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Record of “Hiroshige Kagawa Big Painting Project 2014”
Hiroshige Kagawa’s paintings of huge size are monumental works the disaster of
Tohoku Earthquake and Tsunami made him bring forth.  He, who lives in the
disaster-stricken area and had painted in big size before, probably enjoyed the mandate
of Heaven. He completed “A Stricken Site Veiled in Snowfall” in 2011 and “Gold of
Minami-Sanriku” the following year. It happened on August 15 (the anniversary of the
end of the Pacific War), 2012 that I met him and the former painting, when I was just
finishing my sixth visit to the stricken sites as a part of Tohoku support activity.
The hugeness and the communicability of the painting reminded me of "Guernica." I
saw Guernica in Prado Museum and also in Reina Sofia Museum where it was moved to
thereafter. I felt nothing more than enjoying a masterpiece at either opportunity. But Mr.
Kagawa’s͆A Stricken Site Veiled in Snowfall” instantly grabbed my heart. I felt the
disaster was my own affair. And I, too, realized my fate. I told him my wish to exhibit it
in Kobe although I didn’t meet him before nor had I any particular prospect of feasibility.
Probably I was then one of the hundred who told him the same.
I was almost giving up when I met Mr. Osamu Kinugasa and KIITO (Design Creative
Center Kobe) miraculously. I was confident that KIITO would become a spiritual place
or a cathedral and that it would help many creations yield as well. There on March 20
through 31, 2013 the project of “Tohoku and Kobe ‘A Stricken Site Veiled in Snowfall’
links” was realized to have received a broad public response. Actually it couldn’t satisfy
me due to the preparation for one short month period after the decision of
implementation. This time, however, the exhibition together with ͆ Gold of
Minami-Sanriku” was decided half a year before and I could make preparations to some
extent.
This project suggests potentiality of art through painting, music, poetry, dancing, video,
dialogue, discussion, personal exchange, etc. It may also be such an influential setup
model as citizens play the central role to initiate and companies and authorities of the
city and the prefecture follow to support. Power of works, power of performers and
power of supporters together with the field force and warm heart of people from Tohoku
and other areas who visited in spite of the cold weather were concentrated and merged
to have multiplied the chemical reaction. We have achieved a miraculous affair as a
whole. Although most of the people could only experience partly, their impressions
recorded explain the miracle eloquently. This record is a creation and a work to engrave
all what we did on our memory.
Representative of Art Support Center Kobe
Makoto Shimada
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 ࠰   ˅Өټ૨Өư߾ٻƳࡈǛႆᘙŵ
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ᩗǛ੨ƜƏƱൿǊƨƷƸעᩗƔǒ  ȶஉǄƲƕᢅƗƨ᪭ưƠƨŵଔƘ੨ƖڼǊƳƍƱʻƋ
ǔဃŷƠƍज़ᙾƕƲǜƲǜᕓǕƯƍƬƯƠǇƏŴƱƍƏүೞज़ǛƣƬƱज़ơƯƍǇƠƨŵƱƴ
ƔƘ੨ƜƏƱᇿǛѣƔƠžᩌƴѼǇǕǔᘮעſƕܦŴ ࠰  உƴƤǜƩƍȡȇǣǢȆȸ
ǯưႆᘙŵޒᅆ˟ئưƸٶƘƷᘮƞǕƨ૾ŷƔǒžƜƷዋǛᢃǜưŴᩗǛˡƑƯഒƠƍſ
ƱƍƏ٣ƕᎥƔǕǇƠƨŵ
߾ٻဒǛᢃǜưŴி҅ƱӲעǛጟƍưƍƔƳƚǕƹƳǒƳƍƱƍƏ̅ԡज़ƷǑƏƳǋƷƕဃ
ǇǕƨƷƸƜƷƔǒưƢŵƳǜƱƔி҅ƷٳưޒᅆƠƨƍŴƠƔƠ̾ʴưưƖǔƜƱƴƸƋ
ǒǏǔ᩿ưᨂမƕƋǔŵƲƏƴǋƳǒƳƍǇǇưƍƨƴЈ˟ƬƨƷƕǢȸȈǵȝȸȈǻȳ
