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ローム ミュージック フェスティバル 2021 in TOKYO
ローム株式会社（本社：京都市）が支援する公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション（京都市）は、「ロー
ム ミュージック フェスティバル 2021 in TOKYO」をオンラインで開催いたします。
「ローム ミュージック フェスティバル」は、奨学援助等で支援した音楽家「ローム ミュージック フレンズ」が一堂に会
す音楽祭で、音楽ファンの拡大を図ることを目的に 2016 年に開始いたしました。これまで 5 回は京都での開催でしたが、
より多くの皆様に楽しんでいただけるよう今回は初めて東京での開催を予定しておりました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、無観客の公演とし、クラシック専門ストリーミングサービス
「カーテンコール」を通じたオンンラインでのライブ配信（無料）のみを実施いたします。
オンライン開催となりましたが、国際コンクールの優勝者やオーケストラの首席奏者など、国内外で活躍する豪華な
演奏者が集い室内楽の演奏を披露します。本フェスティバルだからこそ実現できる豪華共演に加え、多くの皆様に楽
しんでいただけるよう贅沢なプログラムを用意しておりますので、ぜひご視聴ください。
＜ローム ミュージック フェスティバル 2021 in TOKYO 出演者＞

■ フェスティバル概要
日
程 ：2021 年 10 月 15 日（金）
配 信 場 所 ：カーテンコール内「ローム ミュージック チャンネル」
https://curtaincall.media/rmf
＜収録会場／紀尾井ホール＞
出 演 者 ：ローム ミュージック フレンズ 27 名
料
主
共

金
催
催

：無料
：公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション
：ローム株式会社

過去の京都での「ローム ミュージック フェスティバル」の様子

（撮影：佐々木卓男、大澤正）

■コンサートの特徴 ～ローム ミュージック フェスティバルだからこそ実現できる魅力的なプログラム～
※詳細は添付リーフレットをご参照ください。

弦楽器、管楽器、鍵盤楽器のローム ミュージック フレンズによるバラエティ豊かなステージ
（曲目）◆ﾓｰﾂｧﾙﾄ：ﾋﾟｱﾉと管楽のための五重奏曲 変ホ長調 K.452
◆ﾌﾞﾗｰﾑｽ：ﾋﾟｱﾉ五重奏曲 ヘ短調 Op.34 より第 1･4 楽章
◆ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ：
「四季」ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲集”和声と創意の試み”Op.8 第 1 集
＜ｿﾘｽﾄ 春／成田、夏／滝、秋／松田、冬／玉井＞

＜出演するローム ミュージック フレンズ＞
★…奨学生、◆…音楽在外研究生、 ●…音楽ｾﾐﾅｰ受講生、 ◎…京都・国際音楽学生ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ出演者、
▲…小澤征爾音楽塾塾生

ピアノ

菊池 洋子(★)、田村 響(★)

チェンバロ

越知 晴子(★)

ヴァイオリン

尾池 亜美(★)、神谷 未穂(★)、滝 千春(★▲)、玉井 菜採(★)、直江 智沙子(◆▲)、成田 達輝(★)、
松田 理奈(★)、三上 亮(★▲)、横溝 耕一(▲)、渡邉 ゆづき(★▲) 他 2 名

ヴィオラ

赤坂 智子(★▲)、瀧本 麻衣子(★▲) 、田原 綾子(★) 、三浦 克之(●)

チェロ

遠藤 真理(★▲)、門脇 大樹(★▲)、中木 健二(★▲)

コントラバス

佐野 央子(◎)

オーボエ

本多 啓佑(★◎)

クラリネット

金子 平(★●▲)

ファゴット

岩佐 雅美(◎▲)

ホルン

日橋 辰朗(▲)

