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るΒتΓا るاثんャا ノΒاضヲヨャا ギأح ヶب فわミا:  

 
    メヱاأ ネヲضヲヨャا:  
   

 リムヨΑ モワ أわル ラحルま ュヲヤハ リハ ゐギساラヱキ るΒル أル ラسテボ فヶ تレاقヂ؟           
 

    ヶルاんャا ネヲضヲヨャا: 
 

 بヨレΒا Αحユム  ،فるΒ اボャاゲラヲル∃ْ∃تヤわガف اギバャاリハ るャ اإダルاف リョ حゑΒ أヰルا تحヱ ユムفペ ح∠ ذ                
         ラヲルاボャا サأسا ヮルأ チゲわヘΑ ヵグャا ゥヱゲャا ペفヱ افダルد.اإ 

 

                                      Βِبヱ るャヲボャا ラヲヨツョ ゥゲاش リاف؟ダルإャ るャاギバャا ゲボわヘت ∠ユ⌒ャ 
 

 

    ゑャاんャا ネヲضヲヨャا 
 

ル モボレャヱحリ أらレΑ ヮルغヮΒヤハ ヶ أラ . اゲャجモ اャحユΒム اバャاقΑ モسノΒトわ بムسりゲ خヱ ゴらجョ るハゲاء أラヲムΑ ラ سギΒバاラま ذ  

マャグミ ラヲムΑ. اグヰب るトΒبس りキاバسャا るヘصヱ تョاキ اョヱ  るヤΒゃض るヤا قま اヰョギガわسΑ ا اクاヨャ メساءわル ラا أレャ ペحΑ اレルみف モムشャا

ラأ ラساルاإ ヴヤハ ヶغらレΑ اءョ るハゲجヱ ゴらخ りゲسムب ヮルا أヨبケ ؟サاレャا リョ  اクま ヲワヱ ،モバヘャبا マャグミ ザΒャ ヮレムャ ،اギΒバس ラヲムΑ

ヘΑ ヮルب أらسャا ラヲムΑ ラأ ヵケヱゲツャا リョ ザΒヤف ،マャグミ リムΑ ユャわラساルま ヮルأ ヲワ るデساらب بらسャا ラま モب ،るヨムحャا ヴャま ゲボ . モミヱ

るヌحャ モミ ヶا فヰヘャاガΑヱ るヨムحャا マヤت ゲムレΑ ヮヤاخギب ペΒヨハ ヲワ اョ . اءケヱ اま ヴバسΑ ラأ ノΒトわسΑ ء اゲヨャا ラأ ヲャ اヨミ ヱギらΑヱ

 ヮتキاバس∠Α ءヶش モミ ラأ リョ ユغゲャا ヴヤハ ヮルا، أヰغヲヤب リハ اョاヨت ゴイバΑ リムャ ،るاصガャا ヲワ⊥Αヱ ロゲس⊥Α ءヶفا ش ヮイヰら ヮΒضゲ

ヮΒヘムΑヱ.  ラأ ギΑゲΑ モجゲャاヱ ،اヰΒャま りギΑギج チاケأヱ りギΑギج ポاョأ ユض ヶف るらغゲャا ヮΑギャ メاゴا ت るバاسヱ るバΒض マヤヨΑ リヨف

ァヱゴャاヱ ،りヱゲんャا リョ ギΑゴヨャا ヮتヱゲث ヴャまヱ ،اギΑギاء جゲث ヮائゲث ヴャま فΒツΑ  モヨأج ヶワ リョ ギΑゲΑ るヤΒヨج るجヱコ ァヱゴت ヵグャا

 るョاハヱ るミゲわشョ るبゲイわャا ログワ ラأ ノاقヲャاヱ ،ンゲأخ ゥاヲル リョ اΑاゴョ اヰャ ラヲムت ラأ ヅゲاا بشヨج モأق りأゲョا ギΑゲΑ اヨبケヱ ،اヰレョ

 ،ノΒヨイャا اヰفゲバΑヱاレワ اワゲミグわル ラأ ユヰヨャا リョ リムャ ...اأギأب るΒافミ ستΒャ ケاゲヨわا باسヰレムャ ،るبヲغゲョ るΑゲبش りグャ モミ ラ. 

