜㻥㻞㻘㻤㻠㻞㻌

㻠㻘㻣㻡㻞㻘㻥㻟㻤㻌
㻝㻣㻘㻢㻥㻢㻘㻞㻢㻝㻌
㻠㻌
㻝㻘㻜㻞㻡㻘㻤㻠㻟㻌
㻢㻘㻢㻟㻜㻘㻟㻢㻠㻌
㻥㻝㻜㻘㻤㻞㻡㻌
㻞㻘㻠㻢㻜㻘㻢㻞㻞㻌
㻝㻣㻘㻜㻝㻜㻘㻜㻜㻜㻌
㻝㻤㻘㻠㻢㻥㻘㻣㻡㻜㻌
㻢㻘㻢㻥㻠㻘㻣㻣㻢㻌

㻠㻘㻟㻡㻜㻘㻠㻝㻡㻌
㻞㻜㻘㻡㻢㻝㻘㻤㻣㻡㻌
㻞㻢㻘㻣㻟㻣㻌
㻝㻘㻡㻤㻟㻘㻠㻝㻡㻌
㻣㻘㻥㻣㻡㻘㻜㻠㻟㻌
㻥㻜㻜㻘㻥㻢㻠㻌
㻞㻘㻠㻢㻜㻘㻢㻞㻞㻌
㻝㻣㻘㻜㻝㻜㻘㻜㻜㻜㻌
㻥㻘㻣㻜㻣㻘㻤㻟㻤㻌
㻥㻘㻣㻤㻤㻘㻥㻜㻠㻌

㻠㻜㻞㻘㻡㻞㻟㻌
䕧㻞㻘㻤㻢㻡㻘㻢㻝㻠㻌
䕧㻞㻢㻘㻣㻟㻟㻌
䕧㻡㻡㻣㻘㻡㻣㻞㻌
䕧㻝㻘㻟㻠㻠㻘㻢㻣㻥㻌
㻥㻘㻤㻢㻝㻌
㻜㻌
㻜㻌
㻤㻘㻣㻢㻝㻘㻥㻝㻞㻌
䕧㻟㻘㻜㻥㻠㻘㻝㻞㻤㻌

㻣㻠㻘㻟㻢㻡㻘㻤㻝㻟㻌

㻝㻘㻞㻤㻡㻘㻡㻣㻜㻌

䚷䚷ᅛᐃ㈨⏘䚷ྜィ

㻣㻡㻘㻢㻡㻝㻘㻟㻤㻟㻌
㻞㻘㻝㻞㻝㻘㻟㻝㻝㻘㻤㻡㻜㻌

㻞㻘㻟㻝㻜㻘㻝㻝㻥㻘㻝㻞㻞㻌

䕧㻝㻤㻤㻘㻤㻜㻣㻘㻞㻣㻞㻌

䚷䚷㈨⏘䚷ྜィ

㻞㻘㻟㻥㻣㻘㻝㻞㻤㻘㻤㻣㻟㻌

㻞㻘㻡㻥㻜㻘㻢㻤㻟㻘㻝㻣㻞㻌

䕧㻝㻥㻟㻘㻡㻡㻠㻘㻞㻥㻥㻌

䚷䚷ὶື㈨⏘䚷ྜィ

䚷䚷䠎䠅≉ᐃ㈨⏘
䚷䚷䚷䠄䠍䠅ᅵᆅ䠄㔝㫽ಖㆤ༊㼋ᣦᐃ䠅
䚷䚷䚷䠄䠎䠅ᅵᆅ䠄㔝㫽ಖㆤ༊㼋୍⯡䠅
䚷䚷䚷䠄䠏䠅ᘓ≀
䚷䚷䚷䠄䠐䠅㌴୧㐠ᦙල
䚷䚷䚷䠄䠑䠅ᵓ⠏≀
䚷䚷䚷䠄䠒䠅ொჾഛရ
䚷䚷䚷䠄䠓䠅䛭䛾ᅛᐃ㈨⏘
䚷䚷䚷䠄䠔䠅Ώ㑔≉ᐃ㡸㔠
䚷䚷䚷䠄䠕䠅ᣢ⏣䝥䝻䝆䜵䜽䝖≉ᐃ㈨⏘
䚷䚷䚷䠄㻝㻜䠅⸨⏣≉ᐃ㡸㔠
䚷䚷䚷䠄㻝㻝䠅㔝㫽ಖㆤ༊≉ᐃ㡸㔠
䚷䚷䚷䠄㻝㻞䠅䠢Ặ䜹䞁䝮䝸≉ᐃ㡸㔠
䚷䚷䚷䠄㻝㻟䠅㔝㫽䛸ᮍ᮶≉ᐃ㡸㔠
䚷䚷䚷䠄㻝㻠䠅ụ⏣୕Ꮿ≉ᐃ㡸㔠
䚷䚷䚷䠄㻝㻡䠅ᑠᯘ≉ᐃ㡸㔠
䚷䚷䚷䠄㻝㻢䠅㉺ᓮ≉ᐃ㡸㔠
䚷䚷䚷䠄㻝㻣䠅㌟㏆䛺㔝㫽≉ᐃ㡸㔠
䚷䚷䚷䠄㻝㻤䠅㔝㫽ಖㆤᩥ≉ᐃ㡸㔠
䚷䚷䚷䠄㻝㻥䠅⤯⁛༴✀≉ᐃ㡸㔠
䚷䚷䚷䠄㻞㻜䠅ỌᒣẶ⤯⁛༴✀≉ᐃ㡸㔠
䚷䚷䚷䠄㻞㻝䠅୕⳻䠱䠢䠦ಙク㔝㫽ಖㆤ༊㓗㝧≉ᐃ㡸㔠
䚷䚷䚷䠄㻞㻞㻕㏥⫋⤥ᘬᙜ㈨⏘
䚷䚷䚷䠄㻞㻟䠅ᙺဨ㏥௵៘ປᘬᙜ㈨⏘
䚷䚷䚷䠄㻞㻠䠅䛭䛾䛾≉ᐃ㈨⏘
䚷䚷䚷≉ᐃ㈨⏘䚷ྜィ
䚷䚷䠏䠅䛭䛾ᅛᐃ㈨⏘
䚷䚷䚷䠄䠍䠅㻌ᅵᆅ
䚷䚷䚷䠄䠎䠅㻌ᘓ≀
䚷䚷䚷䠄䠏䠅㻌㌴୧㐠ᦙල
䚷䚷䚷䠄䠐䠅㻌ᵓ⠏≀
䚷䚷䚷䠄䠑䠅㻌ொჾഛရ
䚷䚷䚷䠄䠒䠅㻌ᑡ㢠ᅛᐃ㈨⏘
䚷䚷䚷䠄䠓䠅㻌㟁ヰຍධᶒ
䚷䚷䚷䠄䠔䠅㻌ᩜ㔠䞉ಖド㔠
䚷䚷䚷䠄䠕䠅㻌䝋䝣䝖䜴䜶䜰
䚷䚷䚷㻔㻝㻜㻕㻌䝸䞊䝇㈨⏘
䚷䚷䚷䛭䛾ᅛᐃ㈨⏘ྜィ

㈚䚷䚷ᑐ䚷↷䚷⾲㻌
௧㻞ᖺ㻟᭶㻟㻝᪥⌧ᅾ

䠄༢䠖䠅
⛉䚷┠
䊡䚷㈇മ䛾㒊
䚷
䚷䠍䚷ὶື㈇മ
䚷䚷䠍䠅㻌㈙㔠
䚷䚷䠎䠅㻌ධ㔠
䚷䚷䠏䠅㻌ᮍᡶ㔠
䚷䚷䠐䠅㻌ᮍᡶᾘ㈝⛯
䚷䚷䠑䠅㻌ᮍᡶἲே⛯➼
䚷䚷䠒䠅㻌㡸䜚㔠
䚷䚷䠓䠅㻌䝸䞊䝇മົ
䚷䚷䠔䠅㻌䛭䛾ὶື㈇മ

ᙜᖺᗘ

㻝㻘㻝㻥㻠㻘㻢㻤㻡㻌
㻡㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻌
㻟㻣㻘㻝㻤㻢㻘㻣㻣㻢㻌
㻢㻘㻥㻞㻜㻘㻟㻜㻜㻌
㻞㻘㻟㻝㻥㻘㻞㻜㻜㻌
㻥㻘㻝㻢㻝㻘㻡㻟㻣㻌
㻞㻘㻞㻡㻤㻘㻡㻢㻤㻌
㻟㻣㻟㻘㻜㻜㻜㻌
㻝㻜㻥㻘㻠㻝㻠㻘㻜㻢㻢㻌

๓ᖺᗘ

ቑῶ

㻢㻘㻣㻡㻥㻘㻝㻞㻣㻌
㻡㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻌
㻟㻥㻘㻝㻟㻡㻘㻡㻜㻝㻌
㻠㻣㻞㻘㻜㻜㻜㻌
㻞㻘㻝㻤㻟㻘㻞㻜㻜㻌
㻝㻟㻘㻟㻞㻤㻘㻟㻢㻥㻌
㻟㻘㻜㻥㻠㻘㻝㻞㻤㻌
㻠㻣㻜㻘㻜㻜㻜㻌

䕧㻡㻘㻡㻢㻠㻘㻠㻠㻞㻌
㻜㻌
䕧㻝㻘㻥㻠㻤㻘㻣㻞㻡㻌
㻢㻘㻠㻠㻤㻘㻟㻜㻜㻌
㻝㻟㻢㻘㻜㻜㻜㻌
䕧㻠㻘㻝㻢㻢㻘㻤㻟㻞㻌
䕧㻤㻟㻡㻘㻡㻢㻜㻌
䕧㻥㻣㻘㻜㻜㻜㻌

㻝㻝㻡㻘㻠㻠㻞㻘㻟㻞㻡㻌

䕧㻢㻘㻜㻞㻤㻘㻞㻡㻥㻌

㻢㻘㻢㻥㻠㻘㻣㻣㻢㻌
㻣㻥㻘㻟㻠㻟㻘㻢㻠㻥㻌
㻣㻘㻠㻤㻤㻘㻜㻜㻜㻌

䕧㻞㻘㻞㻡㻤㻘㻡㻢㻤㻌
㻞㻘㻥㻡㻝㻘㻜㻡㻣㻌
䕧㻞㻘㻠㻞㻠㻘㻜㻜㻜㻌

㻥㻟㻘㻡㻞㻢㻘㻠㻞㻡㻌

䕧㻝㻘㻣㻟㻝㻘㻡㻝㻝㻌

㻞㻜㻝㻘㻞㻜㻤㻘㻥㻤㻜㻌

㻞㻜㻤㻘㻥㻢㻤㻘㻣㻡㻜㻌

䕧㻣㻘㻣㻡㻥㻘㻣㻣㻜㻌

㻝㻘㻟㻢㻥㻘㻥㻟㻢㻘㻜㻞㻢㻌
㻟㻘㻠㻤㻟㻘㻡㻤㻟㻌

䕧㻝㻢㻝㻘㻢㻠㻜㻘㻤㻠㻞㻌
㻜㻌

䚷䚷ᣦᐃṇ㈈⏘䚷ྜィ
䚷䚷䚷䠄䛖䛱ᇶᮏ㈈⏘䜈䛾ᙜ㢠䠅
䚷䚷䚷䠄䛖䛱≉ᐃ㈨⏘䜈䛾ᙜ㢠䠅

㻝㻘㻞㻜㻤㻘㻞㻥㻡㻘㻝㻤㻠㻌
㻟㻘㻠㻤㻟㻘㻡㻤㻟㻌
㻝㻘㻞㻝㻝㻘㻣㻣㻤㻘㻣㻢㻣㻌
㻔㻝㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻕
㻔㻝㻘㻞㻜㻝㻘㻣㻣㻤㻘㻣㻢㻣㻕

㻝㻘㻟㻣㻟㻘㻠㻝㻥㻘㻢㻜㻥㻌
㻔㻝㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻕
㻔㻝㻘㻟㻢㻟㻘㻠㻝㻥㻘㻢㻜㻥㻕