■ローム ミュージック フレンズについて
ローム ミュージック ファンデーションは様々な事業で若い音楽家の育成を図っており、その事業の中で関わった
音楽家を「ローム ミュージック フレンズ」（4,650名：2021年8月現在）として、ともに音楽を届ける仲間となっていただ
いています。
事 業 名
内
容
奨学援助
国内外の教育機関で音楽を学ぶ学生への奨学金の支給。
（1991 年度～）
現在までに 507 名を支援。
音楽在外研究援助
音楽家の一層の研鑽を図るための在外研究を援助。
（1993 年度～2014 年度）
現在までに 64 名を支援。
音楽セミナー
プロの音楽家の育成を目的としたセミナー。これまでに弦楽器クラス、管楽
（1992 年度～）
器クラス、指揮者クラスを実施し、現在までに 333 名が受講。

䝻䞊䝮㻌 䝭䝳䞊䝆䝑䜽㻌 䝉䝭䝘䞊㻌
䠄㻞㻜㻝㻥 ᖺᗘ䡚䠅㻌
ி㒔䞉ᅜ㝿㡢ᴦᏛ⏕䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹㻌
䠄㻝㻥㻥㻟 ᖺᗘ䡚䠅㻌
ᑠ⃝ᚁ∞㡢ᴦሿ㻌
䠄㻞㻜㻜㻜 ᖺᗘ䡚䠅㻌

ୡ⏺䛷ά㌍䛩䜛䝻䞊䝮㻌 䝭䝳䞊䝆䝑䜽㻌 䝣䝺䞁䝈䛻䜘䜛㡢ᴦᐙ⫱ᡂ䝉䝭䝘䞊㻌
㻞㻜㻝㻥 ᖺᗘ䛛䜙䛿ᐑ⏣䞉䝏䜵䝻䜽䝷䝇䜢ᐇ䛧䚸⌧ᅾ䜎䛷䛻 㻣 ྡ䛜ཷㅮ䚹㻌
ᅜ㝿ὶ䛸㡢ᴦᐙ䛾⫱ᡂ䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸ୡ⏺䜢௦⾲䛩䜛㡢ᴦᏛᰯ䛛䜙㡢ᴦ
Ꮫ⏕䜢ி㒔䛻ᣍ䛔䛶㛤ദ䛩䜛䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹䚹㻌
⌧ᅾ䜎䛷䛻ᅜෆእ䛛䜙 㻞㻘㻢㻞㻡 ྡ䛜ฟ₇䚹㻌
ᑠ⃝ᚁ∞Ặ䛾䛂ⱝ䛔㡢ᴦᐙ䜢⫱䛶䛯䛔䛃䛸䛔䛖⇕䛔ᛮ䛔䛷ጞ䜎䛳䛯䜸䝨䝷䜔
䜸䞊䜿䝇䝖䝷䛾බ₇䜢㏻䛨䛶ⱝᡭ㡢ᴦᐙ䛾⫱ᡂ䜢ᅗ䜛ᩍ⫱䝥䝻䝆䜵䜽䝖䚹㻌
⌧ᅾ䜎䛷䛻 㻝㻘㻟㻢㻟 ྡ䛜ฟ₇䚹㻌