ヶバسャا اグワ ⊥ョ ネاらشま اءケヱ ゆヱؤギャا⌒ヱاゲらレΑ パノ  ヂョغاャا ペヤボャا マャク ،るΑゲشらャا るバΒらトャا ヶف るボヤق るボΒسح ケاヲأغ リョ

 ゲثぽョ マャク ノョ ヮレムャ ヴヤハ⊥ュساャف اゲバΑ اヱ ヮتキاバاء سケヱ ヴバسΑ ベヲヤガョ  ヴャまاボΑゲデ ヮسヘル.د 

                                                           ヮاقشルヱ صレャا モヤح 
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テΒボレわャا ユヤس ヱ るاإجاب ゲاصレハ 
るョاハ れاヰΒجヲت  

 
Βツわボョاれ اりゲミグヨャ اコヲャاケ るΑケقユ : سΒバا ケヱاء احゲわاギらョ ュأ تムافぽ اソゲヘャ بリΒ اゲわヨャشحゲΑ ،リΒجリョ ヴ اャساりキ اأساتりグ اダヨャححリΒ أゲΑ ラاヲハا أヱا 
 ヱ151اるボヤバわヨャ باユΑヲボわャ اゲわャبヵヲ باャسマヤ اんャاヵヲル اわャأヨャ ヶヤΒワاりキ اヤヘャسグミヱ ،るヘا اりゲミグヨャ اコヲャاケ るΑケقゲらルヲル2007  ユ  16اダャاりケキ بわاΑケخ  04/142

 : ، ヱاガャاصる باأゲデ اゲヨャجヲヨャ るΒバاضノΒ ااわョحاラ اヶレデヲャ اヲヨャحムらヤャ ギاΑケヲャا، ョاりキ اヤヘャسヱ ،るヘأゲΑ ラاヲハا ثاΒルاΑキ2007سゲらヨ 27اダャاりケキ بわاΑケخ 
ヲفワゲا، ミحギ اバわャاレハ ノョ モョاصゲ اإجابる اゲわボヨャحる، بヲصヰヘا デまاケا ヲョجヰا Αحキギ اヅヲトガャ اバャاツヨヤャヱ るΒイヰレヨヤャ るョاリΒョ اゲバヨャفるΒ اヤヘャسるΒヘ اゲヌわレヨャ ت  -

ء اイヨャاメ أヴルキ، فま ヶجاباれ اゲわヨャشحリΒ، اルسイاョا ヲトレョ ノョقاれ اヰレヨャاァ اゲらわバΑ ヵグャ اゲヨャجノ اゲョ ノョ ،ュゴヤヨャاハاり تキギバ اわムャب اケギヨャسるΒ اまヱ ،りギヨわバヨャبボا
 .ムョまاΒルاれ اゲわヨャشحリΒ إغレاء ログワ اإجاباヱ れتヰボΒヨバاأョاヲわヘョ ュحا 

-  ゲفヲش تルاإ るابわムャا れاヘاصヲョ ヴヤハ リΒشحゲわヨャا れجاباまるΒヘسヤヘャا るΒب، : ائΒミゲわャاヱ るاقشレヨャاヱ モΒヤحわャا ァケギت ،ゥヱゲトヨャا メاムاإش ギΑギتحヱ ネヲضヲヨャا ユヰف
るΒイヰレヨャا れاヲトガャا マاسヨتヱ ケاムاأف ゥヲضヱヱ るغヤャا るョسا... 