ǿȸᅕৎƷဋƞǜưƠƨŵဋƞǜƸ  ࠰  உŴி҅ưƷဇǛฎǇƤᅕৎƴ࠙ǔᡦɶư
ƪǐƏƲዋǛޒᅆƠƯƍƨ˟ئǛᚧǕƨƷưƢŵƜƜƔǒಮŷƳʴŷǛࠇƖᡂǈƳƕǒʻׅƷ
ȗȭǸǧǯȈǁƱႆޒƠƯƍƘƜƱƴƳǓǇƠƨŵƜƷЈ˟ƍƕƳƚǕƹŴƋƷዋƸƦƷࢸǄ
ƱǜƲޒᅆưƖƳƍǇǇ̽ࡉƴƬƯƍǔƜƱƴƳƬƯƍƨƔǋƠǕǇƤǜŵ
ࠊൟŴ˖ಅŴࠊŴჄƕ࣓ǛӷơƘƠƯңщƠӳƍŴƜǕƩƚƷᙹƷȗȭǸǧǯȈǛᘍƏƜ
ƱƕưƖƨƱƍƏƜƱƴஜ࢘ƴᭃƍƯƍǇƢŵܱᘍۀՃ˟ƷႏಮƷႆ̮щƱʴஓƕƜǕƩƚƨ
ƘƞǜƷǋƷǛࠇƖᡂǜưƍƘҾѣщƱƳǓŴ᧙ǘƬƨʴμƯƕჇઋƴᩗƱӼƖӳƓƏƱƠ
ƨƔǒƜƦƠƛǒǕƨƷƩƱ࣬ƍǇƢŵʻׅƷȗȭǸǧǯȈưᅶƷዋƸŴЈᎍƴǑǓᘙ
ྵƞǕƨज़ऴǛࠢفƞƤŴKIITO Ʒᆰ᧓ƍƬƺƍƴƨƢࢫлǛƠƯƍǇƠƨŵಮŷƳȑȕǩ
ȸȞȳǹƴǑǓዋƸᘙऴǛ٭ƑŴဃƔƞǕƯƍǇƠƨŵЈᎍƷႏಮƴƸขƘज़ᜓƠƯƓǓǇ
Ƣŵ
இኳଐƷ  உ  ଐƸ᧵ᅕȷែٻᩗƕឪƖƨଐưƠƨŵஔ    ЎƴᅕৎࠊࢫЭƷ࠼
ئưᘍǘǕƨᡙलࡸư᱈ᅜƠŴƦƷࢸഩƍƯ  ЎǄƲƷ KIITO ƴλǔƱƦƜƸᅌǓƷئƱƳƬ
ƯƍǇƠƨŵ ƭƷᩗƕ᧓ǛឭƑƯƳǓӳƍŴबƠǈǍಮŷƳज़ऴƕࠢفƠŴᏟƕᛄǇ
ǔ࣬ƍưƠƨŵ ƭƷᆰ᧓ư  ƭƷᩗƷबƠǈǛӷƴŴज़ᙾႎƴσஊƢǔƜƱƕưƖƨཎ
КƳ˳᬴ưƠƨŵƜƷଐƴЈǛኳƑŴ፻ଐƴዋǛᆢǈᡂǜƩȈȩȃǯưܷ؉ǇưƷᧈុᩉǛ
ᢃ᠃ƠƳƕǒŴЭଐƷ˷᪩ƷɶưžƲƜƴưǋᢃǜưǍǔƧſƱൿॖǛૼƨƴƠǇƠƨŵ
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Three months or so had passed after the Earthquake and Tsunami before I decided to
paint the disaster. I had been afraid that the vivid memory of the moment might fade
away day by day. Putting everything aside I kept moving the brushes. I got through
with͆A Stricken Site Veiled in Snowfall” and in January, 2012 I exhibited it at Sendai
Mediatheque. There I was told by many sufferers to tell of the Earthquake and Tsunami
disaster with this painting.
I felt I was charged at this time such a mission as I had to tie all parts of this country to
Tohoku with it. I wanted to exhibit it in any place out of Tohoku. But it was beyond my
personal ability and I could do nothing about it for a while. In August, 2012 I happened
to meet Mr. Shimada of Art Support Center Kobe. He just dropped in at the exhibited
hall on his way back to Kobe after finishing engagements in Tohoku. This encounter
kept folding in many people to have developed into the project this time. Otherwise, the
painting could only be sleeping in a warehouse.
It is amazing that a project of this scale could be executed by citizens, companies and
authorities of the city and the prefecture in cooperation. It owes to the facts that
personality and communicability of the executive committee members manipulated the
mainspring to roll in so many people and that all the people involved in the project kept
facing the disaster sincerely. My two paintings played the role of magnifying the
emotions expressed by the performers to fulfill the KIITO hall. I saw the paintings were
changing their facial expressions to meet various performances. They looked fresh. I am
deeply grateful to every performer.
The last day of the project was January 17, the memorial of the Hanshin-Awaji
Earthquake. At 5:46 a.m. I offered a silent prayer together with many people at the
memorial ceremony held in the square of Kobe City Hall. And then I took five minutes’
walk to KIITO. I found that the hall was a space of prayer. The two disasters were
overlapped beyond the passage of time. Sorrow and other various emotions were
amplified to have occupied my heart. It was an unusual experience that I could
sensitively share the sorrow of the two disasters simultaneously with many people in a
single space.
The two paintings were carried out onto a truck within the day. While driving the truck
long way for Miyagi the following day, I refreshed, in the afterglow of the previous day,
my determination, “I will carry them wherever.”
Hiroshige Kagawa