㻌 ࣮࣒ͤࣟ ࣑࣮ࣗࢪࢵࢡ ࣇࣞࣥࢬࡣ」ᩘᴗ㛵ࢃࡗࡓ᪉ࡀ࠸ࡿࡓࡵࠊྛᴗࡢேᩘྜィேᩘࡣ୍⮴ࡋࡲࡏࢇࠋ
㻌
䕔䝻䞊䝮㻌 䝭䝳䞊䝆䝑䜽㻌 䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹䛾䝷䜲䝤㓄ಙཬ䜃䜰䞊䜹䜲䝤㓄ಙ䠄↓ᩱ䠅䛻䛴䛔䛶㻌
㻌 㻌 䜽䝷䝅䝑䜽ᑓ㛛䝇䝖䝸䞊䝭䞁䜾䝃䞊䝡䝇䛂䜹䞊䝔䞁䝁䞊䝹䛃䛻䛶䝷䜲䝤㓄ಙ䛔䛯䛧䜎䛩䚹㻌
㻌 㻌 බ₇䛾⩣᪥ 㻞㻜㻞㻝 ᖺ 㻝㻜 ᭶ 㻝㻢 ᪥䠄ᅵ䠅䡚㻝㻜 ᭶ 㻞㻞 ᪥䠄㔠䠅䜎䛷䜰䞊䜹䜲䝤㓄ಙ䛷䜒䛤ぴ䛔䛯䛰䛡䜎䛩䚹㻌
㻌
䕔ி㒔䛷䛾䝻䞊䝮㻌 䝭䝳䞊䝆䝑䜽㻌 䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹 㻞㻜㻞㻝 ᫎീ䛾㓄ಙỴᐃ䟿㻌
㻌 㻌 㻞㻜㻞㻝 ᖺ㻠 ᭶䛻䝻䞊䝮䝅䜰䝍䞊ி㒔䠄ி㒔ᗓ䠅䛻䛶㛤ദ䛧䛯䝻䞊䝮㻌 䝭䝳䞊䝆䝑䜽㻌 䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹 㻞㻜㻞㻝 䛾ᫎീ䜢
㓄ಙ䛔䛯䛧䜎䛩䚹᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇ឤᰁ䛾ᙳ㡪䛻䜘䜚↓ほᐈ䛷䛾㛤ദ䛻㛵䜟䜙䛪䚸䝻䞊䝮㻌 䝭䝳䞊䝆䝑䜽㻌 䝣
䝺䞁䝈䛜⣲ᬕ䜙䛧䛔₇ዌ䜢ᢨ㟢䛧䛶䛔䜎䛩䚹㻌
㻌㻌
㻌 䐟㓄ಙሙᡤ㻌
䛂䜹䞊䝔䞁䝁䞊䝹䛃ෆ䛂䝻䞊䝮㻌 䝭䝳䞊䝆䝑䜽㻌 䝏䝱䞁䝛䝹䛃㻌
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼏㼡㼞㼠㼍㼕㼚㼏㼍㼘㼘㻚㼙㼑㼐㼕㼍㻛㼞㼙㼒㻌
㻌 䐠䜸䞁䝷䜲䞁䝁䞁䝃䞊䝖䝏䜿䝑䝖㻌
㻡㻜㻜 㻛බ₇㻌
㻌 䐡㓄ಙᮇ㛫㻌
㻌 㻌 㻌 㻞㻜㻞㻝 ᖺ 㻥 ᭶ 㻞 ᪥䠄ᮌ䠅䡚㻥 ᭶ 㻟㻜 ᪥䠄ᮌ䠅㻌
㻌 䐢㓄ಙෆᐜ㻌
㻌 㻌 㻌 㻞㻜㻞㻝 ᖺ 㻠 ᭶ 㻞㻠 ᪥䠄ᅵ䠅䚸㻞㻡 ᪥䠄᪥䠅䛻㛤ദ䛧䛯䝻䞊䝮㻌 䝭䝳䞊䝆䝑䜽㻌 䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹 㻞㻜㻞㻝 䛾ෆ䚸㻌
䝸䝺䞊䝁䞁䝃䞊䝖 㻭䞉㻯䚸䜸䞊䜿䝇䝖䝷䝁䞁䝃䞊䝖䊠䞉䊡㻌
㻌
䕔䝻䞊䝮㻌 䝭䝳䞊䝆䝑䜽㻌 䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹≉タ 㼃㻱㻮 䝃䜲䝖䛻䛴䛔䛶㻌
㻌 㻌 䝻䞊䝮㻌 䝭䝳䞊䝆䝑䜽㻌 䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹䛾බ₇ෆᐜ䜔䚸ฟ₇䛩䜛䝻䞊䝮㻌 䝭䝳䞊䝆䝑䜽㻌 䝣䝺䞁䝈䛾䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹䛻ྥ
䛡䛯ពẼ㎸䜏䜢ᥖ㍕ணᐃ䛷䛒䜚䚸ᚋ䜒ሗ䜢㝶㏣ຍ䛔䛯䛧䜎䛩䚹㻌 䜎䛯䚸㐣ཤ䛾䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹䛾䝎䜲䝆䜵䝇䝖
ᫎീ䜒බ㛤䛧䛶䛚䜚䜎䛩䛾䛷䛬䜂䛤ぴ䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䠘㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼙㼕㼏㼞㼛㻚㼞㼛㼔㼙㻚㼏㼛㼙㻛㼖㼜㻛㼞㼙㼒㻛㼍㼏㼠㼕㼢㼕㼠㼥㻛㼞㼙㼒㼑㼟㻛䠚㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
௨ୖ
䠘䛣䛾௳䛻㛵䛩䜛䛚ၥྜ䛫ඛ䠚㻌
䝻䞊䝮ᰴᘧ♫㻌 ࣓ࢭࢼ᥎㐍ᐊ  ᗈሗᐊ㻌
䛈㻢㻝㻡㻙㻤㻡㻤㻡㻌 ி㒔ᕷྑி༊す㝔⁁ᓮ⏫ 㻞㻝㻌
㼀㻱㻸㻔㻜㻣㻡㻕㻟㻝㻝㻙㻞㻝㻞㻝㻌 㻱㻙㼙㼍㼕㼘䠖㼙㼑㼏㼑㼚㼍㼠㻬㼞㼛㼔㼙㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻌㻛㻌㼜㼞㼑㼟㼟㻬㼞㼛㼔㼙㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻌

㻌
䠘䛤ཧ⪃䠚㐣ཤ䛾䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹䛻ฟ₇䛧䛯䝻䞊䝮㻌 䝭䝳䞊䝆䝑䜽㻌 䝣䝺䞁䝈䠄༑㡢㡰䠅㻌
䖩䈈ዡᏛ⏕䚸䕺䈈㡢ᴦᅾእ◊✲⏕䚸㻌 䖃䈈㡢ᴦ䡺䢌䢁䡬ཷㅮ⏕䚸㻌 䖂䈈ி㒔䞉ᅜ㝿㡢ᴦᏛ⏕䢈䡦䡹䡿䡤䢆䢚䢕ฟ₇⪅䚸㻌
䕦䈈ᑠ⃝ᚁ∞㡢ᴦሿሿ⏕㻌
㻌

䝻䞊䝮㻌 䝭䝳䞊䝆䝑䜽㻌 䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹 㻞㻜㻞㻝㻌

䠘㻞㻜㻞㻝 ᖺ 㻠 ᭶ 㻞㻠 ᪥䚸㻞㻡 ᪥䠚㻌

䝢䜰䝜㻌

⳥ụ㻌 ὒᏊ㻔䖩㻕䚸Ύሯ㻌 ಙஓ㻔䖩㻕䚸⏣ᮧ㻌 㡪㻔䖩㻕䚸㔝㻌 ᚿ⏨㻔䖩㻕䚸୕ᾆ㻌 ⌮ᯞ㻔䖩㻕㻌

䞂䜯䜲䜸䝸䞁㻌

♒㻌 ⤮㔛Ꮚ㻔䖩䖃㻕䚸⚄㇂㻌 ᮍ✑㻔䖩㻕䚸㯮ᕝ㻌 ౡ㻔䖩㻕䚸㒓ྂ㻌 ᗮ㻔䖩㻕䚸ᯇ⏣㻌 ⌮ዉ㻔䖩㻕㻌

䞂䜱䜸䝷㻌

㉥ᆏ㻌 ᬛᏊ㻔䖩䕦㻕䚸℧ᮏ㻌 㯞⾰Ꮚ㻔䖩䕦㻕㻌

䝏䜵䝻㻌

బ⸨㻌 ᬕ┿㻔䖩㻕䚸୰ᮌ㻌 㻔䖩䕦㻕䚸ྂᕝ㻌 ᒎ⏕㻔䖃㻕㻌

䝁䞁䝖䝷䝞䝇㻌

Ώ㑓㻌 ⋹㞝㻔䕦㻕㻌

䜽䝷䝸䝛䝑䝖㻌

ྜྷ⏣㻌 ㄔ㻔䖩䕦㻕㻌

ኌᴦ㻌

⏥ᩫ㻌 ᰤḟ㑻㻨䢆䢚䢔䢀䢙㻪㻌㻔䕦㻕䚸㧗⏣㻌 ṇே㻨䡿䢅䡬䢕㻪㻌㻔䕦㻕䚸᳃㻌 㞞ྐ㻨䢆䢚䡹㻪㻌㻔䕺㻕䚸㻌
᳃㔝㻌 ⨾ဏ㻨䡻䢈䢛䢓䢅㻪㻌㻔䖩㻕㻌 䚸㮖ᑿ㻌 㯞⾰㻨䡻䢈䢛䢓䢅㻪㻌㻔䕺㻕㻌