-  ヨャا ヶف ヮΒヤハ ソヲダレヨャاヱ るاإجاب ゲاصレハ ヶف キケاヲャا テΒボレわャا ユヤبس ュاゴわャاا ノョ ،ヶャヲヨشヱ ヶヤョاムت ケヲヌレョ リョ リΒشحゲわヨャا れجاباま ゲΑギボت ケشاヨャا リΒتゲミグ
ロاハا أヨヰΒャま. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 メاぽســــャا: 

ユـــــヰヘャا :  (04 テボル) 
   ヴヤハ リΒバわΑ メاぽジャا ロゲΒんΑ ヵグャا メاムセاإ パヲダΑ ラأヱ ،るΒルاジルاإ ュヲヤバャا ュヲヰヘョ リヨッ ،るفゲバヨャا メاイョ モاخキ メاぽジャا ゲデぽΑ ラأ ポاケキま ウセゲわヨャا

メاءジわΑ ラأヱ ،るΒルاジルاإ ュヲヤバャا るΒヨヤハ るャほジョ ヶف モんヨわヨャاヱ : るΒヨヤハ るシاケギャ اハヲッヲョ りゲェヱ るΒハاヱ اゎاク ヮヘタヲب ラاジルاإ リョ モバイル ラأ リムヨΑ فΒミ
Βヨわエャاヱ るバッヲヨャا チゲわヘゎ؟りケヱゲツャاヱ る  

モΒـــヤحわャا  :(05 テボル) 
     ヵグャا るΒヨヤバャا メاんョ ァクヲヨル リΒب ユもاボャا チケاバわャا ヴヤハ فヲホヲャبا マャクヱ ،メاぽジャا ヶف るッゲわヘヨャا るェヱゲデاأ モΒヤエわب ュヲボΑ ラأ ウセゲわヨャا リョ ゲヌわレΑ

 ...ヘョ ヴヤハ ヶレらレΑキゲヘわャاユΒワ اヱ りケヱゲツャاヱ るΒヨわエャاヱ ،るΒルヲムャبリΒ اإジルاゴΒヨわΑ ネヲッヲヨミ ラ باヱ ヶハヲャاإケاヱ りキاヱ るΑゲエャا
ヶヤΑ اョ ウセゲわヨャا コゲらΑ: 

 أヱجヮ اボわャابモ بリΒ خダاゾも اإジルاヱ ラغاΑاヶヨヤハ ネヱゲゼョ れ؛ -
-  るヰج リョ るボエャا ュヲヤバャا むキاらョヱ ギダホ リΒب チゲわヘヨャا ヱأ ヶヤバヘャا ヂホاレわャا( ぽらレわャا ، りケヱゲツャا،るΒヨわエャطا ユΒヨバわャب، اΑゲイわャا )... るΑゲェヱ キゲヘゎヱ

 るΑゴョケヱ اإジルاリョ ラ جるヰ أخンゲ؛
- るバッヲョヱ ءヶΒゼゎ るャاエわシا ラاジルاإ. 

(ネヲضヲヨャبا るトらتゲヨャا اΑاツボャاヱ ユΒワاヘヨヤャ اョشا ラاミ اクま اギΒج モΒヤحわャا ゲらわバΑ) 
るاقشレヨャا :  (05 テボル) 

    るΒゎΓا ゲタاレバャء اヲッ ヶف マャクヱ メاぽジャا ヶف るッゲわヘヨャا るェヱゲデاأ ズホاレΑ ラأ ウセゲわヨヤャ リムヨΑ: 
- るボエャا ュヲヤバャا ァクヲヨレャ اトボジョ اハヱゲゼョ ザΒャ るΒルاジルاإ ュヲヤバャا ネヱゲゼョ ラأ リΒらΑ ラ؛ أるΒムΒルاムΒョ るΒヘΒムب るΒルاジルاإ りゲワاヌャا ヴヤハ 
-   るΒルاジルاإ りゲワاヌャا るΒタヲダخ ヶハاゲΑ اギΑゲイゎ モムゼΑ بΑゲイわャاヱ るヌェاヨャا リョ ンゲأخ ヅاヨルأ ヴャま ءヲイヤャا ラأ ウセゲわヨャا リΒらΑ ギホ( るボΑゲトャا

るΑヲΒレらャا ヱأ るΒヨヰヘわャا るبケاボヨャا ،るルケاボヨャا ،るΒもاダェاإ)... 
- ゎ ا るΒルاジルاإ ュヲヤバャا ラأ ウセゲわヨャا リΒらΑ ギホヱるΒルاジルاإ りゲワاヌャا ヶف ポゲわゼョ ヮルأ チゲわヘΑ اョ サケギゎ モب ،ヮレΒバب キゲヘャا サケギ... 
 