䕧㻝㻢㻝㻘㻢㻠㻜㻘㻤㻠㻞㻌
㻔㻜㻕
㻔䕧㻝㻢㻝㻘㻢㻠㻜㻘㻤㻠㻞㻕㻌

䚷䠎㻌୍⯡ṇ㈈⏘
䚷䚷䚷䠄䛖䛱≉ᐃ㈨⏘䜈䛾ᙜ㢠䠅

㻥㻤㻠㻘㻝㻠㻝㻘㻝㻞㻢㻌
㻔㻣㻢㻤㻘㻥㻥㻥㻘㻜㻡㻠㻕

㻝㻘㻜㻜㻤㻘㻞㻥㻠㻘㻤㻝㻟㻌
㻔㻣㻥㻠㻘㻢㻝㻜㻘㻜㻡㻠㻕

䕧㻞㻠㻘㻝㻡㻟㻘㻢㻤㻣㻌
㻔䕧㻞㻡㻘㻢㻝㻝㻘㻜㻜㻜㻕㻌

䚷䚷ṇ㈈⏘䚷ྜィ

㻞㻘㻝㻥㻡㻘㻥㻝㻥㻘㻤㻥㻟㻌

㻞㻘㻟㻤㻝㻘㻣㻝㻠㻘㻠㻞㻞㻌

䕧㻝㻤㻡㻘㻣㻥㻠㻘㻡㻞㻥㻌

䚷䚷㈇മཬ䜃ṇ㈈⏘ྜィ

㻞㻘㻟㻥㻣㻘㻝㻞㻤㻘㻤㻣㻟㻌

㻞㻘㻡㻥㻜㻘㻢㻤㻟㻘㻝㻣㻞㻌

䕧㻝㻥㻟㻘㻡㻡㻠㻘㻞㻥㻥㻌

䚷䚷ὶື㈇മ䚷ྜィ
䚷䠎䚷ᅛᐃ㈇മ
䚷䚷䠍䠅㛗ᮇ䝸䞊䝇മົ
䚷䚷䠎䠅㏥⫋⤥ᘬᙜ㔠
䚷䚷䠏䠅ᙺဨ㏥௵៘ປᘬᙜ㔠
䚷䚷ᅛᐃ㈇മ䚷ྜィ
㻌㻌㻌㻌㈇മ㻌㻌ྜィ

㻠㻘㻠㻟㻢㻘㻞㻜㻤㻌

㻤㻞㻘㻞㻥㻠㻘㻣㻜㻢㻌
㻡㻘㻜㻢㻠㻘㻜㻜㻜㻌
㻥㻝㻘㻣㻥㻠㻘㻥㻝㻠㻌

䊢䚷ṇ㈈⏘䛾㒊
䚷䠍㻌ᣦᐃṇ㈈⏘
䚷䚷䠍䠅㻌ᐤ㔠
䚷䚷䠎䠅㻌Ẹ㛫⿵ຓ㔠

ṇ㈈⏘ቑῶィ⟬᭩
⮬䚷ᖹᡂ䠏䠍ᖺ䚷䠐᭶䚷䠍᪥
⮳䚷௧䚷䠎ᖺ䚷䠏᭶䠏䠍᪥

䠄༢䠖䠅

⛉㻌㻌┠

ᙜᖺᗘ

๓ᖺᗘ

ቑῶ

䊠䚷୍⯡ṇ㈈⏘ቑῶ䛾㒊
䚷䚷䠍䠊⤒ᖖቑῶ䛾㒊
䚷䚷䚷䠍䠅⤒ᖖ┈
䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠍䠅ᇶᮏ㈈⏘㐠⏝┈
䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠎䠅≉ᐃ㈨⏘㐠⏝┈
䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠏䠅ཷྲྀධ㔠
䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠐䠅ཷྲྀ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ཷྲ୍ྀ⯡㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ཷྲྀಶே≉ู㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ཷྲྀἲே≉ู㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠑䠅ཷྲྀᐤ㔠
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ཷྲྀᐤ㔠
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ཷྲྀᐤ㝃㔠᭰㢠
䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠒䠅ᴗ┈
䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌䚷䚷㻌⮬↛ಖㆤᴗ┈
䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌䚷䚷㻌ᬑཬᴗ┈
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䡷䢙䡴䡽䡩䡭䢔ᴗ┈
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ཷクᴗ┈
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ᗈ࿌┈
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌≀ရ㈍ᴗ┈
䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠓䠅ཷྲྀ⿵ຓ㔠➼
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ཷྲྀ⿵ຓ㔠
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ཷྲྀ⿵ຓ㔠᭰㢠
䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠔䠅㞧┈

䚷䚷䚷䚷⤒ᖖ┈ྜィ

㻝㻘㻜㻜㻞㻌
㻟㻘㻜㻠㻠㻘㻥㻜㻥㻌
㻥㻣㻟㻘㻜㻜㻜㻌

㻝㻘㻜㻜㻜㻌
㻠㻘㻜㻝㻥㻘㻝㻡㻣㻌
㻥㻟㻟㻘㻜㻜㻜㻌

㻞㻌
䕧㻌㻥㻣㻠㻘㻞㻠㻤㻌
㻠㻜㻘㻜㻜㻜㻌

㻤㻥㻘㻞㻝㻤㻘㻡㻜㻜㻌
㻝㻥㻘㻥㻝㻜㻘㻜㻜㻜㻌
㻝㻝㻘㻞㻞㻜㻘㻜㻜㻜㻌

㻥㻝㻘㻞㻞㻡㻘㻠㻡㻜㻌
㻝㻥㻘㻣㻟㻜㻘㻜㻜㻜㻌
㻝㻝㻘㻣㻞㻜㻘㻜㻜㻜㻌

䕧㻌㻞㻘㻜㻜㻢㻘㻥㻡㻜㻌
㻝㻤㻜㻘㻜㻜㻜㻌
䕧㻌㻡㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻌

㻝㻝㻣㻘㻢㻥㻣㻘㻡㻤㻡㻌
㻝㻣㻤㻘㻥㻢㻝㻘㻤㻠㻞㻌

㻝㻢㻠㻘㻥㻝㻤㻘㻟㻞㻝㻌
㻥㻢㻘㻟㻞㻥㻘㻞㻠㻝㻌

䕧㻌㻠㻣㻘㻞㻞㻜㻘㻣㻟㻢㻌
㻤㻞㻘㻢㻟㻞㻘㻢㻜㻝㻌

㻞㻘㻠㻢㻡㻘㻠㻞㻝㻌
㻌㻝㻢㻘㻞㻢㻣㻘㻤㻤㻠㻌
㻌㻞㻥㻣㻘㻝㻟㻜㻌
㻞㻡㻟㻘㻣㻡㻡㻘㻜㻢㻤㻌
㻌㻞㻝㻘㻠㻠㻜㻘㻥㻝㻝㻌
㻌㻠㻜㻞㻘㻥㻡㻤㻘㻡㻣㻟㻌

㻞㻘㻣㻤㻣㻘㻢㻜㻡㻌
㻌㻝㻟㻘㻣㻝㻞㻘㻠㻥㻤㻌
㻌㻠㻢㻞㻘㻣㻤㻜㻌
㻞㻡㻜㻘㻝㻠㻤㻘㻠㻟㻢㻌
㻌㻞㻟㻘㻟㻤㻡㻘㻝㻡㻤㻌
㻌㻠㻜㻥㻘㻝㻢㻠㻘㻠㻝㻟㻌

䕧㻌㻟㻞㻞㻘㻝㻤㻠㻌
㻞㻘㻡㻡㻡㻘㻟㻤㻢㻌
䕧㻌㻝㻢㻡㻘㻢㻡㻜㻌
㻟㻘㻢㻜㻢㻘㻢㻟㻞㻌
䕧㻌㻝㻘㻥㻠㻠㻘㻞㻠㻣㻌
䕧㻌㻢㻘㻞㻜㻡㻘㻤㻠㻜㻌

㻟㻜㻜㻘㻜㻜㻜
㻜
㻟㻘㻣㻡㻠㻘㻡㻡㻥㻌

㻞㻘㻢㻢㻡㻘㻜㻜㻜
㻜
㻤㻘㻝㻟㻠㻘㻢㻣㻟㻌

䕧㻌㻞㻘㻟㻢㻡㻘㻜㻜㻜㻌
㻜㻌
䕧㻌㻠㻘㻟㻤㻜㻘㻝㻝㻠㻌

㻝㻘㻝㻞㻞㻘㻞㻢㻢㻘㻟㻤㻠㻌

㻝㻘㻜㻥㻥㻘㻟㻟㻢㻘㻣㻟㻞㻌

㻞㻞㻘㻥㻞㻥㻘㻢㻡㻞㻌

㻤㻘㻞㻢㻤㻘㻜㻜㻜㻌
㻤㻠㻥㻘㻢㻜㻜㻌
㻟㻘㻡㻞㻥㻘㻢㻠㻣㻌
㻟㻞㻟㻘㻥㻜㻞㻘㻞㻥㻤㻌
㻝㻠㻘㻞㻝㻣㻘㻠㻞㻜㻌
㻡㻣㻘㻣㻝㻝㻘㻜㻣㻢㻌
㻢㻢㻘㻞㻜㻣㻘㻝㻠㻜㻌
㻞㻜㻘㻥㻞㻣㻘㻥㻥㻤㻌
㻤㻘㻟㻟㻜㻘㻣㻥㻡㻌
㻞㻘㻡㻥㻡㻘㻡㻢㻣㻌
㻝㻢㻜㻘㻤㻞㻤㻌
㻟㻠㻘㻥㻢㻟㻘㻢㻠㻠㻌
㻟㻘㻟㻡㻜㻘㻟㻢㻢㻌
㻝㻜㻘㻥㻠㻢㻘㻢㻠㻠㻌
㻣㻘㻠㻡㻟㻘㻠㻣㻤㻌
㻟㻟㻘㻞㻠㻝㻘㻣㻟㻠㻌
㻟㻜㻘㻡㻞㻠㻘㻝㻥㻟㻌
㻢㻘㻥㻡㻟㻘㻡㻢㻜㻌

㻝㻜㻘㻣㻞㻤㻘㻜㻜㻜㻌
㻝㻘㻡㻝㻞㻘㻜㻜㻜㻌
㻞㻘㻤㻢㻣㻘㻞㻡㻥㻌
㻟㻜㻥㻘㻥㻜㻠㻘㻞㻢㻟㻌
㻝㻝㻘㻞㻝㻡㻘㻣㻥㻡㻌
㻡㻣㻘㻟㻟㻠㻘㻟㻡㻤㻌
㻢㻣㻘㻡㻡㻟㻘㻢㻟㻞㻌
㻞㻜㻘㻣㻟㻢㻘㻜㻜㻜㻌
㻤㻘㻡㻞㻟㻘㻢㻟㻝㻌
㻟㻘㻠㻜㻝㻘㻞㻡㻤㻌
㻥㻡㻘㻡㻠㻝㻌
㻟㻠㻘㻥㻡㻤㻘㻥㻞㻝㻌
㻞㻘㻡㻟㻣㻘㻤㻝㻝㻌
㻝㻝㻘㻤㻣㻟㻘㻝㻤㻣㻌
㻢㻘㻤㻟㻠㻘㻠㻝㻝㻌
㻟㻣㻘㻞㻢㻡㻘㻞㻡㻣㻌
㻟㻡㻘㻣㻥㻟㻘㻤㻡㻜㻌
㻥㻘㻥㻜㻡㻘㻡㻡㻡㻌

䕧㻌㻞㻘㻠㻢㻜㻘㻜㻜㻜㻌
䕧㻌㻢㻢㻞㻘㻠㻜㻜㻌
㻢㻢㻞㻘㻟㻤㻤㻌
㻝㻟㻘㻥㻥㻤㻘㻜㻟㻡㻌
㻟㻘㻜㻜㻝㻘㻢㻞㻡㻌
㻟㻣㻢㻘㻣㻝㻤㻌
䕧㻌㻝㻘㻟㻠㻢㻘㻠㻥㻞㻌
㻝㻥㻝㻘㻥㻥㻤㻌
䕧㻌㻝㻥㻞㻘㻤㻟㻢㻌
䕧㻌㻤㻜㻡㻘㻢㻥㻝㻌
㻢㻡㻘㻞㻤㻣㻌
㻠㻘㻣㻞㻟㻌
㻤㻝㻞㻘㻡㻡㻡㻌
䕧㻌㻥㻞㻢㻘㻡㻠㻟㻌
㻢㻝㻥㻘㻜㻢㻣㻌
䕧㻌㻠㻘㻜㻞㻟㻘㻡㻞㻟㻌
䕧㻌㻡㻘㻞㻢㻥㻘㻢㻡㻣㻌
䕧㻌㻞㻘㻥㻡㻝㻘㻥㻥㻡㻌