ᣦ㻌

ୗ㔝㻌 ❳ஓ㻔䖩㻕㻌
㻌

䝻䞊䝮㻌 䝭䝳䞊䝆䝑䜽㻌 䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹 㻞㻜㻞㻜㻌
᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇ឤᰁ䛾ᣑ㜵Ṇ䛾䛯䜑බ₇䜢୰Ṇ㻌


䝻䞊䝮㻌 䝭䝳䞊䝆䝑䜽㻌 䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹 㻞㻜㻝㻥㻌

㻌
㻌

䠘㻞㻜㻝㻥 ᖺ 㻠 ᭶ 㻞㻜 ᪥䚸㻞㻝 ᪥䠚㻌

䝢䜰䝜㻌

Ἑᮧ㻌 ᑦᏊ㻔䖩㻕䚸⏣㻌 ᜤᖹ㻔䖩㻕䚸ྜྷ⏣㻌 㻔䖩㻕㻌

䞂䜯䜲䜸䝸䞁㻌

㟷ᮌ㻌 ㄪ㻔䖃䕦㻕䚸Ἠཎ㻌 㝯ᚿ㻔䖩䕦㻕䚸Ụ㻌 㤾㻔䖩䖂㻕䚸᪥ୗ㻌 ⣪▮Ꮚ㻔䖩㻕䚸ᓥ⏣㻌 ┿༓Ꮚ㻔䖩㻕䚸㻌
୰ᓥ㻌 㯞㻔䖩䕦㻕䚸ྜྷ⏣㻌 ༡㻔䖩㻕㻌

䞂䜱䜸䝷㻌

㔠㻌 ⴥᏊ㻔䖩䖃㻕䚸㡲⏣㻌 ⚈Ꮚ㻔䕦㻕䚸⏣ཎ㻌 ⥤Ꮚ㻔䖩㻕㻌

䝏䜵䝻㻌

㧘ᮌ㻌 ኴ㻔䖩䖂䕦㻕䚸ᶓᆏ㻌 ※㻔䖩㻕䚸Ώ㑔㻌 ᪉Ꮚ㻔䖩㻕㻌

䝁䞁䝖䝷䝞䝇㻌

㧘ᶫ㻌 ὒኴ㻔䕦㻕㻌

䝣䝹䞊䝖㻌

⏣㻌 ඃ㻔䖩㻕㻌

䜸䞊䝪䜶㻌

Ⲩ㻌 ⤮⌮Ꮚ㻔䖩䕦㻕䚸ᮏከ㻌 ၨభ㻔䖩䖂㻕㻌

䜽䝷䝸䝛䝑䝖㻌

℈ᓮ㻌 ⏤⣖㻔䖃䕦㻕䚸ྜྷᒸ㻌 ዌ⤮㻔䖂䕦㻕㻌

䝣䜯䝂䝑䝖㻌

ᒾబ㻌 㞞⨾㻔䖂䕦㻕䚸㯮ᮌ㻌 ⥤Ꮚ㻔䖃䕦㻕㻌

䝩䝹䞁㻌

⇃㻌 ඃ㻔䕦㻕䚸㧗ᶫ㻌 ⮧ᐅ㻔䖃㻕㻌

ኌᴦ㻌

ᕷཎ㻌 ឡ㻨䡻䢈䢛䢓䢅㻪㻌㻔䖩㻕䚸⸨ᮌ㻌 ᆅ㻨䡲䡯䢙䡼䡬䡿䢁䡬㻪㻌㻔䖩㻕䚸⏫㻌 ⱥ㻨䢆䢚䢔䢀䢙㻪㻌㻔䕺䕦㻕㻌