(ベاΒسヤャ るヨائョヱ るハヲレわョ りギヨわバヨャا るヤんョاأヱ メاヲاأقヱ れت اإحااルاミ اクま りギΒج るاقشレヨャا ゲらわバت) 
 (テボル 03)   :اミゲわャـΒب

   ラأヱ ،ゥヲわヘョ スاボル ネヲッヲョ メاコا るΒルاジルاإ ュヲヤバャا ヶف るΒヨヤバャا ュヲヰヘョ ラف أΒミ コاゲبま ヴャま ،ヮわゼホاレョヱ ヮヤΒヤエゎ リョ ،ゾヤガΑ ラأ ウセゲわヨヤャ リムヨΑ
ヮジヘル ノاجゲΑ めわا فョ ァクヲヨル ヮジヘル るボエャا ュヲヤバャا ァクヲヨル. 

るΒヤムشャب اルاヲイャا:   (03 テボル) 
 



 
 
 

 - اヤヘャسョ :るヘاレハ - りキاصゲ اإجابる ط  0202 اバャاるΑキاりケヱギャ - ااエわョاラ اヶレデヲャ اムらヤャ ギェヲヨャاΑケヲャا 
 

 

NR04 
るحヘダャا 

2   
2       

    
 るـــャヲـــボャا: 

ユـــــヰヘャا :  (04 テボル) 
       メاイョ モاخキ ゲデほわΑ ネヲッヲヨャا ラأ ポاケキま ウセゲわヨャا ヴヤハ リΒバわΑるシاΒジャا るホاバب テらゎゲヨャا メاムセاإ パヲダΑ ラأヱ ،るャاギバャاヱ ペエャا ヶョヲヰヘヨャا ァヱゴャا リヨッ ،

ヨョا るャ ヶツわボΑ اギバャاるャ باإダルاف، فジわΒاءヨハ メا クまا ミاゾル ペΒらトゎ ヶヘムΑ ラ اボャاゲェ ラヲルفΒا ヨツャاラ اギバャاるャ أュ أラ اペΒらトわャ اゲエャفボヤャ ヶاギホ ラヲル ا ペボエΑ اギバャا
 .ギゎخモ اإダルاف
モΒـــヤحわャا   :(05 テボル) 

      ワキاヘョ ヶわャا るェヱゲデاأ ،チゲわヘヨャا اヰاجイェヱ るャヲボャا るェヱゲデا أヰャヲェ ユヌわレゎ ヶわャا れاエヤトダヨャاヱ ユΒワاヘヨャا ギレハ فヲホヲャا ヮヤΒヤエゎ ヶف ウセゲわヨャا リョ ゲヌわレΑ ا
 :レゎ メاメヱ اレバャاゲタ اるΒゎΓأラ اボわャابモ بリΒ اギバャاヱ るャااダルاف ボゎ ヲワابモ بゲェ リΒفるΒ اボャاリョ マャクヱ ،ヮェヱケヱ ラヲル خا