䚷䚷䚷䠎䠅⤒ᖖ㈝⏝
䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠍䠅ᴗ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᙺဨሗ㓘
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᙺဨ㏥௵៘ປ㈝⏝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ሗ㓘➼
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⤥ᩱᡭᙜ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㏥⫋⤥㈝⏝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⚟ཌ⏕㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⮫㞠⏝㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᐙ㈤➼
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷Ỉ㐨ග⇕㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㆟㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᘫ➼㝿㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㏻ಙ㐠ᦙ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᾘ⪖ഛရ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᾘ⪖ရ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㈤ᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷༳ๅ〇ᮏ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷᪑㈝㏻㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ㅖㅰ㔠

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ཎ✏ᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ጤク㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᗈሗᐉఏ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ಖ㝤ᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⛒⛯බㄢ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ဨ⟶⌮㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ဨ䞉ᨭ⪅䝅䝇䝔䝮㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᗜಖ⟶㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ㅖ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷◊ಟ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᨭᡶᜥ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᅗ᭩㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ಟ⧋ಖᏲᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᡭᩘᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ሗ䝅䝇䝔䝮⟶⌮㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㞧㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ฟ∧≀ไస㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ၟရධ㈝⏝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷௦ᘬᡭᩘᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜹䞊䝗ᡭᩘᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ၟရ㏦ᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ၟရಖ⟶ᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ၟရ㛤Ⓨ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ῶ౯ൾ༷㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᴗ㈝ྜィ
䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠎䠅⟶⌮㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᙺဨሗ㓘
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᙺဨ㏥௵៘ປ㈝⏝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ሗ㓘➼
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⤥ᩱᡭᙜ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㏥⫋⤥㈝⏝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⚟ཌ⏕㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⮫㞠⏝㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᐙ㈤➼
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷Ỉ㐨ග⇕㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㆟㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᘫ➼㝿㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㏻ಙ㐠ᦙ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᾘ⪖ഛရ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᾘ⪖ရ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㈤ᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷᪑㈝㏻㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ጤク㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ಖ㝤ᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⛒⛯බㄢ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ဨ⟶⌮㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ဨ䞉ᨭ⪅䝅䝇䝔䝮㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᗜಖ⟶㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ㅖ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷◊ಟ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᨭᡶᜥ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᅗ᭩㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ಟ⧋ಖᏲᩱ

㻢㻘㻞㻜㻝㻘㻤㻣㻞㻌
㻢㻣㻘㻜㻝㻜㻘㻡㻜㻥㻌
㻠㻤㻘㻝㻝㻟㻘㻥㻜㻣㻌
㻠㻘㻜㻠㻥㻘㻞㻠㻢㻌
㻞㻞㻘㻡㻞㻢㻘㻥㻡㻞㻌
㻝㻠㻘㻢㻠㻜㻘㻤㻣㻢㻌
㻟㻘㻡㻞㻥㻘㻞㻥㻣㻌
㻝㻘㻢㻣㻟㻘㻟㻞㻡㻌
㻢㻣㻜㻘㻠㻠㻟㻌
㻝㻘㻠㻣㻝㻘㻜㻡㻡㻌
㻤㻢㻟㻘㻝㻜㻜㻌
㻣㻣㻞㻘㻤㻤㻢㻌
㻝㻡㻘㻤㻣㻝㻘㻥㻢㻥㻌
㻞㻘㻟㻥㻤㻘㻥㻥㻢㻌
㻟㻘㻤㻟㻝㻘㻜㻠㻣㻌
㻢㻘㻜㻡㻤㻘㻝㻤㻢㻌
㻢㻘㻞㻡㻝㻘㻤㻠㻞㻌
㻞㻠㻝㻘㻣㻠㻝㻘㻠㻞㻟㻌
㻝㻘㻢㻟㻠㻘㻢㻥㻤㻌
㻟㻘㻡㻤㻣㻘㻠㻥㻤㻌
㻝㻠㻘㻢㻞㻥㻘㻟㻝㻜㻌
㻢㻘㻞㻜㻜㻘㻠㻥㻞㻌
㻢㻣㻣㻘㻜㻟㻞㻌
㻝㻡㻘㻥㻢㻞㻘㻤㻞㻟㻌
㻝㻘㻝㻞㻠㻘㻡㻜㻞㻘㻣㻣㻞㻌

㻣㻘㻞㻜㻤㻘㻢㻞㻢㻌
㻢㻟㻘㻥㻤㻟㻘㻠㻤㻞㻌
㻡㻣㻘㻡㻝㻤㻘㻠㻠㻤㻌
㻟㻘㻥㻤㻟㻘㻞㻡㻞㻌
㻞㻜㻘㻠㻡㻣㻘㻢㻝㻥㻌
㻝㻞㻘㻤㻤㻟㻘㻠㻥㻥㻌
㻞㻘㻞㻝㻜㻘㻟㻜㻞㻌
㻝㻘㻢㻡㻣㻘㻡㻣㻞㻌
㻥㻞㻤㻘㻤㻤㻢㻌
㻞㻘㻠㻟㻟㻘㻠㻣㻠㻌
㻢㻣㻣㻘㻥㻠㻜㻌
㻡㻠㻠㻘㻥㻤㻢㻌
㻤㻘㻞㻠㻝㻘㻠㻞㻠㻌
㻞㻘㻝㻢㻝㻘㻠㻣㻣㻌
㻠㻘㻟㻣㻟㻘㻢㻡㻞㻌
㻡㻘㻜㻠㻟㻘㻤㻣㻤㻌
㻞㻘㻣㻤㻠㻘㻡㻢㻞㻌
㻞㻠㻢㻘㻤㻠㻟㻘㻤㻣㻜㻌
㻝㻘㻤㻞㻢㻘㻢㻣㻠㻌
㻟㻘㻟㻞㻢㻘㻢㻜㻜㻌
㻝㻝㻘㻤㻤㻣㻘㻥㻣㻞㻌
㻡㻘㻝㻤㻡㻘㻝㻣㻜㻌
㻞㻜㻡㻘㻥㻥㻝㻌
㻝㻞㻘㻤㻜㻝㻘㻞㻥㻢㻌
㻝㻘㻝㻝㻞㻘㻞㻝㻝㻘㻟㻤㻝㻌

䕧㻌㻝㻘㻜㻜㻢㻘㻣㻡㻠㻌
㻟㻘㻜㻞㻣㻘㻜㻞㻣㻌
䕧㻌㻥㻘㻠㻜㻠㻘㻡㻠㻝㻌
㻢㻡㻘㻥㻥㻠㻌
㻞㻘㻜㻢㻥㻘㻟㻟㻟㻌
㻝㻘㻣㻡㻣㻘㻟㻣㻣㻌
㻝㻘㻟㻝㻤㻘㻥㻥㻡㻌
㻝㻡㻘㻣㻡㻟㻌
䕧㻌㻞㻡㻤㻘㻠㻠㻟㻌
䕧㻌㻥㻢㻞㻘㻠㻝㻥㻌
㻝㻤㻡㻘㻝㻢㻜㻌
㻞㻞㻣㻘㻥㻜㻜㻌
㻣㻘㻢㻟㻜㻘㻡㻠㻡㻌
㻞㻟㻣㻘㻡㻝㻥㻌
䕧㻌㻡㻠㻞㻘㻢㻜㻡㻌
㻝㻘㻜㻝㻠㻘㻟㻜㻤㻌
㻟㻘㻠㻢㻣㻘㻞㻤㻜㻌
䕧㻌㻡㻘㻝㻜㻞㻘㻠㻠㻣㻌
䕧㻌㻝㻥㻝㻘㻥㻣㻢㻌
㻞㻢㻜㻘㻤㻥㻤㻌
㻞㻘㻣㻠㻝㻘㻟㻟㻤㻌
㻝㻘㻜㻝㻡㻘㻟㻞㻞㻌
㻠㻣㻝㻘㻜㻠㻝㻌
㻟㻘㻝㻢㻝㻘㻡㻞㻣㻌
㻝㻞㻘㻞㻥㻝㻘㻟㻥㻝㻌

㻌㻡㻘㻡㻝㻞㻘㻜㻜㻜㻌
㻌㻡㻢㻢㻘㻠㻜㻜㻌
㻌㻝㻠㻣㻘㻜㻢㻥㻌
㻌㻢㻘㻢㻝㻜㻘㻞㻡㻝㻌
㻌㻝㻘㻜㻣㻜㻘㻝㻞㻥㻌
㻌㻝㻘㻟㻠㻜㻘㻟㻥㻠㻌
㻌㻡㻞㻜㻘㻜㻣㻟㻌
㻤㻣㻞㻘㻜㻜㻜㻌
㻣㻞㻘㻤㻡㻞㻌
㻞㻜㻘㻡㻟㻣㻌
㻢㻤㻥㻘㻡㻡㻞㻌
㻢㻡㻘㻥㻢㻟㻌
㻝㻝㻘㻜㻠㻥㻌
㻣㻟㻘㻜㻞㻝㻌
㻠㻟㻘㻞㻤㻠㻌
㻞㻢㻞㻘㻠㻡㻤㻌
㻞㻜㻣㻘㻣㻟㻠㻌
㻝㻞㻘㻠㻤㻥㻌
㻣㻘㻤㻞㻤㻌
㻢㻝㻜㻘㻜㻟㻣㻌
㻤㻣㻘㻥㻜㻤㻌
㻢㻢㻘㻡㻝㻟㻌
㻝㻤㻤㻘㻜㻠㻜㻌
㻞㻠㻘㻜㻤㻠㻌
㻟㻡㻘㻥㻢㻟㻌
㻝㻢㻡㻌
㻝㻟㻘㻞㻣㻝㻌

㻌㻣㻘㻝㻡㻞㻘㻜㻜㻜㻌
㻌㻝㻘㻜㻜㻤㻘㻜㻜㻜㻌
㻌㻝㻝㻥㻘㻠㻢㻥㻌
㻌㻢㻘㻟㻞㻠㻘㻡㻣㻣㻌
㻌㻤㻠㻠㻘㻝㻥㻥㻌
㻌㻝㻘㻟㻠㻜㻘㻣㻞㻣㻌
㻌㻟㻜㻞㻘㻥㻟㻞㻌
㻤㻢㻠㻘㻜㻜㻜㻌
㻤㻝㻘㻞㻞㻟㻌
㻝㻤㻘㻥㻠㻥㻌
㻢㻣㻢㻘㻣㻤㻜㻌
㻢㻝㻘㻥㻡㻝㻌
㻝㻜㻘㻢㻝㻜㻌
㻣㻤㻘㻢㻣㻠㻌
㻟㻜㻘㻟㻤㻜㻌
㻞㻟㻟㻘㻝㻠㻞㻌
㻝㻜㻤㻘㻤㻡㻠㻌
㻝㻞㻘㻠㻥㻟㻌
㻣㻘㻡㻥㻞㻌
㻡㻟㻢㻘㻤㻝㻞㻌
㻟㻠㻘㻡㻠㻞㻌
㻢㻠㻘㻞㻞㻜㻌
㻞㻜㻟㻘㻜㻠㻜㻌
㻠㻠㻘㻡㻣㻤㻌
㻞㻤㻘㻞㻠㻤㻌
㻝㻝㻥㻌
㻝㻜㻘㻟㻤㻤㻌

䕧㻌㻝㻘㻢㻠㻜㻘㻜㻜㻜㻌
䕧㻌㻠㻠㻝㻘㻢㻜㻜㻌
㻞㻣㻘㻢㻜㻜㻌
㻞㻤㻡㻘㻢㻣㻠㻌
㻞㻞㻡㻘㻥㻟㻜㻌
䕧㻌㻟㻟㻟㻌
㻞㻝㻣㻘㻝㻠㻝㻌
㻤㻘㻜㻜㻜㻌
䕧㻌㻤㻘㻟㻣㻝㻌
㻝㻘㻡㻤㻤㻌
㻝㻞㻘㻣㻣㻞㻌
㻠㻘㻜㻝㻞㻌
㻠㻟㻥㻌
䕧㻌㻡㻘㻢㻡㻟㻌
㻝㻞㻘㻥㻜㻠㻌
㻞㻥㻘㻟㻝㻢㻌
㻥㻤㻘㻤㻤㻜㻌
䕧㻌㻠㻌
㻞㻟㻢㻌
㻣㻟㻘㻞㻞㻡㻌
㻡㻟㻘㻟㻢㻢㻌
㻞㻘㻞㻥㻟㻌
䕧㻌㻝㻡㻘㻜㻜㻜㻌
䕧㻌㻞㻜㻘㻠㻥㻠㻌
㻣㻘㻣㻝㻡㻌
㻠㻢㻌
㻞㻘㻤㻤㻟㻌