స᭤㻌

∎㻌 ⿱㐨㻔䖩㻕㻌

ᣦ㻌

㜰㻌 ဴᮁ㻔䖩㻕㻌
㻌

䝻䞊䝮㻌 䝭䝳䞊䝆䝑䜽㻌 䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹 㻞㻜㻝㻤㻌

䠘㻞㻜㻝㻤 ᖺ 㻠 ᭶ 㻞㻝 ᪥䚸㻞㻞 ᪥䠚㻌

䝢䜰䝜㻌

㉺ᬛ㻌 ᬕᏊ㻔䖩㻕䚸ᑠᯘ㻌 ឡᐇ㻔䖩㻕䚸ⴗཎ㻌 㯞ᮍ㻔䖩㻕㻌

䞂䜯䜲䜸䝸䞁㻌

Ἠཎ㻌 㝯ᚿ㻔䖩䕦㻕䚸⋢㻌 ⳯᥇㻔䖩㻕䚸ᡂ⏣㻌 㐩㍤㻔䖩㻕㻌

䝁䞁䝖䝷䝞䝇㻌

బ㔝㻌 ኸᏊ㻔䖂䕦㻕㻌

䜽䝷䝸䝛䝑䝖㻌

ட㻌 Ⰻಙ㻔䕦㻕㻌

䝣䜯䝂䝑䝖㻌

బ⸨㻌 ⏤㉳㻔䕦㻕㻌

䝩䝹䞁㻌

᪥ᶫ㻌 ㎮ᮁ㻔䕦㻕㻌

䝖䝷䞁䝨䝑䝖㻌

ఀ⸨㻌 㥴㻔䕦㻕䚸⳥ᮏ㻌 㻔䖩㻕䚸ᮡᮌ㻌 ῟୍ᮁ㻔䕦㻕㻌 䚸᪂✑㻌 ඃᏊ㻔䕦㻕㻌 䚸ᇼ⏣㻌 ᐇள㻔䕦㻕㻌 䚸୕⃝㻌 㻔䖂㻕㻌

䝖䝻䞁䝪䞊䞁㻌

㎸㻌 㻔䖂㻕䚸ኴ⏣㻌 ᾴᖹ㻔䕦㻕䚸㢼᪩㻌 ᏹ㝯㻔䕦㻕䚸ྂ㈡㻌 ග㻔䕦㻕䚸㎷㻌 ጲᏊ㻔䖂㻕㻌 䚸⸨㻌 Ⰻኴ㻔䖂䕦㻕㻌

䝏䝳䞊䝞㻌

ᐑす㻌 ⣧㻔䖂㻕㻌

ᡴᴦჾ㻌

㯮⏣㻌 ⱥᐇ㻌 㻔䕦㻕䚸すஂಖ㻌 ᗈ㻌 㻔䕦㻕㻌

ኌᴦ㻌

ᒣ㻌 ㍜㻨䢆䢚䢔䢀䢙㻪㻌㻔䕦㻕㻌 䚸ᮌୗ㻌 ⨾✑Ꮚ㻨䡻䢈䢛䢓䢅㻪㻌㻔䖩㻕㻌 䚸ᆏᮏ㻌 ᮒ㻨䡭䢕䢀㻪㻌㻔䕺㻕㻌 䚸㻌
ΎỈ㻌 ⳹㻨䢎䡻䢚䡡䡻䢈䢛䢓䢅㻪㻌㻔䕺䕦㻕㻌 䚸ᐩᒸ㻌 ᫂Ꮚ㻨䢎䡻䢚䡡䡻䢈䢛䢓䢅㻪㻌㻔䖩䕦㻕㻌 䚸ᯘ㻌 ⨾ᬛᏊ㻨䢎䡻䢚䡡䡻䢈䢛䢓䢅㻪㻌㻔䕺㻕䚸㻌
ᐑ㔛㻌 ┤ᶞ㻨䡿䢅䡬䢕㻪㻌㻔䖩㻕㻌

