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 ァクヲヨルヮョゅバャや るΑヲルゅんヤャ オΑケゅわャや ラゅエわョや 
 

 
Εや リハ ょィや : るΒゎΓや るヤゃシ 

Εや メやぽジャや : メヱ  
 ヮエΒエダャや るよゅィΗや ゲΒガゎ )ぺ(ョヨゅ Εや リΒよ : ヴゎほΑ ゅヨョ ロケゅらハ モムャ サやヲホ 

1-  ュゅハ ゲダョ ヴヤハ るΒジルゲヘャや るヤヨエャや れ¬ゅィ1798ュ ............. ギヰハ ヴプ 
Εや ザヤイョ ( ヮョط るΒバΑゲゼわャや るΒバヨイャやط レヅヲャや ゲヨゎぽヨャや ヴ-  ェΗや るョヲムりケやキ  )     

2-  ろプゲハ るΑケゅイわャやヱ るΒルギヨャや モもゅジヨャや ヴプ モダヘヤャ りギΑギィ ユミゅエョ ギΒバシ ギヰハ ヴプ ろゃゼルや
 ユシゅよザャゅイョ................... 

Εや( ュゅムェط りケゅイわャや- ΕやユΒャゅホ ط ) リΒルやヲボャや 
3-  ヲΑギガャや ノィやゲゎΗや ノョ キギゼわャや るシゅΒシ リハ ヴヨヤェ サゅらハ るをキゅェ ギバよ メΚわェ

..............................           
 (ロキヲセゅプ ط  ンやヲゼルキط  るΑケギレムシΙやط ) りゲワゅボャや 
4-  ギボハΗや ノョ ゐヲヨジゎケヲよ りギワゅバョゴΒヤイル .................. ¬やケコヲャや ザΒもケ. 

 ヴホギタ ゲムよ(ط  ゲらィ ウャゅタط  ァゅエャや ヴャゅダョط )ょΒイル ギヨエョ 
5- ヴわャや りギワゅバヨャやぺリヨΒャやヱ るΑキヲバジャや リΒよ ラやヱギバャや ろヰル りギワゅバョ....................... 

 ュΚジャや(ط ブもゅトャや1931طュ1936ط)ュ 
6- ザΒもケ  ゲΑゅレΑ ヴプ るエヤジヨャや れやヲボャや れゅΒヤヨハ るゃΒワ1972ュ........... 

 モΒハゅヨシや ギヨェや(ط  ゲタゅレャや ギらハ メゅヨィط  ヴャクゅゼャや リΑギャや ギバシط )ヴヨジイャや ヴレピャや ギらハ 
 マゎゅェゲわボョ ゅョ )ゆ(ャ ヴヤΑ ゅヨ∨.... 

1-  ペΒボエゎや ゲダョ るツヰル るΑキゅダわホΙ メヱギャや フゅダョ ヴプ ラヲムわャヮョギボわヨャや.  
2- Εや キゅエゎΗや テヨル ヴヤハ ヴよゲバャや キゅエゎΗや ザΒシほゎ ヴよヱケヱ. 
3- .ヴャヱギャやヱ ヴヨΒヤホΗや ンヲわジヨャや ヴヤハ ヮΒレΒトジヤヘャや るΒツボャや モェ 
  )ァ(  "リョ ギΑギバャゅよ ゑΑギエャや ゅヰガΑケゅゎ ヴプ ゲダョ れゲョ Εや ヴわャやヱ ヮΒガΑケゅわャや ゐやギェ ろミゲゎ
ぺゲを や ヴヤハぺΗやヱ るΑキゅダわホΗやヱ ヮΒシゅΒジャや ゲダョ メやヲェるΒハゅヨわィ  "  

バャや ¬ヲッ ヴプ ロケゅら るボよゅジャやウッヱ∨....  
1- Ηや ゅワグガゎや ヴわャや れや¬やゲィ(ヴヤハ ギヨエョΗや ゲΑヲトわャ ).ヴハゅレダャや ァゅわル 
2- Ηや メΚわェΗや ろエゎ ゲダヨャ るΒシゅΒジャや ネゅッヱΕやンゴΒヤイル . 
3-  ュゅハ ょバゼャや りケやコヱ キヲヰィ1924ュ  ユΒヤバわャゅよ チヲヰレャや ヴプ. 
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 : ヴルゅんャや メやぽジャや 
 キギェ )ぺ(ンぺ ヱ ヮエΒエタ るΒゎΓや れやケゅらバャやぺヰΑヨャや ゲミク ノョ ほトカ ゅ リΒわャゅエャや ヴプ ょらジ 

1- よ キやゲョ ヂプケぺ ヴジルゲヘャや ユムエャや ろエゎ ギΒバダャや ユムェ マ¬ゅレを ヮヤヨエヤャ ゲらΒヤミ りキゅΒホ 
 るΒジルゲヘャや.   