㻟㻞㻘㻢㻞㻤㻌
㻝㻡㻜㻘㻠㻢㻜㻌
㻝㻜㻞㻘㻡㻤㻟㻌
㻝㻤㻝㻘㻟㻡㻤㻌
㻝㻥㻘㻡㻥㻤㻘㻜㻥㻟㻌

㻟㻢㻘㻞㻥㻟㻌
㻝㻤㻞㻘㻞㻟㻢㻌
㻢㻢㻘㻟㻜㻥㻌
㻝㻢㻡㻘㻥㻠㻣㻌
㻞㻜㻘㻢㻠㻥㻘㻞㻤㻠㻌

䕧㻌㻟㻘㻢㻢㻡㻌
䕧㻌㻟㻝㻘㻣㻣㻢㻌
㻟㻢㻘㻞㻣㻠㻌
㻝㻡㻘㻠㻝㻝㻌
䕧㻌㻝㻘㻜㻡㻝㻘㻝㻥㻝㻌

㻝㻘㻝㻠㻠㻘㻝㻜㻜㻘㻤㻢㻡㻌
䕧㻞㻝㻘㻤㻟㻠㻘㻠㻤㻝㻌

㻝㻘㻝㻟㻞㻘㻤㻢㻜㻘㻢㻢㻡㻌

㻝㻝㻘㻞㻠㻜㻘㻞㻜㻜㻌

䕧㻟㻟㻘㻡㻞㻟㻘㻥㻟㻟㻌

㻝㻝㻘㻢㻤㻥㻘㻠㻡㻞㻌

㻜㻌
㻜㻌

㻜㻌

㻜㻌

㻜㻌

㻜㻌

䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌ᘓ≀㝖༷ᦆ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌ொჾഛရ㝖༷ᦆ

㻜㻌
㻢㻌

㻜㻌
㻝㻞㻘㻝㻝㻝㻌

㻜㻌
䕧㻌㻝㻞㻘㻝㻜㻡㻌

䚷䚷䚷䚷⤒ᖖእ㈝⏝ィ

㻢㻌

㻝㻞㻘㻝㻝㻝㻌

䕧㻌㻝㻞㻘㻝㻜㻡㻌

䕧㻌㻢㻌

䕧㻌㻝㻞㻘㻝㻝㻝㻌

㻝㻞㻘㻝㻜㻡㻌

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌⛯ᘬ๓ᙜᮇ୍⯡ṇ㈈⏘ቑῶ㢠

䕧㻌㻞㻝㻘㻤㻟㻠㻘㻠㻤㻣㻌

䕧㻌㻟㻟㻘㻡㻟㻢㻘㻜㻠㻠㻌

㻝㻝㻘㻣㻜㻝㻘㻡㻡㻣㻌

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ἲே⛯䚸ఫẸ⛯ཬ䜃ᴗ⛯

㻞㻘㻟㻝㻥㻘㻞㻜㻜㻌

㻞㻘㻝㻤㻟㻘㻞㻜㻜㻌

㻝㻟㻢㻘㻜㻜㻜㻌

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᙜᮇ୍⯡ṇ㈈⏘ቑῶ㢠

䕧㻌㻞㻠㻘㻝㻡㻟㻘㻢㻤㻣㻌

䕧㻌㻟㻡㻘㻣㻝㻥㻘㻞㻠㻠㻌

㻝㻝㻘㻡㻢㻡㻘㻡㻡㻣㻌

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷୍⯡ṇ㈈⏘ᮇ㤳ṧ㧗

㻝㻘㻜㻜㻤㻘㻞㻥㻠㻘㻤㻝㻟㻌

㻝㻘㻜㻠㻠㻘㻜㻝㻠㻘㻜㻡㻣㻌

䕧㻌㻟㻡㻘㻣㻝㻥㻘㻞㻠㻠㻌

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷୍⯡ṇ㈈⏘ᮇᮎṧ㧗

㻥㻤㻠㻘㻝㻠㻝㻘㻝㻞㻢㻌

㻝㻘㻜㻜㻤㻘㻞㻥㻠㻘㻤㻝㻟㻌

䕧㻌㻞㻠㻘㻝㻡㻟㻘㻢㻤㻣㻌

㻝㻣㻘㻟㻞㻝㻘㻜㻜㻜㻌
㻜㻌
䕧㻌㻝㻣㻤㻘㻥㻢㻝㻘㻤㻠㻞㻌
䕧㻌㻝㻢㻝㻘㻢㻠㻜㻘㻤㻠㻞㻌
㻝㻘㻟㻣㻟㻘㻠㻝㻥㻘㻢㻜㻥㻌
㻝㻘㻞㻝㻝㻘㻣㻣㻤㻘㻣㻢㻣㻌
㻞㻘㻝㻥㻡㻘㻥㻝㻥㻘㻤㻥㻟㻌

㻥㻟㻘㻞㻠㻥㻘㻟㻢㻡㻌
㻜㻌
䕧㻌㻥㻢㻘㻟㻞㻥㻘㻞㻠㻝㻌
䕧㻌㻟㻘㻜㻣㻥㻘㻤㻣㻢㻌

䕧㻌㻣㻡㻘㻥㻞㻤㻘㻟㻢㻡㻌
㻜㻌
䕧㻌㻤㻞㻘㻢㻟㻞㻘㻢㻜㻝㻌
䕧㻌㻝㻡㻤㻘㻡㻢㻜㻘㻥㻢㻢㻌

㻝㻘㻟㻣㻢㻘㻠㻥㻥㻘㻠㻤㻡㻌

䕧㻌㻟㻘㻜㻣㻥㻘㻤㻣㻢㻌

㻝㻘㻟㻣㻟㻘㻠㻝㻥㻘㻢㻜㻥㻌

䕧㻌㻝㻢㻝㻘㻢㻠㻜㻘㻤㻠㻞㻌

㻞㻘㻟㻤㻝㻘㻣㻝㻠㻘㻠㻞㻞㻌

䕧㻌㻝㻤㻡㻘㻣㻥㻠㻘㻡㻞㻥㻌

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᡭᩘᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ሗ䝅䝇䝔䝮⟶⌮㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㞧㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ῶ౯ൾ༷㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⟶⌮㈝ྜィ

䚷䚷䚷䚷⤒ᖖ㈝⏝ィ
䚷䚷䚷䚷ᙜᮇ⤒ᖖቑῶ㢠
䚷䚷䠎䠊⤒ᖖእቑῶ䛾㒊
䚷䚷䚷䠍䠅⤒ᖖእ┈
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㌴୧㐠ᦙල༷┈

䚷䚷䚷䚷⤒ᖖእ┈ィ
䚷䚷䚷䠎䠅⤒ᖖእ㈝⏝

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᙜᮇ⤒ᖖእቑῶ㢠

䊡䚷ᣦᐃṇ㈈⏘ቑῶ䛾㒊
䚷䚷䚷䚷䚷ཷྲྀᐤ㔠
䚷䚷䚷䚷䚷ཷྲྀ⿵ຓ㔠
䚷䚷䚷䚷䚷୍⯡ṇ㈈⏘䜈䛾᭰㢠

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᙜᮇᣦᐃṇ㈈⏘ቑῶ㢠
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᣦᐃṇ㈈⏘ᮇ㤳ṧ㧗
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᣦᐃṇ㈈⏘ᮇᮎṧ㧗
䚷䚷䚷
䊢䚷ṇ㈈⏘ᮇᮎṧ㧗

ṇ㈈⏘ቑῶィ⟬᭩ෆヂ⾲
⮬䚷ᖹᡂ䠏䠍ᖺ䚷䠐᭶䚷䠍᪥
⮳䚷௧䚷䠎ᖺ䚷䠏᭶䠏䠍᪥

䠄༢䠖䠅

බ ┈  ᴗ  ィ ┈ᴗ➼ィ

⛉㻌㻌┠

⮬↛ಖㆤάື䛾
᥎㐍ᴗ

≀ရ㈍ᴗ

ἲ㻌ே㻌㻌ィ

ྜ䚷ィ

䊠䚷୍⯡ṇ㈈⏘ቑῶ䛾㒊
䚷䚷䠍䠊⤒ᖖቑῶ䛾㒊
䚷䚷䚷䠍䠅⤒ᖖ┈
䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠍䠅ᇶᮏ㈈⏘㐠⏝┈
䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠎䠅≉ᐃ㈨⏘㐠⏝┈
䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠏䠅ཷྲྀධ㔠
䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠐䠅ཷྲྀ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ཷྲ୍ྀ⯡㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ཷྲྀಶே≉ู㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ཷྲྀἲே≉ู㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠑䠅ཷྲྀᐤ㔠
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ཷྲྀᐤ㔠
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ཷྲྀᐤ㝃㔠᭰㢠
䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠒䠅ᴗ┈
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌⮬↛ಖㆤᴗ┈
䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌䚷䚷㻌ᬑཬᴗ┈
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䡷䢙䡴䡽䡩䡭䢔ᴗ┈
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ཷクᴗ┈
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ᗈ࿌┈
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌≀ရ㈍ᴗ┈
䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠓䠅ཷྲྀ⿵ຓ㔠➼
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ཷྲྀ⿵ຓ㔠
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ཷྲྀ⿵ຓ㔠᭰㢠
䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠔䠅㞧┈

䚷䚷䚷䚷⤒ᖖ┈ྜィ

㻝㻘㻜㻜㻞㻌
㻟㻘㻜㻟㻤㻘㻢㻣㻜㻌
㻢㻤㻝㻘㻝㻜㻜㻌

㻜㻌
㻜㻌
㻜㻌

㻜㻌
㻢㻘㻞㻟㻥㻌
㻞㻥㻝㻘㻥㻜㻜㻌

㻝㻘㻜㻜㻞㻌
㻟㻘㻜㻠㻠㻘㻥㻜㻥㻌
㻥㻣㻟㻘㻜㻜㻜㻌

㻢㻞㻘㻠㻡㻞㻘㻥㻡㻜㻌
㻝㻟㻘㻥㻟㻣㻘㻜㻜㻜㻌
㻣㻘㻤㻡㻠㻘㻜㻜㻜㻌

㻜㻌
㻜㻌
㻜㻌

㻞㻢㻘㻣㻢㻡㻘㻡㻡㻜㻌
㻡㻘㻥㻣㻟㻘㻜㻜㻜㻌
㻟㻘㻟㻢㻢㻘㻜㻜㻜㻌

㻤㻥㻘㻞㻝㻤㻘㻡㻜㻜㻌
㻝㻥㻘㻥㻝㻜㻘㻜㻜㻜㻌
㻝㻝㻘㻞㻞㻜㻘㻜㻜㻜㻌

㻝㻝㻣㻘㻢㻥㻣㻘㻡㻤㻡㻌
㻝㻣㻤㻘㻥㻢㻝㻘㻤㻠㻞㻌

㻜㻌
㻜㻌

㻜㻌
㻜㻌

㻝㻝㻣㻘㻢㻥㻣㻘㻡㻤㻡㻌
㻝㻣㻤㻘㻥㻢㻝㻘㻤㻠㻞㻌

㻞㻘㻠㻢㻡㻘㻠㻞㻝㻌
㻜㻌
㻌㻝㻢㻘㻞㻢㻣㻘㻤㻤㻠㻌
㻌㻜㻌
㻌㻞㻥㻣㻘㻝㻟㻜㻌
㻌㻜㻌
㻞㻡㻟㻘㻣㻡㻡㻘㻜㻢㻤㻌
㻜㻌
㻌㻞㻝㻘㻠㻠㻜㻘㻥㻝㻝㻌
㻌㻜㻌
㻌㻜㻌 㻌㻠㻜㻞㻘㻥㻡㻤㻘㻡㻣㻟㻌