ɼ͵ᎍਮਠ
ƜƷȗȭǸǧǯȈƸŴٶƘƷࠊൟƴૅƑǒǕŴƦƷɶƷȜȩȳȆǣǢȷǹǿȃȕƨƪƴǑƬ
ƯᢃփƞǕƯƍǇƢŵମ࠰  உƴᘍǘǕƨь߷࠼߾ٻዋဒȗȭǸǧǯȈƴ᧙ǘƬƨʴŷƷɶ
ƔǒᐯႆႎƴဃǇǕƯƖƨႆޒዻƱƍƬƯǑƍưƠǐƏŵʻׅǋ˟ئƷ੩̓ƱᚨփǛƠƯɦƞ
ƬƨᅕৎࠊŴ߾ٻዋဒƷᢃᡛǛяƠƯƘƩƞƬƨτࡉჄƴŴขƘज़ᜓƍƨƠǇƢŵ
 ࣔǕƯƳǒƳƍƷƸŴь߷ƞǜƝᐯ៲Ʒྂ៲ưƢŵʻׅǋᐯǒȈȩȃǯǛȬȳǿȫƠƯŴ˅
ӨƔǒᡛƠƯƘƩƞƍǇƠƨŵƦƠƯܱឋႎƳȗȭȇȥȸǵȸƴƠƯȇǣȬǯǿȸưƋǔǢ
ȸȈǵȝȸȈǻȳǿȸᅕৎˊᘙƷဋᛗƞǜƷŴٻƖƳऴ༏Ʊ̮ࣞƴƠǇƢŵி҅Ʊᅕৎ
Ǜጟƙь߷ƞǜƱဋƞǜƷƸŴƦƷขƘٻƖƳग़Ʊ̮᫂ưŴᭃƘǄƲٶƘƷࠊൟƨƪǛࠇ
ƖᡂǜưƖǇƠƨŵǘƨƠǋǇƨŴƦƷƻƱǓƴᢅƗǇƤǜŵ
 ǢȸȈǛۥʼƱƠƨȗȭǸǧǯȈƴǑƬƯᩗࢸƷૼƠƍࠊൟᅈ˟ǛоǔƱƍƏžɭႺƠſ
ƴƓƍƯŴᅕৎƱி҅ƸŴƍǘƹɭမӪႎƳ̅ԡǛЎƔƪӳƬƯƍǇƢŵƦƷƨǊƷˁኵǈƱ
ƠƯཎᇿƢǂƖƸŴࠊൟƻƱǓƻƱǓƷŴǇƨ˖ಅࠊൟƻƱƭƻƱƭƷž࣓ጂſƴǑƬƯŴƜ
ƷȗȭǸǧǯȈƕܱྵƢǔᢃƼƱƳƬƨƜƱưƢŵǇƞƴࡰ࢘ưӋьƠƯɦƞƬƨǢȸȆǣ
ǹȈŴȜȩȳȆǣǢȷǹǿȃȕƷႏಮƴŴ࣎Ɣǒज़ᜓဎƠɥƛǇƢŵ
 ƞƯŴǘƨƠƨƪƸʻŴь߷ƞǜƷ  ƭƷ߾ٻዋဒƴѼǇǕƨŴƜƷ KIITO Ʒٻᆰ᧓Ʒɶƴ
ᇌƬƯƓǓǇƢŵǘƨƠƸ˴ƔႸƴǋ˩ƨɧ࣬ᜭƳज़ᙾƴ᙭ǘǕǇƢŵᐯƷٻƖƳщƱƦ
ƷഭӪŴƦƠƯʴƷŴ૨ଢƷഭӪƱƕʩӎƠǯȩȃǷȥƠƨɭမӪႎƳქ᧓ƴŴǘƨƠƨƪ
Ƹᇌƪ˟ƬƯƍǇƢŵƦƷǨȍȫǮȸƷٻƖƞƴɟქƨơǖƗŴᆳƖ્ƞǕǔǘƨƠƨƪŵƠ
ƔƠŴƦǕƩƚƍƬƦƏࢍƘŴƜƷ߾ٻዋဒƷ߁᭗ƳನƴŴኬᢿƷ፦ƠƞƴोƖ˄ƚǒǕǔ
ưƠǐƏŵϋ᩿ႎƳ᧓ࠀǛƱǋƳƬƨ࣎ྸႎǳȳȈȩǹȈƕဃǈЈƢǤȳȑȫǹƴŴǘƨƠ
ƨƪƸࢍƘ࣎ǛѣƔƞǕƯƍǇƢŵ߾ٻዋဒƸŴǋƸǍǊǒǕǔǪȖǸǧưƸƳƘŴᐯЎᐯ
៲ƷЈஹʙƴ٭ǘƬƯƍǔƷưƠǐƏŵ
 ߾עٻᩗŴඬŴȡȫȈȀǦȳƱƍƏɤƷǫǿǹȈȭȕƸŴᐯƷٻƖƳщƱ૨ଢƷژǓ
ƷഭӪƱƕນᆳƠƨƜƱƔǒဃơǇƠƨŵƦƷबтƷᑈӨƕžி҅ſưƋƬƨƜƱƴŴཎܭƷ
ܼǍ˖ಅƩƚưƳƘŴଐஜƷࠊൟμՃƕᝧ˓ǛƬƯƍǔưƠǐƏŵᅕৎƷࠊൟƸŴƦƷ
ໜƴƱǓǘƚज़ƳƸƣưƢŵǘƨƠƨƪƸŴƜǕƔǒƷ  ᡵ᧓ƴǘƨƬƯŴƜƷ KIITO Ʒٻ
ᆰ᧓ưኦƗЈƞǕǔಮŷƳ፦ႎŴज़ࣱႎƳᐯࠁᘙྵŴƔƚƕƑƷƳƍžƍƷƪſƷȑȕǩȸȞ
ȳǹƴЈ˟ƍŴƦǕǒƷǤȳȑȫǹƴᚑႆƞǕƯŴɤƷबтƕƳƥி҅ưဃơƨƷƔƱƍƏ
ɭမӪႎƳբƍƴŴჇгƴӕኵǈƨƍƱ࣬ƍǇƢŵႏƞǜƷǳȟȃȈȡȳȈǛ࣎ƔǒࢳƠƯ
ƓǓǇƢŵ
ь߷࠼߾ٻዋဒƕጟƙி҅ƱᅕৎȗȭǸǧǯȈܱᘍۀՃ˟