2- ゅレハ ノッヲョ ンゲダヨャや ズΒイャや ラゅミΕや  サゅらハ るΑ ラギレャ るΑヲジゎ ギバよ メヱ1841 .ュ 
3- ヘャや ノッヱクべヨャや るトカ ヴャクゅゼャや リΑギャや ギバシ ペΑゲ ゆゲエャ るΒャゅバャや ラ1973 .ュ 

やクや ゐギエΑ やクゅョ )ゆ(∨..... 
1- Αギボハ ユわ Ηやンキヲャや ベゅヘゎ ゅジルゲプヱ やゲわヤイルや リΒよ. 
2- Εや ザヤイョ ケやゲホ ヴヤハ モΒもやゲシや ろボプやヱ リョ242   るレジャ1967.ュ 
  )ァ(  " ロケヲんャやヱ ノヨイわヤャ ゅららシ ヮヨミやゲわヨャやヱ ヮレョゅムャや ゲョグわャやヱ テガジャや モョやヲハ ギバゎ "   

 ウッヱ ロケゅらバャや ¬ヲッ ヴプ∨.... 
1- ぺ ょジミ ゆゅらシ(ヴヤハ ギヨエョぺ リΒΑゲダヨャや ブトハ ) ュゅハ ユヰゎケヲを ¬ゅレを1814 .ュ 
2- ョ ヲΑゅョ ゲカやヱへ ヴプ リΒΒよやゲバャや ょャゅト1881 .ュ 
3-  リΒΑゲダヨャや りケヲを ゲワゅヌョ ゲらヨプヲル ヴプ1935  ュ ケヲワ モΑヲヨタ ウΑゲダゎ ょらジよ ゲΑコヱ

 ゅΒルゅトΑゲよ るΒィケゅカ. 
4-  ゅΒヤバャや るΒよゲバャや ヮレイヤャや ょャゅトョ. 
5- ぺゆゅらシ  りケヲを31  ヮΒルヲΑ2113 .ュ 

 : ゑャゅんャや メやぽジャや  
 )ぺ( ラケゅホ リΒよ メヱギィ ヴプ  

 ュゅハ ラゅョゲプ1841  ラゅョゲプヱ  ュ7 ジビや ザト1879  : ゑΒェ リョ 
1-  ゅヨヰレョ モミ ケギタ リョ ギヰハ ヴプ           2- ぺャや ヮィヱわゼゅ ゅヨヰレョ モミ リΒよ ヮよ 

ゅョ )ゆ(  ヴプ マΑぺケ∨..... 
1- .ズミやゲョ ヴプ るΒジルゲヘャや れゅョヱゅジヨャや るシゅΒシ         
2-  ケヲわシキ1923ュ.                           
  ヴヤハ ろらゎゲゎ ヴわャや アもゅわレャや ゅョ )ァ(∨.... 
1-  るョヱゅボョぺャ ギΒバダャや ヴャゅワ るΒジルゲヘャや るヤヨエヤ. 
2-  ュゅハ ラやキヲジャや リョ ンゲダヨャや ズΒイャや ァヱゲカ1884  ュ ヴプぺ るΑギヰヨャや りケヲんャや ゆゅボハ. 
3-  ゆゲェぺ ゲよヲわミ1973 ュ ヴシゅΒジャやヱ ンキゅダわホΙや ンヲわジヨャや ヴヤハ. 
4-  ヲΒルヲΑ りギワゅバョ ソヲダル1931.ュ 
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 : ノよやゲャや メやぽジャや 

 ゲジヘゎ ユよ )ぺ(∨...... 
≒- るΒよやゲバャや りケヲんャや モゼプ. 
2-  ュゅハ ゲらわバΑ1917ル ュゅハ ュΕや りほゼゲダョ ヴプ るΒシゅΒジャや ゆやゴェ . 
3-  ュゅハ ゲダョ ヴヤハ ヴをΚんャや ラやヱギバャや モゼプ1956  ュ. 
  )ゆ( " ウャゅダヨャやヱ れゅヘャゅエわャや るシゅΒシぺ ヴヤハ ょヤジャゅよ れゲをま れやコゅイル(ヴヤハ ギヨエョ) 

るΒィケゅガャや   " 
  ウッヱ ロケゅらバャや ¬ヲッ ヴプ∨....  
1- ョやヲバャやΕや メヱギャやヱ ゅΒルゅトΑゲよ  ろバプキ ヴわャや モ るシゅΒシ るッケゅバョ ヴャや ヮΒよヱケヱ(ヴヤハ ギヨエョ) 

Ηや るΑキゅダわホ. 
2-  ラギレャ りギワゅバョ アもゅわル1841.ュ 
3- ヴヤハ ギヨエヨャ るらジレャゅよ ロケヲヨャや ゆゲェ アもゅわル. 

)ァ(  ゑΑギエャや ゲダョ オΑケゅゎ ¬ゅレよ ヴプ るΒガΑケゅわャや れゅΒダガゼャや リョ ギΑギバャや ろヨワゅシ ギボャ "
 リョ ⇔Κミ メゅヨハや ヴプ マΑぺケ リハ ゅヰΒプ ゲらバゎ ヮャゅシケ ヮィヱ ロケゅらバャや ログワ ¬ヲッ ヴプ "ゲタゅバヨャやヱ

るΒゎΙや れゅΒダガゼャや : 
1-ヲレΒョ ギもゅボャや.  
2- .れやキゅジャや ケヲルや ギヨエョ ザΒもゲャや 
3- .ヴヤハ ギヨエョ 
4-.モΒハゅヨシや ギヨェや ペΑゲヘャや 
5- .ヴよやゲハ ギヨェや 
 (キ るΒゎΓや れやケゅらバャや るエタ ヴヤハ モャキ )∨..... 

≒- ラゅミ わルや ゲΑヱゴわャ リョ ょらシ ゲダョ ヴプ ょバゼャや ザヤイョ れゅよゅガΕやゆゅらシ  りゲセゅらヨャや ゲΒビ 
Η りケヲを ネΙギル25  ゲΑゅレΑ2111.ュ 
2- Εや ケゅヨバわシΗや ケゅをぺれやゲバレャや ヴよヱケヱ  リΒよゲエャや リΒよ ヴよゲバャや リヅヲャや ヴプ ヮΒヤエヨャや

 リΒわΒヨャゅバャや. 
 
 
 
 
 
 