㻜㻌
㻜㻌
㻜㻌
㻜㻌
㻜㻌
㻜㻌

㻞㻘㻠㻢㻡㻘㻠㻞㻝㻌
㻝㻢㻘㻞㻢㻣㻘㻤㻤㻠㻌
㻞㻥㻣㻘㻝㻟㻜㻌
㻞㻡㻟㻘㻣㻡㻡㻘㻜㻢㻤㻌
㻞㻝㻘㻠㻠㻜㻘㻥㻝㻝㻌
㻠㻜㻞㻘㻥㻡㻤㻘㻡㻣㻟㻌

㻟㻜㻜㻘㻜㻜㻜
㻜
㻟㻘㻢㻢㻤㻘㻤㻥㻠㻌

㻜
㻜
㻝㻘㻠㻞㻜㻌

㻜㻌
㻜㻌
㻤㻠㻘㻞㻠㻡㻌

㻟㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻌
㻜㻌
㻟㻘㻣㻡㻠㻘㻡㻡㻥㻌

㻢㻤㻞㻘㻤㻝㻥㻘㻠㻡㻣㻌

㻠㻜㻞㻘㻥㻡㻥㻘㻥㻥㻟㻌

㻟㻢㻘㻠㻤㻢㻘㻥㻟㻠㻌

㻝㻘㻝㻞㻞㻘㻞㻢㻢㻘㻟㻤㻠㻌

㻢㻘㻤㻥㻜㻘㻜㻜㻜㻌
㻣㻜㻤㻘㻜㻜㻜㻌
㻟㻘㻞㻟㻡㻘㻡㻝㻜㻌
㻞㻥㻣㻘㻠㻢㻝㻘㻞㻥㻠㻌
㻝㻟㻘㻝㻠㻣㻘㻞㻥㻞㻌
㻡㻞㻘㻥㻤㻢㻘㻥㻡㻥㻌
㻡㻜㻘㻣㻥㻣㻘㻥㻥㻠㻌
㻝㻥㻘㻝㻤㻟㻘㻥㻥㻤㻌
㻤㻘㻝㻤㻡㻘㻜㻥㻜㻌
㻞㻘㻠㻞㻡㻘㻣㻤㻣㻌
㻣㻘㻡㻠㻠㻌
㻟㻞㻘㻝㻥㻟㻘㻞㻟㻝㻌
㻞㻘㻠㻝㻠㻘㻢㻢㻣㻌
㻥㻘㻥㻤㻣㻘㻠㻡㻡㻌
㻣㻘㻜㻜㻠㻘㻟㻟㻟㻌
㻟㻟㻘㻞㻠㻝㻘㻣㻟㻠㻌
㻞㻤㻘㻤㻝㻟㻘㻥㻠㻝㻌
㻢㻘㻥㻞㻟㻘㻝㻠㻡㻌

㻝㻘㻟㻣㻤㻘㻜㻜㻜㻌
㻝㻠㻝㻘㻢㻜㻜㻌
㻞㻥㻠㻘㻝㻟㻣㻌
㻞㻢㻘㻠㻠㻝㻘㻜㻜㻠㻌
㻝㻘㻜㻣㻜㻘㻝㻞㻤㻌
㻠㻘㻣㻞㻠㻘㻝㻝㻣㻌
㻝㻡㻘㻠㻜㻥㻘㻝㻠㻢㻌
㻝㻘㻣㻠㻠㻘㻜㻜㻜㻌
㻝㻠㻡㻘㻣㻜㻡㻌
㻝㻢㻥㻘㻣㻤㻜㻌
㻝㻡㻟㻘㻞㻤㻠㻌
㻞㻘㻣㻣㻜㻘㻠㻝㻟㻌
㻥㻟㻡㻘㻢㻥㻥㻌
㻥㻡㻥㻘㻝㻤㻥㻌
㻠㻠㻥㻘㻝㻠㻡㻌
㻜㻌
㻝㻘㻣㻝㻜㻘㻞㻡㻞㻌
㻟㻜㻘㻠㻝㻡㻌

䚷䚷䚷䠎䠅⤒ᖖ㈝⏝
䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠍䠅ᴗ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᙺဨሗ㓘
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᙺဨ㏥௵៘ປ㈝⏝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ሗ㓘➼
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⤥ᩱᡭᙜ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㏥⫋⤥㈝⏝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⚟ཌ⏕㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⮫㞠⏝㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᐙ㈤➼
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷Ỉ㐨ග⇕㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㆟㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᘫ➼㝿㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㏻ಙ㐠ᦙ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᾘ⪖ഛရ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᾘ⪖ရ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㈤ᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷༳ๅ〇ᮏ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷᪑㈝㏻㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ㅰ㔠

㻤㻘㻞㻢㻤㻘㻜㻜㻜㻌
㻤㻠㻥㻘㻢㻜㻜㻌
㻟㻘㻡㻞㻥㻘㻢㻠㻣㻌
㻟㻞㻟㻘㻥㻜㻞㻘㻞㻥㻤㻌
㻝㻠㻘㻞㻝㻣㻘㻠㻞㻜㻌
㻡㻣㻘㻣㻝㻝㻘㻜㻣㻢㻌
㻢㻢㻘㻞㻜㻣㻘㻝㻠㻜㻌
㻞㻜㻘㻥㻞㻣㻘㻥㻥㻤㻌
㻤㻘㻟㻟㻜㻘㻣㻥㻡㻌
㻞㻘㻡㻥㻡㻘㻡㻢㻣㻌
㻝㻢㻜㻘㻤㻞㻤㻌
㻟㻠㻘㻥㻢㻟㻘㻢㻠㻠㻌
㻟㻘㻟㻡㻜㻘㻟㻢㻢㻌
㻝㻜㻘㻥㻠㻢㻘㻢㻠㻠㻌
㻣㻘㻠㻡㻟㻘㻠㻣㻤㻌
㻟㻟㻘㻞㻠㻝㻘㻣㻟㻠㻌
㻟㻜㻘㻡㻞㻠㻘㻝㻥㻟㻌
㻢㻘㻥㻡㻟㻘㻡㻢㻜㻌

ṇ㈈⏘ቑῶィ⟬᭩ෆヂ⾲
⮬䚷ᖹᡂ䠏䠍ᖺ䚷䠐᭶䚷䠍᪥
⮳䚷௧䚷䠎ᖺ䚷䠏᭶䠏䠍᪥

䠄༢䠖䠅

බ ┈  ᴗ  ィ ┈ᴗ➼ィ

⛉㻌㻌┠
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ཎ✏ᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ጤク㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᗈሗᐉఏ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ಖ㝤ᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⛒⛯බㄢ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ဨ⟶⌮㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ဨ䞉ᨭ⪅⟶⌮㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᗜಖ⟶㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ㅖ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷◊ಟ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᨭᡶᜥ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᅗ᭩㉎ධ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ಟ⧋ಖᏲᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᡭᩘᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ሗ䝅䝇䝔䝮⟶⌮㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㞧㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ฟ∧≀ไస㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ၟရධ㈝⏝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷௦ᘬᡭᩘᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜹䞊䝗ᡭᩘᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ၟရ㏦ᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ၟရಖ⟶ᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ၟရ㛤Ⓨ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ῶ౯ൾ༷㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᴗ㈝ྜィ
䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠎䠅⟶⌮㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᙺဨሗ㓘
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᙺဨ㏥௵៘ປ㈝⏝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ሗ㓘➼
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⤥ᩱᡭᙜ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㏥⫋⤥㈝⏝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⚟ཌ⏕㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⮫㞠⏝㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᐙ㈤➼
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷Ỉ㐨ග⇕㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㆟㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᘫ➼㝿㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㏻ಙ㐠ᦙ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᾘ⪖ഛရ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᾘ⪖ရ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㈤ᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷᪑㈝㏻㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ጤク㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ಖ㝤ᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⛒⛯බㄢ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ဨ⟶⌮㈝

⮬↛ಖㆤάື䛾
᥎㐍ᴗ

㻢㻘㻞㻜㻝㻘㻤㻣㻞㻌
㻢㻢㻘㻡㻥㻡㻘㻜㻠㻞㻌
㻝㻣㻘㻡㻠㻟㻘㻝㻥㻝㻌
㻟㻘㻤㻠㻣㻘㻤㻥㻢㻌
㻝㻜㻘㻜㻠㻝㻘㻞㻣㻡㻌
㻝㻟㻘㻠㻞㻜㻘㻤㻜㻟㻌
㻞㻘㻣㻠㻣㻘㻠㻞㻤㻌
㻝㻘㻡㻠㻜㻘㻞㻥㻥㻌
㻢㻣㻜㻘㻠㻠㻟㻌
㻝㻘㻟㻡㻡㻘㻣㻝㻣㻌
㻣㻥㻝㻘㻝㻣㻡㻌
㻣㻣㻞㻘㻡㻡㻡㻌
㻝㻡㻘㻠㻟㻥㻘㻞㻠㻣㻌
㻞㻘㻜㻣㻠㻘㻣㻡㻣㻌
㻟㻘㻟㻝㻡㻘㻞㻟㻜㻌
㻡㻘㻣㻥㻜㻘㻡㻡㻠㻌
㻢㻘㻞㻡㻝㻘㻤㻠㻞㻌
㻜㻌
㻟㻣㻘㻥㻞㻡㻌
㻤㻟㻘㻞㻟㻜㻌
㻟㻟㻥㻘㻠㻜㻜㻌
㻝㻠㻟㻘㻤㻡㻞㻌
㻝㻡㻘㻣㻜㻣㻌
㻝㻟㻘㻣㻣㻡㻘㻞㻡㻡㻌
㻣㻠㻤㻘㻠㻜㻞㻘㻢㻢㻥㻌

≀ရ㈍ᴗ

㻜㻌
㻠㻝㻡㻘㻠㻢㻣㻌
㻟㻜㻘㻡㻣㻜㻘㻣㻝㻢㻌
㻞㻜㻝㻘㻟㻡㻜㻌
㻝㻞㻘㻠㻤㻡㻘㻢㻣㻣㻌
㻝㻘㻞㻞㻜㻘㻜㻣㻟㻌
㻣㻤㻝㻘㻤㻢㻥㻌
㻝㻟㻟㻘㻜㻞㻢㻌
㻜㻌
㻝㻝㻡㻘㻟㻟㻤㻌
㻣㻝㻘㻥㻞㻡㻌
㻟㻟㻝㻌
㻠㻟㻞㻘㻣㻞㻞㻌
㻟㻞㻠㻘㻞㻟㻥㻌
㻡㻝㻡㻘㻤㻝㻣㻌
㻞㻢㻣㻘㻢㻟㻞㻌
㻜㻌
㻞㻠㻝㻘㻣㻠㻝㻘㻠㻞㻟㻌
㻝㻘㻡㻥㻢㻘㻣㻣㻟㻌
㻟㻘㻡㻜㻠㻘㻞㻢㻤㻌
㻝㻠㻘㻞㻤㻥㻘㻥㻝㻜㻌
㻢㻘㻜㻡㻢㻘㻢㻠㻜㻌
㻢㻢㻝㻘㻟㻞㻡㻌
㻞㻘㻝㻤㻣㻘㻡㻢㻤㻌
㻟㻣㻢㻘㻝㻜㻜㻘㻝㻜㻟㻌

ἲ㻌ே㻌㻌ィ

ྜ䚷ィ

㻜㻌

㻢㻘㻞㻜㻝㻘㻤㻣㻞㻌
㻢㻣㻘㻜㻝㻜㻘㻡㻜㻥㻌
㻠㻤㻘㻝㻝㻟㻘㻥㻜㻣㻌
㻠㻘㻜㻠㻥㻘㻞㻠㻢㻌
㻞㻞㻘㻡㻞㻢㻘㻥㻡㻞㻌
㻝㻠㻘㻢㻠㻜㻘㻤㻣㻢㻌
㻟㻘㻡㻞㻥㻘㻞㻥㻣㻌
㻝㻘㻢㻣㻟㻘㻟㻞㻡㻌
㻢㻣㻜㻘㻠㻠㻟㻌
㻝㻘㻠㻣㻝㻘㻜㻡㻡㻌
㻤㻢㻟㻘㻝㻜㻜㻌
㻣㻣㻞㻘㻤㻤㻢㻌
㻝㻡㻘㻤㻣㻝㻘㻥㻢㻥㻌
㻞㻘㻟㻥㻤㻘㻥㻥㻢㻌
㻟㻘㻤㻟㻝㻘㻜㻠㻣㻌
㻢㻘㻜㻡㻤㻘㻝㻤㻢㻌
㻢㻘㻞㻡㻝㻘㻤㻠㻞㻌
㻞㻠㻝㻘㻣㻠㻝㻘㻠㻞㻟㻌
㻝㻘㻢㻟㻠㻘㻢㻥㻤㻌
㻟㻘㻡㻤㻣㻘㻠㻥㻤㻌
㻝㻠㻘㻢㻞㻥㻘㻟㻝㻜㻌
㻢㻘㻞㻜㻜㻘㻠㻥㻞㻌
㻢㻣㻣㻘㻜㻟㻞㻌
㻝㻡㻘㻥㻢㻞㻘㻤㻞㻟㻌
㻝㻘㻝㻞㻠㻘㻡㻜㻞㻘㻣㻣㻞㻌