ܱᘍۀՃᧈ ᕲɟپ
 ࠰  உ  ଐǪȸȗȋȳǰǻȬȢȋȸƴƯ

ᴾ
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ȗȭǸǧǯȈƷμ˳

ƜƷȗȭǸǧǯȈƸŴ ࠰  உ  ଐᲢଐᲣǑǓ  ଐᲢᲣǇưŴь߷࠼Ʒ߾ٻዋဒžᩌ
ƴѼǇǕǔᘮעſƱžҤɤᨕƷ᰾ſƷʚ˺ԼǛȇǶǤȳǯȪǨǤȆǣȖǻȳǿȸᅕৎ
ᲢKIITOᲣưӷƴޒᅆƠŴ ଐ᧓Ʒ˟ɶŴɼ͵ȷπѪ˖ဒǛӳǘƤƯ  ƷȗȭǰȩȠǛ
ܱƠǇƠƨŵஇኳଐƷ  உ  ଐƸŴҜЭ  Ҟƴ KIITO ƕƞǕŴ᧵ᅕែٻᩗƔǒ
 ࠰ႸƷž ƷƭƲƍſƴӋьƞǕƨႏಮƴǋٶૠƝஹئƍƨƩƖǇƠƨŵ
ь߷࠼Ʒ߾ٻዋဒƸŴிଐஜٻᩗƔǒǤȳǹȔȬȸǷȧȳǛࢽƯ੨ƔǕƨŴ̊ƷƳƍ
ٻƖƳ˺ԼᲢ᳧g᳧ᲣưƢŵƜƷ˺ԼƴƸŴܷ؉ဃǇǕƷь߷ᐯ៲ƕᘮᎍƱƠƯᩗ
ƴЈ˟ƍŴƦƜƔǒƠƔဃǈЈƠƑƳƍఌเႎƳщƕƋǓŴƋǒǏǔʴƴᩗƕǋƨǒƠƨ
ǋƷǛŴ᧓ƱئǛឭƑƯŴɟქƴȕȩȃǷȥȐȃǯƞƤǔƷưƢŵӷơᘮעưƋǔி҅
ƱᅕৎưޒᅆƢǔƜƱƴǑǓŴᅕৎࠊൟǛƸơǊŴᩗǛ˳᬴ƠƨʴŷƕǇƟǇƟƱ࢘Ʒᚡ
চǛԠƼឪƜƠŴǇƨƜƷ˺ԼƴЈ˟ƏƜƱưŴǑǓٶƘƷʴŷƕŴʻŴᘮעưᩊƳཞඞ
ƴƋǔʴƨƪǁƷ࣬ƍǛჇгƴσஊưƖǔئǛƭƘǔŴǇƞƴǢȸȈƷщƴǑƬƯி҅Ʊᅕৎ
ǛጟƙŴஜȗȭǸǧǯȈƷႸႎƕᢋưƖƨǋƷƱᎋƑƯƍǇƢŵ
KIITO ƱƍƏئƕŴь߷࠼Ʒ߾ٻዋဒǛࢽƯŴǇƨ߾ٻዋဒƱƱǋƴᘮעǁƷेƍǛ݃
ƤƨǢȸȆǣǹȈƨƪƴǑƬƯჇƴǯȪǨǤȆǣȖƳئƱƳǓŴƜƷŴƜƷئưƠƔឪƜǓ
ƑƳƍᘙྵƷௐܱǛဃǈЈƠǇƠƨŵᅶƨƪƸᩗƕࣔǕӊǒǕƯƍƘƜƱǛᚩƞƣŴҥƳǔ
ᑸᘐ˺ԼƷᦷចƔǒᘍѣǁƱŴʻŴƋƳƨƸ˴ǛƢǂƖƳƷƔǛŴʴŷƴբƍƔƚŴᬝǓᇌƯ
ƯƍƘᝮƳ˳᬴ǛƠǇƠƨŵǇƨிଐஜٻᩗƴƱƬƯᅦҾႆƸܾତƴᚐൿưƖƳƍᛢ᫆
ưƋǓŴƦƜƔǒᙸƑƯƘǔଐஜƷசஹƴƭƍƯŴٶƘƷᒉᎍƨƪƕӋьƠŴᛖǓƸơǊƨƜ
ƱǋٻƖƳௐƱƳǓǇƠƨŵ
ƜƷȗȭǸǧǯȈƸŴᅶƨƪࠊൟƕɼ˳ƱƳǓŴᅕৎࠊƱτࡉჄƔǒ˟ᝲئŴዋဒᢃᚨፗ
ᝲሁƷ੩̓ƴǑƬƯܱឋႎƴңƢǔƱƍƏȗȭǸǧǯȈưƠƨŵʻׅƷዮʙಅᝲƸಒም 
ɢόưŴƝңឃȷƝࢸੲƍƨƩƍƨ˖ಅǍ˳ׇŴ ӸǋƷƝឃӷƘƩƞƍǇƠƨႏಮ૾ƷƓщŴ
ƝૅੲƴǑƬƯʙಅǛܱƢǔƜƱƕưƖǇƠƨŵǇƨ˟ɶƸ  ӸᡈƍᢃփȜȩȳȆǣǢȷ
ǹǿȃȕƷ૾ŷƴǋૅƑǒǕŴႺ᧙ƬƨʴƩƚưኖ  ӸŴஹئᎍƸࡨǂ  ӸƱƳǓǇ
Ơƨŵ