స᭤㻌

㓇㻌 㻌 㻔䖩䖂㻕㻌

ᣦ㻌

ୗ㔝㻌 ❳ஓ㻔䖩㻕㻌



䝻䞊䝮㻌 䝭䝳䞊䝆䝑䜽㻌 䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹 㻞㻜㻝㻣㻌




䠘㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻣 ᭶ 㻝 ᪥䚸㻞 ᪥䚸㻤 ᪥䠚㻌

䝢䜰䝜㻌

ዟᮧ㻌 ⨾㻔䖩㻕䚸ᕝᓥ㻌 ᇶ㻔䖩㻕䚸⳥ụ㻌 ὒᏊ㻔䖩㻕䚸Ύሯ㻌 ಙஓ㻔䖩㻕䚸⏣ᮧ㻌 㡪㻔䖩㻕䚸ὠ⏣㻌 ⿱ஓ㻔䖩㻕㻌

䞂䜯䜲䜸䝸䞁㻌

Ἠཎ㻌 㝯ᚿ㻔䖩䕦㻕䚸㇂㻌 ⋹Ꮚ㻔䖩㻕䚸ᶔᮏ㻌 㐍㻔䖩㻕䚸㒓ྂ㻌 ᗮ㻔䖩㻕䚸ᑠᯘ㻌 ⋢⣖㻔䖃㻕䚸㻌
బᶲ㻌 䝬䝗䜹㻔䖩䕦㻕䚸ሷ㈅㻌 䜏䛴䜛㻔䖃㻕䚸㕥ᮌ㻌 ឡ⌮㻔䖩㻕䚸㻌 ༓㻔䖩䕦㻕䚸ᑎ⏣㻌 ᐩ⨾Ꮚ㻔䖂䕦㻕䚸㻌
┤Ụ㻌 ᬛἋᏊ㻨䡯䢚䡤䡱䢓㻪㻔䕺䕦㻕䚸すᕝ㻌 ⱸዉ㻔䖩䕦㻕䚸ᘅᒸ㻌 ඞ㝯㻔䖃㻕䚸ᯇ⏣㻌 ⌮ዉ㻔䖩㻕䚸୕ୖ㻌 ு㻔䖩䕦㻕䚸
▮㔝㻌 ⋹Ꮚ㻔䖩㻕㻌