㻡㻘㻡㻝㻞㻘㻜㻜㻜㻌
㻡㻢㻢㻘㻠㻜㻜㻌
㻝㻠㻣㻘㻜㻢㻥㻌
㻢㻘㻢㻝㻜㻘㻞㻡㻝㻌
㻝㻘㻜㻣㻜㻘㻝㻞㻥㻌
㻝㻘㻟㻠㻜㻘㻟㻥㻠㻌
㻡㻞㻜㻘㻜㻣㻟㻌
㻤㻣㻞㻘㻜㻜㻜㻌
㻣㻞㻘㻤㻡㻞㻌
㻞㻜㻘㻡㻟㻣㻌
㻢㻤㻥㻘㻡㻡㻞㻌
㻢㻡㻘㻥㻢㻟㻌
㻝㻝㻘㻜㻠㻥㻌
㻣㻟㻘㻜㻞㻝㻌
㻠㻟㻘㻞㻤㻠㻌
㻞㻢㻞㻘㻠㻡㻤㻌
㻞㻜㻣㻘㻣㻟㻠㻌
㻝㻞㻘㻠㻤㻥㻌
㻣㻘㻤㻞㻤㻌
㻢㻝㻜㻘㻜㻟㻣㻌

㻡㻘㻡㻝㻞㻘㻜㻜㻜㻌
㻡㻢㻢㻘㻠㻜㻜㻌
㻝㻠㻣㻘㻜㻢㻥㻌
㻢㻘㻢㻝㻜㻘㻞㻡㻝㻌
㻝㻘㻜㻣㻜㻘㻝㻞㻥㻌
㻝㻘㻟㻠㻜㻘㻟㻥㻠㻌
㻡㻞㻜㻘㻜㻣㻟㻌
㻤㻣㻞㻘㻜㻜㻜㻌
㻣㻞㻘㻤㻡㻞㻌
㻞㻜㻘㻡㻟㻣㻌
㻢㻤㻥㻘㻡㻡㻞㻌
㻢㻡㻘㻥㻢㻟㻌
㻝㻝㻘㻜㻠㻥㻌
㻣㻟㻘㻜㻞㻝㻌
㻠㻟㻘㻞㻤㻠㻌
㻞㻢㻞㻘㻠㻡㻤㻌
㻞㻜㻣㻘㻣㻟㻠㻌
㻝㻞㻘㻠㻤㻥㻌
㻣㻘㻤㻞㻤㻌
㻢㻝㻜㻘㻜㻟㻣㻌

ṇ㈈⏘ቑῶィ⟬᭩ෆヂ⾲
⮬䚷ᖹᡂ䠏䠍ᖺ䚷䠐᭶䚷䠍᪥
⮳䚷௧䚷䠎ᖺ䚷䠏᭶䠏䠍᪥

䠄༢䠖䠅

බ ┈  ᴗ  ィ ┈ᴗ➼ィ

⛉㻌㻌┠
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ဨ䞉ᨭ⪅䝅䝇䝔䝮㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᗜಖ⟶㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ㅖ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷◊ಟ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᨭᡶᜥ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᅗ᭩㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ಟ⧋ಖᏲᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᡭᩘᩱ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ሗ䝅䝇䝔䝮⟶⌮㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㞧㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ῶ౯ൾ༷㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⟶⌮㈝ྜィ

⮬↛ಖㆤάື䛾
᥎㐍ᴗ

≀ရ㈍ᴗ

ἲ㻌ே㻌㻌ィ

ྜ䚷ィ

㻜㻌

㻜㻌

㻤㻣㻘㻥㻜㻤㻌
㻢㻢㻘㻡㻝㻟㻌
㻝㻤㻤㻘㻜㻠㻜㻌
㻞㻠㻘㻜㻤㻠㻌
㻟㻡㻘㻥㻢㻟㻌
㻝㻢㻡㻌
㻝㻟㻘㻞㻣㻝㻌
㻟㻞㻘㻢㻞㻤㻌
㻝㻡㻜㻘㻠㻢㻜㻌
㻝㻜㻞㻘㻡㻤㻟㻌
㻝㻤㻝㻘㻟㻡㻤㻌
㻝㻥㻘㻡㻥㻤㻘㻜㻥㻟㻌

㻣㻠㻤㻘㻠㻜㻞㻘㻢㻢㻥㻌
䕧㻢㻡㻘㻡㻤㻟㻘㻞㻝㻞㻌

㻟㻣㻢㻘㻝㻜㻜㻘㻝㻜㻟㻌
㻞㻢㻘㻤㻡㻥㻘㻤㻥㻜㻌

㻝㻥㻘㻡㻥㻤㻘㻜㻥㻟㻌
㻝㻢㻘㻤㻤㻤㻘㻤㻠㻝㻌

㻝㻘㻝㻠㻠㻘㻝㻜㻜㻘㻤㻢㻡㻌
䕧㻞㻝㻘㻤㻟㻠㻘㻠㻤㻝㻌

㻜㻌

㻜㻌

㻜㻌

㻜㻌

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᘓ≀㝖༷ᦆ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ொჾഛရ㝖༷ᦆ

㻜㻌
㻝㻌

㻜㻌
㻡㻌

㻜㻌
㻜㻌

㻜㻌
㻢㻌

䚷䚷䚷䚷⤒ᖖእ㈝⏝ィ

㻝㻌

㻡㻌

㻜㻌

㻢㻌

䕧㻌㻝㻌

䕧㻌㻡㻌

㻜㻌

䕧㻌㻢㻌

䕧㻌㻢㻡㻘㻡㻤㻟㻘㻞㻝㻟㻌

㻞㻢㻘㻤㻡㻥㻘㻤㻤㻡㻌

㻝㻢㻘㻤㻤㻤㻘㻤㻠㻝㻌

䕧㻌㻞㻝㻘㻤㻟㻠㻘㻠㻤㻣㻌

㻝㻜㻘㻝㻥㻢㻘㻞㻡㻣㻌 䕧㻌㻝㻜㻘㻝㻥㻢㻘㻞㻡㻣㻌

㻜㻌

㻜㻌

㻝㻢㻘㻤㻤㻤㻘㻤㻠㻝㻌

䕧㻌㻞㻝㻘㻤㻟㻠㻘㻠㻤㻣㻌

䚷䚷䚷䚷⤒ᖖ㈝⏝ィ
䚷䚷䚷䚷ᙜᮇ⤒ᖖቑῶ㢠

㻤㻣㻘㻥㻜㻤㻌
㻢㻢㻘㻡㻝㻟㻌
㻝㻤㻤㻘㻜㻠㻜㻌
㻞㻠㻘㻜㻤㻠㻌
㻟㻡㻘㻥㻢㻟㻌
㻝㻢㻡㻌
㻝㻟㻘㻞㻣㻝㻌
㻟㻞㻘㻢㻞㻤㻌
㻝㻡㻜㻘㻠㻢㻜㻌
㻝㻜㻞㻘㻡㻤㻟㻌
㻝㻤㻝㻘㻟㻡㻤㻌
㻝㻥㻘㻡㻥㻤㻘㻜㻥㻟㻌

䚷䚷䠎䠊⤒ᖖእቑῶ䛾㒊
䚷䚷䚷䠍䠅⤒ᖖእ┈
䚷䚷䚷䚷⤒ᖖእ┈ィ
䚷䚷䚷䠎䠅⤒ᖖእ㈝⏝

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᙜᮇ⤒ᖖእቑῶ㢠
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ィ᭰๓ᙜᮇ୍⯡ṇ㈈⏘ቑῶ㢠

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ィ᭰㢠
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌⛯ᘬ๓ᙜᮇ୍⯡ṇ㈈⏘ቑῶ㢠

䕧㻌㻡㻡㻘㻟㻤㻢㻘㻥㻡㻢㻌

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ἲே⛯䚸ఫẸ⛯ཬ䜃ᴗ⛯
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᙜᮇ୍⯡ṇ㈈⏘ቑῶ㢠

㻝㻢㻘㻢㻢㻟㻘㻢㻞㻤㻌
㻞㻘㻟㻝㻥㻘㻞㻜㻜㻌

䕧㻌㻡㻡㻘㻟㻤㻢㻘㻥㻡㻢㻌

㻝㻠㻘㻟㻠㻠㻘㻠㻞㻤㻌

㻞㻘㻟㻝㻥㻘㻞㻜㻜㻌
㻝㻢㻘㻤㻤㻤㻘㻤㻠㻝㻌

䕧㻌㻞㻠㻘㻝㻡㻟㻘㻢㻤㻣㻌

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷୍⯡ṇ㈈⏘ᮇ㤳ṧ㧗

㻝㻘㻜㻜㻤㻘㻞㻥㻠㻘㻤㻝㻟㻌

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷୍⯡ṇ㈈⏘ᮇᮎṧ㧗

㻥㻤㻠㻘㻝㻠㻝㻘㻝㻞㻢㻌

䊡䚷ᣦᐃṇ㈈⏘ቑῶ䛾㒊
䚷䚷䚷䚷䚷䚷ཷྲྀᐤ㔠
䚷䚷䚷䚷䚷䚷ཷྲྀ⿵ຓ㔠
䚷䚷䚷䚷䚷䚷୍⯡ṇ㈈⏘䜈䛾᭰㢠

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᙜᮇᣦᐃṇ㈈⏘ቑῶ㢠
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᣦᐃṇ㈈⏘ᮇ㤳ṧ㧗
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᣦᐃṇ㈈⏘ᮇᮎṧ㧗
䚷䚷䚷
䊢䚷ṇ㈈⏘ᮇᮎṧ㧗

㻝㻣㻘㻟㻞㻝㻘㻜㻜㻜㻌
㻜㻌
䕧㻌㻝㻣㻤㻘㻥㻢㻝㻘㻤㻠㻞㻌
䕧㻌㻝㻢㻝㻘㻢㻠㻜㻘㻤㻠㻞㻌

㻝㻣㻘㻟㻞㻝㻘㻜㻜㻜㻌
㻜㻌
䕧㻌㻝㻣㻤㻘㻥㻢㻝㻘㻤㻠㻞㻌
䕧㻌㻝㻢㻝㻘㻢㻠㻜㻘㻤㻠㻞㻌
㻝㻘㻟㻣㻟㻘㻠㻝㻥㻘㻢㻜㻥㻌
㻝㻘㻞㻝㻝㻘㻣㻣㻤㻘㻣㻢㻣㻌
㻞㻘㻝㻥㻡㻘㻥㻝㻥㻘㻤㻥㻟㻌

財 産 目 録
令和２年3月31日現在
貸借対照表科目
（流動資産）
現金・預金

現金
普通預金

場所・物量等

使用目的等

金額

手元保管
三井住友銀行 目黒支店
三井住友銀行 目黒支店
三井住友銀行 目黒支店
みずほ銀行 新宿新都心支店
みずほ銀行 五反田支店
三菱東京UFJ銀行 新宿西支店
三菱東京UFJ銀行 荻窪支店
三菱UFJ信託銀行 渋谷支店
ゆうちょ銀行
さわやか信金 目黒支店
北洋銀行 苫小牧支店
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行

運転資金
同上
職員財形貯蓄引落口座
横浜指定管理口座
運転資金
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
運転資金（会費口）
運転資金（寄付口）
運転資金（送金口）
運転資金（ウトナイ湖サンクチュアリ）
ウトナイファンクラブ
運転資金（鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ）
＜現金・預金計＞

売掛金

㈱地方小出版流通ｾﾝﾀｰ他
㈱カンパネラ他

公・ｵﾘｼﾞﾅﾙ出版物刊行事業の収益
収・物品販売事業の収益
＜売掛金計＞

商品

ﾌｨｰﾙﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ日本の野鳥増補改訂新版他
ﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞ長靴他