ɼ͵ ь߷࠼߾ٻዋဒƕጟƙி҅ƱᅕৎȗȭǸǧǯȈܱᘍۀՃ˟


















σ͵







ۀՃᧈ
ۀՃ 
   
   
   

ᕲɟپ
ᱣᕲήו
ٻ༝
ဋᛗ
ᇦϋМ൶

Ტᅕৎܖٻܖٻᨈᨥ૨҄ܖᄂᆮᅹᲣ
ᲢᅕৎࠊᇌғൟțȸȫᧈᲣ
ᲢNPO ඥʴDANCE BOX ˊᘙᲣ
ᲢǢȸȈǵȝȸȈǻȳǿȸᅕৎˊᘙᲣ
ᲢᅕৎܖᨈࠖᜒܖٻᲣ

ᅕৎࠊ
ǢȸȈǵȝȸȈǻȳǿȸᅕৎ
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ޒᅆ ь߷࠼߾ٻዋဒžᩌƴѼǇǕǔᘮעſžҤɤᨕƷ᰾ſᴾ

᧓  உ  ଐᲢଐᲣ᳸ உ  ଐᲢᲣ ᳸ᲢஇኳଐƸ ᳸Უ
   ᲤKIITO ˞ଐᲢ ଐŴ ଐᲣᨊƘ Ტ࠼إ૰Ŵ ᪫ӋༀᲣ
˟ ئȇǶǤȳǯȪǨǤȆǣȖǻȳǿȸᅕৎᲢKIITOᲣ KIITO țȸȫ
Ƅ τࡉჄᅕৎࠊɶځғݱාထ


ி࣓҅ጂȗȭǰȩȠ
˖ဒỶἫὅἚᴾ
உ ଐ
Ძ உ Ჯ ଐ

ǤșȳȈӸ
ଐ ǪȸȗȋȳǰǻȬȢȋȸ

ி҅ƱᅕৎǛጟƙȁǧȭǢȳǵȳȖȫ


ஹئᎍૠ



TSUNAMI ȴǡǤǪȪȳÜҘƷ᪦ᑥưƭƳƙÜȗȭǸǧǯȈ



ᑈ៊ƱᏡሥƴǑǔȑȕǩȸȞȳǹƀټȎᑶ ܬȎƁ
ᲢπѪᲣ
Ძ உ Ჱ ଐ

້ Ü



Ძ உ Ჲ ଐ

൦ ᧵ᅕٻᩗᘮȔǢȎƴǑǔྂڌ



Ძ உ Ჳ ଐ

ங Ü



Ძஉ  ଐ

 Ü



Ძஉ  ଐ

 םȀȳǹȑȕǩȸȞȳǹƀବƷᅛχƁ


Ძஉ  ଐ



ᳺ Ɣǒ  ǁ᳸ᒉᎍƨƪƕᛖǔᩗƷசஹ᳸

ଐ ȀȳǹȑȕǩȸȞȳǹžފƚǔſ





ᜒݣᛩᳺி҅ƷࣄᐻŴᅦƷࣄᐻƱଐஜƷଢଐ





࣋ࡁ᚛ᛯžᅦƱଐஜƷଢଐſ

Ძஉ  ଐ






உ ȈȸǯǻȃǷȧȳžᚡǛƭƳƙᲧҹƷྵئƔǒſ
ᅔ ȈȸǯǻȃǷȧȳžᘮʩ්ᲫɢʴࠊൟׇǛǊƟƠƯſ
ᲢπѪᲣ






ȀȳǹȑȕǩȸȞȳǹ





ǢǫȚȩž᪪ƚ᭺ފƚ࣎ſ



Ძஉ  ଐ

൦ ᳺӽƸग़ƞǕǔƨǊဃǇǕƨᲢπѪᲣ



Ძஉ  ଐ

ங ᳺ᪦Ʒऴ ʚƭƷ߾ٻዋဒƷƨǊƴᲢπѪᲣ



Ძஉ  ଐ

 ᳺᩗȡȢȪǢȫǳȳǵȸȈ᳸ജưƭƳƙेƍ᳸



ӳᚘ



ᲤǤșȳȈƕᙐƠƯƍǔƨǊŴࡨǂʴૠƷಒምưƢᲢKIITO λӝƷǫǦȳȈƱȑȳȕȬȃȈᣐࠋૠǑǓምЈᲣ
ŵ

ޒᴾ ᅆᴾ
ᲫஉᲯଐ
᳸ ଐ

ଐ ᳺࣄᐻǫȡȩ᳸சஹǁᛖǓዒƙࣄᐻƱƍƏࠎஓ᳸ᲢπѪᲣ
 ᳺႉދǢȸȈٻထܭໜᚇยϙჇޒᲢπѪᲣ
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F ᴏᴶᴄᴯᴰᴈ







Ŧ߾ٻዋဒᚨփ
   உ  ଐᲢםᲣ ᳸

  

ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ

Ṹ ӷ͵ᴾ ᴾ Ẑь߷࠼ݱԼޒẑᴾ ᴾ
 ᧓  உ  ଐᲢஉᲣ᳸ ଐᲢஙᲣ
᳸Ტ້୴ଐƸ ŴஇኳଐƸ  ǇưᲣ
˟ ئǮȣȩȪȸဋFdeux
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ᴾ
ᴾ
ᴾ
ӋьẰủẺႏẰỮẦỤỉἳἕἍὊἊᴾ
ἩἿἂἻἲኰʼểểờỆᴾ