䞂䜱䜸䝷㻌

ᆏཱྀ㻌 ⩼㻔䖩㻕䚸㕥ᮌ㻌 䜛䛛㻔䖃㻕䚸୕ᾆ㻌 ඞஅ㻔䖃㻕䚸Ώ㑓㻌 ༓㻔䖩㻕㻌

䝏䜵䝻㻌

ዟ⏣㻌 䛺䛺Ꮚ㻔䖩㻕䚸㔠Ꮚ㻌 㕥ኴ㑻㻔䖃㻕䚸㛛⬥㻌 ᶞ㻔䖩䕦㻕䚸ᯇᒣ㻌 ⩧Ꮚ㻔䖩㻕䚸ᐑ⏣㻌 㻔䖩䕦㻕㻌

䝁䞁䝖䝷䝞䝇㻌

㧘ᶫ㻌 ὒኴ㻔䕦㻕䚸すᒣ㻌 ┿㻔䕦㻕䚸ᯇ㝰㻌 ᓫᏹ㻔䕦㻕㻌

䜽䝷䝸䝛䝑䝖㻌

ఀ⸨㻌 ᆂ㻔䖂䕦㻕㻌

䝣䜯䝂䝑䝖㻌

୰㔝㻌 㝧୍ᮁ㻔䖩㻕㻌

䝩䝹䞁㻌

ᓊୖ㻌 ✨㻔䖂䕦㻕㻌

ኌᴦ㻌

⏣ᮧ㻌 㯞Ꮚ㻨䡻䢈䢛䢓䢅㻪㻌㻔䖩㻕䚸⸨ᮌ㻌 ᆅ㻨䡲䡯䢙䡼䡬䡿䢁䡬㻪㻌㻔䖩㻕䚸ᯇཎ㻌 㻨䡿䢅䡬䢕㻪㻌㻔䖩㻕䚸㻌
ぢゅ㻌 ᝆ௦㻨䡻䢈䢛䢓䢅㻪㻌㻔䕺㻕㻌

ᣦ㻌

୕䝒ᶫ㻌 ᩗᏊ㻔䖩䕺䖃㻕㻌




䝻䞊䝮㻌 䝭䝳䞊䝆䝑䜽㻌 䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹 㻞㻜㻝㻢㻌



䠘㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻠 ᭶ 㻞㻟 ᪥䚸㻞㻠 ᪥䠚㻌

䝢䜰䝜㻌

ᒸᮏ㻌 㯞Ꮚ㻔䖩㻕䚸⳥ᆅ㻌 ⿱㻔䖩㻕䚸ᑠᯘ㻌 ឡᐇ㻔䖩㻕䚸ᑠᯘ㻌 ᭷Ἃ㻔䖩㻕䚸బ⸨㻌 ༟ྐ㻔䖩㻕䚸㛵ᮏ㻌 ᫀᖹ㻔䖩㻕䚸㻌
ⴗཎ㻌 㯞ᮍ㻔䖩㻕䚸ᯇᮏ㻌 ᑗ㻔䖩㻕䚸୕ᾆ㻌 ⌮ᯞ㻔䖩㻕㻌

䞂䜯䜲䜸䝸䞁㻌

▼ᶫ㻌 ᖾᏊ㻔䖩㻕䚸Ἠཎ㻌 㝯ᚿ㻔䖩䕦㻕䚸♒㻌 ⤮㔛Ꮚ㻔䖩䖃㻕䚸᳜ᮧ㻌 ኴ㑻㻔䖩㻕䚸⚄ᑿ㻌 ┿⏤Ꮚ㻔䖩㻕䚸㻌
⚄㇂㻌 ᮍ✑㻔䖩㻕䚸ᑠᯘ㻌 ⨾ᶞ㻔䖩㻕䚸℧ᮧ㻌 ౫㔛㻔䖩㻕䚸୰ᓥ㻌 㯞㻔䖩䕦㻕㻌

䞂䜱䜸䝷㻌

㉥ᆏ㻌 ᬛᏊ㻔䖩䕦㻕䚸ྜྷ⏣㻌 ᭷⣖Ꮚ㻔䖃㻕㻌

䝏䜵䝻㻌

Ụཱྀ㻌 ᚰ୍㻔䖩㻕䚸㛗㇂㒊㻌 ୍㑻㻔䖃㻕䚸୰ᮌ㻌 㻔䖩䕦㻕䚸ྂᕝ㻌 ᒎ⏕㻔䖃㻕㻌

䝁䞁䝖䝷䝞䝇㻌

బ㔝㻌 ኸᏊ㻔䖂䕦㻕㻌

䝣䝹䞊䝖㻌

ୖ㔝㻌 ᫍ▮㻔䖩㻕䚸㞴Ἴ㻌 ⸅㻔䖃䖂䕦㻕㻌

䜽䝷䝸䝛䝑䝖㻌

㔠Ꮚ㻌 ᖹ㻔䖩䕦㻕䚸ᑠ㇂ཱྀ㻌 ┤Ꮚ㻔䖃䕦㻕䚸ྜྷ⏣㻌 ㄔ㻔䖩䖃㻕㻌

䝖䝻䞁䝪䞊䞁㻌

ᒣᮏ㻌 ᾈ୍㑻㻔䖩㻕㻌

ᡴᴦჾ㻌

ụୖ㻌 ⱥᶞ㻔䖩㻕㻌

ኌᴦ㻌

㟷ᒣ㻌 ㈗㻨䢆䢚䢔䢀䢙㻪㻌㻔䕺䕦㻕䚸Ᏻ⸨㻌 ㉱⨾Ꮚ㻨䡻䢈䢛䢓䢅㻪㻔䕺㻕䚸୰ᓥ㻌 ᗣᬕ㻨䡿䢅䡬䢕㻪㻔䖩㻕䚸㻌
ᯘ㻌 ⨾ᬛᏊ㻨䢎䡻䢚䡡䡻䢈䢛䢓䢅㻪㻔䕺㻕㻌

ᣦ㻌

㜰㻌 ဴᮁ㻔䖩㻕㻌