 اヲボャاリΒル اヱヱ ベヲボェ キギエゎ ヶわャاجらاれ اヲヨャاヱギらゎ ギホ リΒレデ أΒェاルا غハ ゲΒاるャキ؛ -
 ا ギハاるャ اヲボャاヰわΒョヲヨハ ヴャま ンゴバゎ リΒルا ヱباわャاヶャ اエわシاェま るャاヰわデا باヘわャاモΒタ اャاレわョاるΒワ اるボヤバわヨャ باエャااれ اガャاるタ؛ -
 バャاヱ るョفボا らヤトわヨャاれ اエャااれ اガャاヱ ،るタباらわハاロケ أツΑا ギハاヴヤハ ヲヨジゎ るャ اギバャاるャ اるΒバッヲャ؛ュヲヰヘョ اإダルاف باらわハاエΒエダゎ ロケا Αギバゎヱا ヲボヤャاリΒル ا -
- るャاギバャا باヰافダゎا るΒافミ اョ ラヲルاホ るΒハゲセ ろルاミ اクま اヨハ メぼاジわャاヱ ،るΒハゲゼャاヱ るΒハヱゲゼヨャا リΒب ゴΒΒヨわャا... 

(ネヲضヲヨャبا るトらتゲヨャا اΑاツボャاヱ ユΒワاヘヨヤャ اョشا ラاミ اクま اギΒج モΒヤحわャا ゲらわバΑ) 
レヨャاるاقش :   (05 テボル) 

  るΒゎΓا ゲタاレバャء اヲッ ヶف マャクヱ ،るヘャاガョ ヱأ るヨハギョ فホاヲョ ヴヤハ ゥاわヘルباا ،るャヲボャا ヶف るレヨツわヨャا るェヱゲデاأ ズホاレΑ ラأ ウセゲわヨヤャ リムヨΑ: 
 まبゲاコ اレわミاف ュヲヰヘョ اإダルاف リョ ケギボャ اャغゲヌル チヲヨا أラ اボャاミ ラまヱ ラヲルاヱ ラاエッا فュヲヰヘョ ラみ اギバャاキ ヴボらΑ るャاヨもا ムセまاΒャا؛ -
- ラヲルاボャا ゥヱケ ユヰف ヶف ユΒヤジャا ヮジェヱ ヮゎاءヘミ ンギヨا بデヱゲゼョ モヌΑ ヶッاボャف اゲデ リョ افダルاإ ペΒボエゎ ラأ ヴャま りケاセاإ... 

 (ベاΒسヤャ るヨائョヱ るハヲレわョ りギヨわバヨャا るヤんョاأヱ メاヲاأقヱ れت اإحااルاミ اクま りギΒج るاقشレヨャا ゲらわバت) 
 (テボル 03)    :اミゲわャـΒب

   ،ヮわゼホاレョヱ ヮヤΒヤエゎ リョ ،ゾヤガΑ ラأ ウセゲわヨヤャ リムヨΑ  ゲんミأ ノヨわイョ るョاホま るΒルاムョま ウΒわゎ マャク ノョ اヰルみف ،るΒャاんョ りケヱゲツャبا リムゎ ユャ ラま ،リΒルاヲボャا ラأ コاゲبま ヴャま
 ヶف リΒルاヲボャا ケヲトゎ ゲシ ヲワ ヶバΒらトャا ペエャاヱ ヶバッヲャا ペエャا リΒب ユもاボャا ゲゎヲわャا اグミヱ اヰジヘル リΒルاヲボャا るΒفゲェ リΒب ユもاボャا ゲゎヲわャا ラا أヨミ ،るャاギハ ゲんミأ るャاギハ ロاイゎا

 . اヨわミاا
 (テボル 03)   :اャشるΒヤムاヲイャاルب 

ポاΑギルヲムャ るャヲボャا 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 : اレャــص
ユـــــヰヘャا :  (04 テボル) 

     ヶルاジルاإ モボバャا れاΑغا ユワأ ンギェま モムゼΑ اョヲヰヘョ ヮヘタヲب りキاバジャا ュヲヰヘョ リヨッ ،ベاأخا メاイョ モاخキ ゲデほわΑ ネヲッヲヨャا ラأ ポاケキま ウセゲわヨャا ヴヤハ リΒバわΑ ،
ホケاヘョ るヰج リョヱ ،るヰج リョ اジらャ ュヲヰヘヨャا ヴヤハ ラاΒヘツΑ りキاバジャا パヲヤらャ ベゲデ افわاخヱ ،ュヲヰヘヨャا キギダا  بヰレΑاらゎヱ れاんヨゎ キギバゎ ラأ ゲΒغるخケاタ る . ペヘわΑ モムャفا