公・ｵﾘｼﾞﾅﾙ出版物刊行事業在庫
収・物品販売事業在庫
＜商品計＞

9,958,585
68,852,427
78,811,012

未収入金

環境省自然環境局他
東京港埠頭㈱他
酒田環境衛生課他
ニコンイメージングジャパン他

公・自然保護業務受託収益 5件
公・施設運営等業務受託収益 8件
公・自然保護事業収益 3件
公・普及事業収益他 20件
収・業務使用他会計
共益その他
＜未収入金計＞

22,308,905
32,558,625
863,333
3,326,400
572,169
51,240
59,680,672

普通預金

振替口座

その他流動
資産

前払金

仮払金
立替金
貯蔵品

信興商事(株)他
丸和油脂(株)他
エー・アール・システム(株）他
三井住友銀行㈱他
西五反田事務所バードショップ他
日本野鳥の会東京他

公・野鳥保護区事業他賃料他 9件
西五反田事務所賃料・共益費他 8件
収・通販システム導入費用他 5件
借入金利息
西五反田他ショップつり銭他 7件
探鳥会保険追加プラン他 21件
郵便切手他

302,676
46,718,038
550,837
0
1,795,555
46,739,324
2,584,128
2,330,684
1,555,300
203,603
1,284,709
767,267
7,587,895
4,063,399
0
696,446
785,140
1,032,494
118,997,495
889,297
10,090,987
10,980,284

716,146
2,546,665
1,566,100
169,645
195,860
715,462
1,437,682

財 産 目 録
令和２年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額
7,347,560

流動資産合計
（固定資産）
基本財産

特定資産

275,817,023
定期預金

三井住友銀行 目黒支店

土地 （指定正味財産）
三菱UFJ信託銀行野鳥保護区酪陽
渡邊野鳥保護区ﾔｳｼｭﾍﾞﾂ
野鳥保護区ﾔｳｼｭﾍﾞﾂ
持田野鳥保護区シマフクロウ十勝第1
持田野鳥保護区シマフクロウ日高第1
持田野鳥野鳥保護区ｼﾏﾌｸﾛｳ釧路第4
横澤野鳥保護区風連川
ことぶき野鳥保護区シマフクロウ日高第1
田村野鳥保護区シマフクロウ日高第1
渡邉野鳥保護区シマフクロウ根室第２
持田野鳥保護区シマフクロウ釧路第２
シマアオジ保護区

北海道根室市
北海道別海町
北海道別海町
北海道十勝地域
北海道日高地域
北海道釧路地域
北海道別海町
北海道幌泉郡
北海道幌泉郡
北海道根室市
北海道厚岸郡
北海道天塩郡

土地
持田野鳥保護区東梅
早瀬野鳥保護区温根内
仏沼野鳥保護区
やんばる奥間野鳥保護区
早瀬野鳥保護区別寒辺牛湿原
渡邊野鳥保護区大別川
小鷲頭山野鳥保護区
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ野鳥保護区春国岱その１
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ野鳥保護区春国岱その２
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ野鳥保護区ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ盛岡
渡邊野鳥保護区ｿｳｻﾝﾍﾞﾂ
藤田野鳥保護区酪陽
持田野鳥保護区ｼﾏﾌｸﾛｳ根室第１
渡邊野鳥保護区ﾁｬﾝﾍﾞﾂ
渡邊野鳥保護区ﾌﾚｼﾏ
持田野鳥保護区ｼﾏﾌｸﾛｳ根室第２
渡邊野鳥保護区別寒辺牛湿原
渡邊野鳥保護区温根内
渡邊野鳥保護区飛雁川
渡邊野鳥保護区尾幌川
持田野鳥保護区ｼﾏﾌｸﾛｳ日高第１
野鳥保護区ﾔｳｼｭﾍﾞﾂ

北海道根室市
北海道鶴居村
青森県三沢市
沖縄県国頭村
北海道厚岸町
北海道厚岸町
静岡県沼津市
北海道根室市
北海道根室市
岩手県盛岡市
北海道根室市
北海道根室市
北海道根室地域
北海道標茶町
北海道根室市
北海道根室地域
北海道厚岸町
北海道鶴居村
北海道別海町
北海道厚岸町
北海道日高地域
北海道別海町

348,316㎡
3,512,876㎡
510,401.83㎡
3,652,195㎡
57,227㎡
376,607㎡
1180,183㎡
61.374㎡
144.823㎡
635,621㎡
391.796㎡
146,752㎡

76,134.83㎡
194,998㎡
35,005㎡
30,648㎡
2,845,947㎡
2,350,019㎡
22,872㎡
767,660㎡ 一部持分1/6他
333,674㎡ 一部持分6/35他
83,795㎡
3,680,886㎡
223,594㎡
129,632㎡
2,163,106㎡
2,036,774㎡
78,882㎡
353,245㎡
240,608㎡
152,652㎡
60,607㎡
1,188,167㎡
510,401.83㎡

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の用に供して
いる
＜基本財産計＞

10,000,000
10,000,000

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
＜土地（野鳥保護区_指定）計＞

9,443,148
50,021,601
17,280,000
22,128,997
1,817,810
8,058,347
7,075,780
1,915,526
4,499,899
50,201,622
10,090,510
105,000
182,638,240

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上

16,838,520
8,947,538
21,115,886
5,075,986
50,907,900
23,000,000
665,327
10,760,482
1,971,725
8,571,780
75,165,828
4,292,340
3,087,768
20,105,600
30,101,250
2,037,340
5,072,148
5,916,960
2,362,242
847,368
82,690,485
16,163,663

財 産 目 録
令和２年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

持田野鳥保護区ｼﾏﾌｸﾛｳ知床
持田野鳥保護区ｼﾏﾌｸﾛｳ釧路第１
杉本野鳥保護区ｼﾏﾌｸﾛｳ釧路第2
野鳥野鳥保護区ｼﾏﾌｸﾛｳ釧路第3
東野鳥保護区ｼﾏﾌｸﾛｳ根室第４
野鳥保護区ｼﾏﾌｸﾛｳ根室第５
こと野鳥保護区厚岸トキタイ
村田野鳥保護区風連川

北海道知床地域
北海道釧路地域
北海道釧路地域
北海道釧路地域
北海道根室地域
北海道根室地域
北海道厚岸町
北海道別海町

151,276㎡
324,510㎡
1,349,762㎡
277,542㎡
114,034㎡
279,296㎡
1063,969㎡
1391,314㎡

建物 （指定正味財産）
渡邊野鳥保護区ﾌﾚｼﾏ観察小屋
ｳﾄﾅｲ湖ｻﾝｸﾁｭｱﾘﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰ耐震工事他4件

北海道根室市
北海道苫小牧市

簡易建物

車両運搬具

北海道根室市他

（指定正味財産）

保護区事業所等公用車他 2件

使用目的等
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
＜土地（野鳥保護区_一般）計＞

1
47,374,466
47,374,467

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している
＜車両運搬具計＞

2
2

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している
同上
同上
＜構築物計＞

1,615,946
452,686
1,144,897
3,213,529

北海道根室市
北海道別海町
北海道根室市

什器備品 （指定正味財産）
西五反田事務所備品

東京都品川区 調査用備品

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している
＜什器備品計＞

その他固定資産 （指定正味財産）
立木 持田野鳥保護区シマフクロウ十勝第1

北海道十勝地域

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している
＜その他固定資産計＞

渡邊基金特定預金
（指定正味財産）
持田ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ特定預金
（指定正味財産）
持田ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ投資有価証券 （指定正味財産）

三井住友銀行 目黒支店
三菱東京UFJ銀行 荻窪支店
三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券

藤田基金特定預金
藤田基金投資有価証券

三井住友銀行 目黒支店
みずほ銀行 五反田支店

（指定正味財産）
（指定正味財産）

野鳥保護区基金特定預金
（指定正味財産）
Ｆ氏カンムリ基金特定預金
（指定正味財産）
野鳥と未来基金特定預金
（指定正味財産）
池田三宅基金特定預金
(指定正味財産）
小林基金特定預金
（指定正味財産）
越崎基金特定預金
（指定正味財産）
身近な野鳥を守るための特定預金（指定正味財産）

三井住友銀行 目黒支店
三井住友銀行 目黒支店
三菱東京UFJ銀行 荻窪支店
三井住友銀行 目黒支店
三井住友銀行 目黒支店
三井住友銀行 目黒支店
三井住友銀行 目黒支店

3,080,625
7,035,567
50,000,000
10,160,626
4,538,457
11,162,381
7,765,006
20,000,000
509,440,798

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している
同上
＜建物計＞

構築物 （指定正味財産）
三菱UFJ信託銀行野鳥保護区酪陽記念碑
野鳥保護区ﾔｳｼｭﾍﾞﾂ給水用井戸
三菱UFJ信託銀行保護区芳名版増設

石碑

金額

取崩して公益目的事業の用に供している
同上
公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の用に
供している
（持田ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ特定資産 合計）
取崩して公益目的事業の用に供している
同上
（藤田基金特定預金 合計）
取崩して公益目的事業の用に供している
同上
取崩して公益目的事業の用に供する
同上
同上
同上
同上

701,568
701,568

15,223,619
15,223,619
20,601,879
350,195,841
100,000,000
(450,195,841)
6,275,000
50,000,000
(56,275,000)
33,177,102
19,390,937
62,881,000
2,500,000
79,500,000
117,914,000
62,136,000

財 産 目 録
令和２年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

身近な野鳥を守るための投資有価証券（指定正味財産） 三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の用に供している 供している
20,000,000
(82,136,000)
同上
17,794,000
同上
1,883,000
4,895,000
同上
3,483,583
退職給付引当金に対応する引当資産として管理している
28,898,646
同上
30,920,000
（退職給付引当資産特定預金 合計）
(59,818,646)
役員退任慰労引当金見合の引当資産として管理している
5,064,000
（退職給付引当資産特定預金 合計）
(5,064,000)

野鳥保護と文化のための特定預金（指定正味財産）
三井住友銀行 目黒支店
絶滅危惧種を守るための特定預金（指定正味財産）
三井住友銀行 目黒支店
永山氏絶滅危惧種を守るための特定預金（指定正味財産）
三菱UFJ保護区移転基金特定預金 （指定正味財産）
三井住友銀行 目黒支店
退職給付引当資産特定預金
三井住友銀行 目黒支店
みずほ銀行 五反田支店
役員退任慰労引当資産特定預金
その他の特定資産
財政安定基金特定預金

その他固定
資産

三井住友銀行 目黒支店
三井住友銀行 目黒支店
三井住友銀行 目黒支店

持田基金特定預金

三菱東京UFJ銀行 荻窪支店
三菱東京UFJ銀行 荻窪支店

ﾀﾝﾁｮｳｻﾝｸﾁｭｱﾘ基金特定預金
ﾀﾝﾁｮｳｻﾝｸﾁｭｱﾘ基金投資有価証券

みずほ銀行 五反田支店
三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券

野鳥を科学する基金特定預金
ｳﾄﾅｲ湖ｻﾝｸﾁｭｱﾘ運営基金特定預金

三井住友銀行 目黒支店
三井住友銀行 目黒支店
みずほ銀行 五反田支店

ｳﾄﾅｲ湖ｻﾝｸﾁｭｱﾘﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰ
修繕積立金特定預金
鶴居・伊藤ﾀﾝﾁｮｳｻﾝｸﾁｭｱﾘﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰ
修繕積立金特定預金
70周年記念碑特定預金
椿原基金特定預金
W氏基金特定預金
赤羽基金特定預金
手島基金定期預金

三井住友銀行 目黒支店

土地
鶴居・伊藤ﾀﾝﾁｮｳｻﾝｸﾁｭｱﾘ土地
根室市温根苗畑
弘前舞鶴荘土地
千歳市字祝梅
仏沼観察ステーション土地
建物
ｳﾄﾅｲ湖ｻﾝｸﾁｭｱﾘﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰ
ｳﾄﾅｲ湖ｻﾝｸﾁｭｱﾘ環境教育ｾﾝﾀｰ増築工事等６件
鶴居・伊藤ﾀﾝﾁｮｳｻﾝｸﾁｭｱﾘﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰ
仏沼観察ステーション

財政基盤の安定を図るための積立資産
同上
（財政安定基金特定預金 合計）
取崩して公益目的事業の用に供している
同上
（持田基金特定資産 合計）
公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の用に供し
公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の用に供し
取崩して公益目的事業の用に供している
同上
同上
（ｳﾄﾅｲ湖ｻﾝｸﾁｭｱﾘ運営基金特定預金 合計）
ウトナイ湖ｻﾝｸﾁｭｱﾘﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰ建物の修繕に充てる
積立資産
鶴居・伊藤ﾀﾝﾁｮｳｻﾝｸﾁｭｱﾘﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰ建物の修繕に充
てる積立資産
取崩して公益目的事業の用に供している
同上
同上
同上
同上
＜その他の特定資産計＞
＜特定資産計＞