ᴾ

























ŦႏƞǜƔǒ݃ƤǒǕƨȡȃǻȸǸƸŴ࢘ଐƷႆᚕưƸƳƘŴ˟ኳʕࢸƴƍƨƩƍƨǋƷưƢŵ
ǇƨޓሁƸ͵ƷǋƷƱƳƬƯƍǇƢŵ
ŦܱȗȭǰȩȠƴƭƍƯŴKIITO țȸȫˌٳưƷ˟ئŴǇƨஊ૰ƷئӳƷǈ૰Ǜᚡ᠍ƠƯƍǇƢŵ
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ி҅ểᅕৎửጟẫἓỹἿỴὅἇὅἨἽᴾ

ᴾ
ᴾ
ଐ  உ  ଐᲢଐᲣ ᳸ Ტ࠼إ૰ ᪫ӋༀᲣ
ਦੱ ޛஜᅎȎʼ
Ј NPO ඥʴᨥȁǧȭǢȳǵȳȖȫң˟ž ʴƷȁǧȭſǑǓஊ࣓  Ӹ
ʟለဌኔ ඡእ܇
ޥ؉ᨻᢰ ޥ്
ౡဋँ ܇ɥྞ܇
ᡈ൶
ޢྸऔ ޛޢƻƔǓ Ҿஊ
ੑӴࢧ Ѩԧ܇
ψڤԧ ҅ӝାʂ ݱډደݱ ܇ҤՋʍ ᡈᕲᠼဃ ആʟҘݤ
ܧৎ˦ ܇ဋҘऔ ܇ႉඑӪᤠ ܇ஙܑᢊ ᭗ங˱ ܇ᣃ࣓ࢢ
ᡁබם ܇ǈƭء ܇܇
ᣃ̽ьˊ ৎဋᘽٟ σဋබ܇
ɶ ܇ࢢރҤ
ʚɥݎ Щබᅎ ʈஜ࠳
 ܨ
ܼႺ፦ ኬᡁᅵ፦ ஜ߽
൦ୢ
ɤသᑈ
ౕϋɟᓶ
οஙΧ
ޛϋ෴ݵ߷ޛ ܇፦ ޛӝᨙӪ ޛဋܑ ܇ӴޢՋ
Ӵ߷ᅵ บᎫ
ȜȩȳȆǣǢӖ˄ ƓƠƩɟ                ᚘ  Ӹ
Ⴘ žǻȬȊȸȇſ
ᲢFȩȒȊȸᲣ

ȁǧȭƷƨǊƷžȬǯǤǨȠſ
ᲢɤࢧᲣ
žȬȪǸǩȸǾſ
ᲢG. ǴȫǿȸȞȳᲣ
žឃജſ
ᲢC. ȀȴǣȉȕᲣ 

ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
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žȑȃǵǫȪǢſ
ᲢG. F. ȘȳȇȫᲣ
žኵʚᧈᛦſᲢD. ȕȳǯᲣ
žǢȪǪȸǾſᲢȁȣǤǳȕǹǭȸᲣ
ǫǿȭȋǢൟ᜕žᯓƷജſ

ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ



ᅶƨƪƷž ʴƷȁǧȭſƸ᧵ᅕٻᩗࣄᐻૅੲȷᘮעƷџൢƮƚǛႸႎƴဃǇǕǇƠ
ƨŵƦƷɶƔǒӋьƠǇƠƨ  ʴƷȁǧȪǹȈƸЭƴᘮעƷဒܼŴь߷࠼൞ƷƓᛅ
ǛƓᎮƖƠǇƠƨŵႺࢸƷबृƞǛ੨ƍƨɟƱŴƦƠƯŴဃǇǕƯƘǔǋƷǛ੨ƍƨ  ˺Ⴘ
Ʒ߾ٻዋဒƴǇǕŴႏƦǕƧǕƷज़ॼǛਤƬƯڌƠǇƠƨŵᐯЎƨƪƸƦǕƧǕƷᘮע
Ʒ૾ŷƴ˴ǋщƴƳǕƳƔƬƨƚƲŴȁǧȭǛƘƜƱưஜȗȭǸǧǯȈƷɟՃƱƠƯŴٻƖ
ƳᘮૅעੲѣƷɟяƴƳǕƨƱƷ࣬ƍưƞƞǍƔƳឱज़ǛਤƭƜƱƕ
ưƖǇƠƨŵ
ɟƭɟƭƕƦǕƧǕƷᘮעǁƷ࣬ƍǛਤƬƨǤșȳȈƷᨼӳ˳ƱƠƯƷ
ь߷ȗȭǸǧǯȈƸȯȸȫȉᚡࣞțȸȫư  ʴưڌƢǔž ʴƷȁǧ
ȭȷǳȳǵȸȈſƱӷᆉࡇƷŴƍǍƦǕˌɥƷ࠼ƕǓǛਤƬƯᘮעƷࣄᐻ
ૅੲƱџൢƮƚƷƓࢫƴƳƬƨƷưƸƳƍưƠǐƏƔᲹ
ᅶƨƪ  ʴƷȁǧȪǹȈᢋƸӋဒƞƤƯƍƨƩƍƯ࣎Ɣǒज़ᜓƠƯƓǓǇ
ƢŵƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ             ஜ߽
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ᵲᵱᵳᵬᵟᵫᵧ ỳỶỼἼὅḘҘỉ᪦ᑥỂếễẫḘἩἿἊỹἁἚᴾ