グャا リムヨΑ أジわル ラاءョ ギΑギエゎ リムヨΑ モワ メاるΒワ اバジャاりキ؟ リムヨΑ モワヱ بヲヤغヰا أュ أりケヱゲッ メヲェ . ラ بパヲヤ اバジャاま ،りキا أヮル ا اヘゎاョ メヲェ ベا اバジャاるΒヘΒミヱ りキ بヲヤغヰا
  اバジャاヤトョ りキب بギΒバ اレヨャاメ؟

モΒـــヤحわャا   :(05 テボル) 
      ヶわャا ゾレャا るェヱゲデأ モΒヤエゎ ウセゲわヨャا リョ ゲヌわレΑ ヶا، فヰاجイェヱ اヰヨΒワاヘョ ギレハ فヲホヲャبا マャクヱ ،メاレヨャا ギΒバب بヤトョ اヰョヲヰヘョ ザらヤャ りキاバジャا ラأ ンゲゎ

るΒゎΓا ゲタاレバャء اヲッ: 
 اخわاف んヨゎاれ اレャاメヲェ サ اバジャاりキ؛ -
 ネヲレゎヱ りゲんミ اゲャغらاホ ュギハヱ れابヰわΒヤا ャإらセاネ؛ -
- るΒジエャا れاんヨわャاヱ れااエャا リョ  るΒワاレわョا るヤジヤシ りキاバジャا... 

 (モΒヤحわャا ゲらわバΑ ネヲضヲヨャبا るトらتゲヨャا اΑاツボャاヱ ユΒワاヘヨヤャ اョشا ラاミ اクま اギΒج) 
るاقشレヨャا :  (05 テボル) 

  るΒゎΓا ゲタاレバャء اヲッ ヶف ،るΒヘジヤف れاェヱゲデأ ヴヤハ اキاヨわハا ゾレャا るェヱゲデأ ズホاレΑ ラأ ウセゲわヨヤャ リムヨΑ: 
 ュヲヰヘョ ザらャ اバジャاネヲレゎヱ りキ اレバャاゲタ اるΒらΑゲイわャ بらジب اツエャاヱ りケاラギヨわャ؛  -
 بヲヤغヰا ヴヤハ اらわハاケ أヰルا んョ キゲイョاΒガヤャ メاメ؛اバジャاりキ غاリョ るΑ اバダャب  -
 ...ムョまاラ بパヲヤ اバジャاりキ اヨわハاキا ダホま ヴヤハاء اグヤャاヱ れاأヲワاء أヱ فノΑヲトゎ ヶ اヰらΑグヰゎヱ ザヘレャا -

 (ベاΒسヤャ るヨائョヱ るハヲレわョ りギヨわバヨャا るヤんョاأヱ メاヲاأقヱ れت اإحااルاミ اクま りギΒج るاقشレヨャا ゲらわバت) 
 (テボル 03)    :اミゲわャـΒب

  ヱ ヮゎاグャ اヰボΒボエゎ ヴャま ラاジルاإ ヴバジΑ るΑغاヱ ،るΒホأخا るヨΒボミ りキاバジャا るΒヨワأ ヴヤハ ギΒミほわャا ヴャま ،ヮわゼホاレョヱ ヮヤΒヤエゎ リョ ،ゾヤガΑ ラأ ウセゲわヨヤャ リムヨΑロゲΒغャ. 
るΒヤムشャب اルاヲイャا:    (03 テボル) 

 ゲョجノ اレャص: 
    

  ،ラヲジヤج ラاΒゎまテΒسヲャا ゲダバャا ヶف るΒحΒسヨャا るヘسヤヘャا ゥヱケ، اョま ゥاわヘャا ギらハ ュاョま るヨجゲゎ ،ゲダョ ،ヶャヲبギョ るらわムョ ،るんャاんャا るバらトャا ،ュ6611 ソ ،331-333  