三井住友銀行 目黒支店
三井住友銀行 目黒支店
三井住友銀行 目黒支店
三井住友銀行 目黒支店
三井住友銀行 目黒支店
みずほ銀行 五反田支店

北海道鶴居村

1,073.25㎡

北海道根室市
青森県弘前市
北海道千歳市
青森県三沢市

5,451㎡
3,756㎡
4,695㎡
1,173㎡

北海道苫小牧市
北海道苫小牧市
北海道鶴居村
青森県三沢市

金額

一部持分2/160他

鉄骨二階建 399.84㎡
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二階建 134.86㎡
木造平屋建 58.79㎡

80,000
10,000,000
(10,080,000)
90,000,000
6,800,000
(96,800,000)
9,385,572
80,000,000
(89,385,572)
14,103,563
2,983,732
12,670,000
(15,653,732)
6,423,150
2,168,415
1,706,769
2,979,600
400,000
16,809,455
3,048,000
(259,558,256)
2,035,660,467

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している
野鳥保護区に植樹する苗木を育成するために所有し、公益
目的事業の用に供している
連携団体活動支援のために保有している
千歳川放水路対策のために保有した
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している
＜土地計＞

580,000
113,797
30,418
3,626,200
402,523
4,752,938

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している
同上
同上
同上

3,750,489
4,472,422
3,309,293
3,647,145

財 産 目 録
令和２年3月31日現在
貸借対照表科目
西五反田事務所内部造作工事等5件

場所・物量等

使用目的等
(共有財産）
うち公益目的保有財産88％
うち収益事業等保有財産8%
うち管理運営目的保有財産4％

東京都品川区

西五反田事務所バードショップ改装工事

金額
1,647,318
1,449,640
131,785
65,893
869,594

＜建物計＞

17,696,261

車両運搬具

北海道根室市他

保護区事業所等軽トラック他 4件 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している

4

構築物

北海道根室市他
北海道苫小牧市

保護区内植樹地用防鹿柵等 12件 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している
ｳﾄﾅｲ湖ｻﾝｸﾁｭｱﾘｱﾌﾟﾛｰﾁライト一式 同上
＜構築物計＞

931,022
94,821
1,025,843

什器備品
ウトナイ湖サンクチュアリ備品
鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ備品
野鳥保護区関係備品
受託現場等備品
西五反田事務所備品

西五反田事務所物販関係備品
少額固定資産
ウトナイ湖サンクチュアリ備品
受託現場調査用備品
西五反田事務所備品
西五反田事務所備品共用

電話加入権

敷金・保証金

北海道苫小牧市
北海道鶴居村
北海道根室市
東京都大田区他
東京都品川区

東京都品川区

環境教育センター什器
除雪車他 6件
保護区看板他 29件
受託現場WEBカメラ設備他 2件
サーバーラック

パソコン等 8件

北海道苫小牧市
東京都大田区 他 パソコン他 １件
東京都品川区
パソコン他 5件
東京都品川区

丸和ビル（西五反田事務所）保証金他
26件

野鳥保護区事業所敷金
ソフトウエア

1
160,018
5,793,262
43,293
633,788

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している
同上
同上
(共有財産）
うち公益目的保有財産88％
うち収益事業等保有財産8%
うち管理運営目的保有財産4％
＜少額固定資産計＞

276,941
46,800
543,884
43,200

（共有財産）
うち公益目的保有財産88％
うち収益事業等保有財産8%
うち管理運営目的保有財産4％

03-5436-2620他

アトム㈱他

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している
同上
同上
同上
(共有財産）
うち公益目的保有財産88％
うち収益事業等保有財産8%
うち管理運営目的保有財産4％
収益事業等保有財産
＜什器備品計＞

HP新フォーム構築費他 5件
固定資産管理システム他 3件

（共有財産）
うち公益目的保有財産88％
うち収益事業等保有財産8%
うち管理運営目的保有財産4％
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している
＜敷金・補償金計＞
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している
（共有財産）

557,733
50,703
25,352

2
6,630,364

38,016
3,456
1,728

910,825
2,460,622
2,165,347
196,850
98,425

16,900,000
14,872,000
1,352,000
676,000

110,000
17,010,000
5,108,328
2,129,422

財 産 目 録
令和２年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

うち公益目的保有財産88％
うち収益事業等保有財産8%
うち管理運営目的保有財産4％
収益事業等保有財産
＜ソフトウェア計＞

通販用ソフトウェア
リース資産
西五反田事務所共有備品

使用目的等

西五反田事務所複合機 他 3件

（共有財産）
うち公益目的保有財産88％
うち収益事業等保有財産8%
うち管理運営目的保有財産4％
＜リース資産計＞
＜その他固定資産計＞

固定資産合計

アトム㈱他

短期借入金

三井住友銀行(株)他
手数料
その他未払金

26件

収・物品販売事業の仕入費用
＜買掛金計＞
運転資金

三井住友銀行他
共同印刷他
特非）バードリサーチ他
㈱エネコープ他
中部電力㈱他
㈱メール他
日野テクニカルサービス他
日本年金機構他

3月分振込手数料
出版事業及び物品販売事業の春夏カタログ製作費、倉庫保管料等
公・自然エネルギー対策事業調査費用、ストリクス編集費
公・保護区関係調査費他
公・豊田自然観察の森他受託施設管理費
公・野鳥誌、トリーノ発送費他公益事業費
公・保護受託事業報告書印刷費他
3月分社会保険料、３月分スタッフ給与他
＜未払金計＞
消費税
法人税、事業税、地方税

預り金

役員及び職員
会員

リース債務

オリックス(株)他
前受金、仮受金

日本野鳥の会茨城県他

源泉税、地方税他、
3月分連携団体会費等
＜預り金計＞
支援者システム、複合機等、リース資産に対応する債務
4件（1年以内返済分）
4件

令和２年度ヒナキャンペーン協賛金他
＜その他流動負債計＞

流動負債合計

18,469,750
6,694,776
5,891,403
535,582
267,791

6,694,776
75,651,383
2,397,128,873

未払消費税
未払法人税等

その他流動
負債

1,873,891
170,354
85,177
11,232,000

2,121,311,850

資産合計
（流動負債）
買掛金

未払金

金額

1,194,685
1,194,685
50,000,000
34,870
8,361,473
4,038,936
321,207
9,880,280
2,620,716
325,880
11,603,414
37,186,776
6,920,300
2,319,200
2,441,387
6,720,150
9,161,537
2,258,568
373,000
373,000
109,414,066

財 産 目 録
令和２年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

（固定負債）
長期リース債務

オリックス(株)他

退職給付引当金

職員分

役員退任慰労
引当金
固定負債合計

常勤役員分

負債合計
正味財産合計

使用目的等
サーバークラウド他リース資産に対応する債務
公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に従事して
いる職員の退職給付金の引当金
常勤役員の退任慰労金の引当金

金額
4,436,208

82,294,706
5,064,000
91,794,914
201,208,980
2,195,919,893
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㸦㸱㸧ࠉ㔠⼥ၟရࡢࣜࢫࢡಀࡿ⟶⌮యไ
ࠉࠉࠉࠉᢞ㈨᭷౯ドๆࡘ࠸࡚ࡣࠊⓎ⾜యࡢಙ⏝ࣜࢫࢡࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌮
ࠉࠉࠉ࠾࠸࡚ᐃᮇⓗⓎ⾜యࡢಙ⏝ሗࡸ౯ࢆሗ࿌ࡋࠊಖ᭷≧ἣࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㝃ᒓ᫂⣽᭩
㸯㸬ᇶᮏ㈈⏘ཬࡧ≉ᐃ㈨⏘ࡢ᫂⣽
㸦༢㸸㸧

㈨⏘ࡢ✀㢮
༊ศ
ᇶᮏ㈈⏘ ᐃᮇ㡸㔠㸦୕ఫ┠㯮㸧
ᇶᮏ㈈⏘ྜィ
≉ᐃ㈨⏘ ᅵᆅ ᣦᐃṇ㈈⏘᰿ᐊᕷ㸧
ᅵᆅ ୍⯡ṇ㈈⏘᰿ᐊᕷ㸧
ᘓ≀ ほᐹᑠᒇ᰿ᐊᕷ
㌴୧㐠ᦙල බ⏝㌴᰿ᐊᕷ
ᵓ⠏≀ ▼☃᰿ᐊᕷ㸧
ொჾഛရ
ࡑࡢᅛᐃ㈨⏘ ❧ᮌ༑ᆅᇦ㸧





















ᮇᮎᖒ⡙౯᱁










































⸨⏣≉ᐃ㡸㔠









㔝㫽ಖㆤ༊≉ᐃ㡸㔠









㹄Ặ࣒࢝ࣥࣜ≉ᐃ㡸㔠

























ᑠᯘ≉ᐃ㡸㔠









㉺ᓮ≉ᐃ㡸㔠









㌟㏆࡞㔝㫽≉ᐃ㡸㔠









㔝㫽ಖㆤᩥ≉ᐃ㡸㔠









㈈ᨻᏳᐃ≉ᐃ㡸㔠









ᣢ⏣≉ᐃ㈨⏘









ࢱࣥࢳࣙ࢘ࢧࣥࢡࢳࣗࣜ≉ᐃ㡸㔠









㔝㫽ࢆ⛉Ꮫࡍࡿ≉ᐃ㡸㔠









㺑㺢㺣㺐†㺙㺻㺖㺟㺋㺏㺶㐠Ⴀ≉ᐃ㡸㔠









㺑㺢㺣㺐†㺙㺻㺖㺟㺋㺏㺶㺦㺐㺟㺊㺎㺜㺻㺞㺎ಟ⧋✚❧㔠









㭯ᒃ࣭ఀ⸨㺞㺻㺟㺌㺑㺙㺻㺖㺟㺋㺏㺶㺦㺐㺟㺊㺎㺜㺻㺞㺎
ಟ⧋✚❧㔠≉ᐃ㡸㔠









࿘ᖺグᛕ☃≉ᐃ㡸㔠









ᳺཎ≉ᐃ㡸㔠









㹕Ặ≉ᐃ㡸㔠









ᡭᓥ≉ᐃ㡸㔠









㉥⩚≉ᐃ㡸㔠









㏥⫋⤥ᘬᙜ㈨⏘
ᙺဨ㏥௵៘ປᘬᙜ㈨⏘
Ώ㑔≉ᐃ㡸㔠
ᣢ⏣ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ≉ᐃ㈨⏘

㔝㫽ᮍ᮶≉ᐃ㡸㔠
ụ⏣୕Ꮿ≉ᐃ㡸㔠

ᮇ㤳ᖒ⡙౯᱁










ᙜᮇቑຍ㢠

ᙜᮇῶᑡ㢠

㸦༢㸸㸧

㈨⏘ࡢ✀㢮

༊ศ

ᮇ㤳ᖒ⡙౯᱁

ᙜᮇቑຍ㢠

ᙜᮇῶᑡ㢠

ᮇᮎᖒ⡙౯᱁

୕⳻㹓㹄㹈ಙク㔝㫽ಖㆤ༊㓗㝧⛣㌿≉ᐃ㡸㔠









⤯⁛༴✀≉ᐃ㡸㔠





















ỌᒣẶ⤯⁛༴✀ಖㆤ≉ᐃ㡸㔠
≉ᐃ㈨⏘ྜィ

 

㸰㸬ᘬᙜ㔠ࡢ᫂⣽
㏥⫋⤥ᘬᙜ㔠
㸦༢㸸㸧

⛉ࠉ┠
ࠉ㏥⫋⤥ᘬᙜ㔠

ᮇ㤳ṧ㧗


ᙜᮇቑຍ㢠


ᙜᮇῶᑡ㢠
┠ⓗ⏝
ࡑࡢ


ᮇᮎṧ㧗




ᙺဨ㏥௵៘ປᘬᙜ㔠
⛉┠
ᙺဨ㏥௵៘ປᘬᙜ㔠

ᮇ㤳ṧ㧗


ᙜᮇቑຍ㢠


ᙜᮇῶᑡ㢠
┠ⓗ⏝
ࡑࡢ


ᮇᮎṧ㧗