ᴾ
ᴾ
ଐ  உ  ଐᲢଐᲣ ᳸ Ტ࠼إ૰ ᪫ӋༀᲣ
Ј ޢପനᲢȴǡǤǪȪȳᲣ ңщᲴ˅ӨȕǣȫȏȸȢȋȸሥࢅಏׇ
࠽ӮਏᲢȁǧȭᲣ ʟ̀܇ᲢȔǢȎᲣ
ႸžǿǤǹƷსेſ
ᲢȞǹȍᲣ
ˤڌȁǧȭኵǑǓžȑȃǵǫȪǢſ
ᲢȐȃȏᲣ
žȴǡǤǪȪȳɤڌſ
ᲢȡȳȇȫǹǾȸȳᲣ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
TSUNAMI ȴǡǤǪȪȳÜҘƷ᪦ᑥưƭƳƙÜȗȭǸǧǯȈ
ᴾ
ƜƷȗȭǸǧǯȈƸŴிଐஜٻᩗƷᘮᎍૅੲƷƨǊƴŴȴǡǤǪȪȳȉǯǿȸ
Ʒɶຓ࠳ܪ൞ƕᘮעưဃǇǕᏋƬƨஙưȴǡǤǪȪȳǛᙌ˺ƠŴƦƷಏ֥Ʒ
ᴾ
ڌǛᡫƠƯᘮƞǕƨ૾ǛѕǇƠŴʧƘƳǒǕƨ૾ƴᦒ᭺ƷᅌǓǛƛŴᩗưƓ
ᴾ
ƖƨƜƱǛ҄ƞƤƣƴɭˊǛឬƑƯᛖǓƭƳƍưƍƘƱӷƴŴஇǋ࣎ƴǍƞƠ
ƍ᪦ಏƱƠƯŴǑǓٶƘƷ૾ƴǯȩǷȃǯ᪦ಏƴƾǕƯƍƨƩƘƜƱǛႸႎƱƠƯ
ᴾ
ƓǓǇƢŵȴǡǤǪȪȳᙌ˺ƴ̅ƏஙƸŴួڈƷ  ஜǍٻЏƳ࣬ƍЈƷƭǇƬ
ᴾ
ƨܼ௵ދనưƢŵᘮעưǒƢʴŷƷഭӪƕЦǇǕƨஙǛࢅಏ֥ƱƠƯᕽǒƤŴ
ᴾ
ɭမɶƷҘʴƷȴǡǤǪȪȋǹȈƕȪȬȸƷǑƏƴಏ֥ǛӖƚዒƗƳƕǒŴҘ᪦ᑥ
ڌư࣬ƍጟƛƯƘȗȭǸǧǯȈưƢŵ ࠰  உ  ଐǑǓȪȬȸƕڼǇǓŴɭမɶ
ᴾ
Ʒ  ܼڌʴƴǑǔȪȬȸᢋǛႸƴѣǛᘍƬƯƍǇƢŵ
ᴾ
ᲢɼሥᝠׇඥʴᲴClassic for Japan  http://www.clasiic-for-japan.or.jpᲣ
ᴾ

㸫12㸫

ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ь߷࠼ȗȭǸǧǯȈƴӋьƞƤƯƍƨƩƖஊǓᩊƏƝƟƍǇƠƨŵ
ʻׅӋьƞƤƯƍƨƩƍƨƜƱƴǑǓŴʴƱʴƱƷƭƳƕǓƱŴǛƞǒƴࢍƘज़ơƯƍǇƢŵ
6570#/+ ȴǡǤǪȪȳƱᘮȔǢȎƷૼƠƍƭƳƕǓŴƦƠƯܖٻƷέưǋƋǓிଐஜٻᩗ
ˌᨀŴ᧙ᙱǛɶ࣎ƴȁȣȪȆǣȸǳȳǵȸȈǛዓƚƯƍǔȁǧȪǹȈ࠽ӮਏƞǜŴᅕৎƝЈ
៲ƷእǒƠƍȔǢȋǹȈʟ̀܇ƞǜƱƷૼƠƘưƖƨŴƜǕǋʻׅƷȗȭǸǧǯȈƔ
ǒဃǇǕƨǋƷưƠǐƏŵƦƠƯь߷࠼ƞǜƷ࣬ƍƷƜǋǔዋဒŴ᪦ಏŴȇǶǤȳȷǯȪǨ
ǤȆǣȖǻȳǿȸᅕৎ KIITO ƱƍƏᆰ᧓ưဃǇǕƨᑸᘐƷᗡӳŴǹǿȃȕŴƓܲಮŴƦƷئ
ƴƍǒƬƠǌƬƨٶƘƷ૾ŷƱƷƭƳƕǓŵƞǒƴƦƜƔǒૼƠƍƭƳƕǓƱǛဃǈŴ࠼ƕ
ǔƖƬƔƚƱƳƬƯ᪬ƚǔƜƱǛᫍƍǇƢŵ
ޢପന

ƜƷࡇƸŴь߷࠼ȗȭǸǧǯȈƴӋьƞƤƯƍƨƩƖஊᩊƏƝƟƍǇƠƨŵᘮעǁᘍƖŴ
˴ƔщƴƳǕǔƜƱǛƠƨƍƱʻǇư࣬ƍƳƕǒܱᘍưƖƯƍǇƤǜưƠƨƷưŴʻׅƷѣ
ƴӋьƢǔƜƱưŴݲƠưǋƓࢫƴᇌƯƨƳǒƹ࠳ƍưƢŵ
ь߷ƞǜƷዋƕƖƬƔƚƱƳǓŴٶƘƷ૾ƕңщƠӳƍٻǤșȳȈǛ͵ŴыƞǕǇƠƨ
ƜƱǛᎋƑǇƢƱŴƦƷǨȍȫǮȸǛʴƔǒࡽƖЈƢƜƱƷưƖǔᑸᘐƷщƸŴ˅ӨǍᅕৎǛ
ԃǊٶƘƷࣱ؏עƷƨǊƴƸ࣏ᙲƳƜƱƩƱોǊƯज़ơǇƠƨŵ
ʟ̀܇
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᘮȔǢȎ
ᴾ
 ࠰ᙌᡯNEW YORK STEINWAY Model:B-211ÝArt-VintageḚȋȥȸȨȸǯئ
ᴾ
ᙌƷǹǿǤȳǦǧǤưƢŵᩗƴƸƴƋǔଐஜȔǢȎǵȸȓǹƷǷȧȸȫȸȠ
ưᘮƠŴټʟǍُƷɦƖƴƳǓᏩǍȚȀȫƕ৵ǕŴஜ˳ǋٻƖƘͻƭƖǇƠƨŵ
ᴾ
ȔǢȎϋᢿƴǋჿƳƲƕٻƴᡶλƠᘮܹǛӖƚǇƠƨƕŴӧᏡƳᨂǓǪȪǸȊ
ᴾ
ȫƷᢿԼǛസƠƯࣄΨƞǕǇƠƨŵ
ÝArt-Vintage ƸଐஜȔǢȎǵȸȓǹఇࡸ˟ᅈƷ
ǪȪǸȊȫȈȬȸȉȞȸǯưƢŵӸ֥Ǜ༌ჷƠƨ২ᘐᎍƨƪƕȪȓȫȈƠƨŴӞƖ
ᴾ
ǑƖˊƴᙌᡯƞǕƨಏ֥ƩƚƴɨƑǒǕǔཎКƳᆅӭưƢŵ
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ᑈ៊ểᏡሥỆợỦἣἧỻὊἰὅἋᴾ Ẓټἠᑶᴾ ܬἠẓᲢπѪᲣ



ଐ  உ  ଐᲢଐᲣ ᳸ Ტ࠼إ૰ ᪫ӋༀᲣ
Ј ᑈ៊ǫȳȑȋȸ ʻ܇Ქ͆፠ࡈᲢ˱ᕲʀ ܇ȋǳ עక ᭘Ⴧྸ܇Უ
Ꮱሥ ɶʁ፦܇ᲢᡋᑀᲣ                 ᚘ  Ӹ
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

ෙƴྂơǒǕƨᑶŷƕŴټɥưԵƖǄǄƑǈŴ᭺ǛƳƙƞǊǔǑƏŴ
ǇƨŴܬܢƷऒԉƕŴྶעǛԉƖบǓŴԡƷǨȍȫǮȸǛԠƼᙾǇƢǑ
ƏƴƱƷᫍƍǑǓŴǿǤȈȫǛӸ˄ƚŴKIITO țȸȫƷிᙱƴޒᅆƞǕ
Ưƍǔ  Ʒ߾ٻዋဒǛᑈ៊ƱᏡሥưኽƼƨƍƱᎋƑŴо˺ƠǇƠƨŵ
˺ԼƸŴ
žᩌƴѼǇǕǔᘮעſƷЭưƷ൦ȷϤǛᘙᝋƠƨಏžႴฏ
᪦ӕſƷᏡሥڌƴƸơǇǓŴᨦ܇ǛʈǓཋƴᙸᇌƯƨᑈ៊ưŴܲࠗƷ
ɶǛ៉Ǔ৷ƚŴƓܲಮƴƸ૾Ӽ੭ƑǛƝңщ᪬ƖŴᑈӨǛžҤɤᨕƷ᰾
ſƷЭƴᆆѣŴʞᆝᝅᆩƷᅌǓǛᡂǊƨᏡሥڌƱӴᅙǛਔƘȉȩǴ
ȳƷ៉ǓŴټɥƷᑶƷ៉ǓƳƲǛጢǓʩƥŴᑈ៊  ӸŴᏡሥڌᎍ  Ӹ
ƴǑǔኖ  ЎƷɥƱƍƨƠǇƠƨŵ
ƨƘƞǜƷƓܲಮƱǋƴŴь߷˺ԼƕႆƢǔᆰൢƷƏƶǓǛŴ˳μ˳
ưज़ơƨπưƠƨŵ৲ƛ᥉ǋ᪬্ƠŴɟᢿǛ݃˄ƱƞƤƯƍƨƩƖǇƠƨŵମ࠰  உƴŴǽ
ȭȑȕǩȸȞȳǹưӋьƠŴƜƷࡇƸŴԗƴ࠼ƕǓŴ˳᬴ǛσஊƢǔƜƱƕưƖǇƠƨŵᝮ
Ƴೞ˟ǛɨƑƯ᪬ƖŴ࣎ǑǓज़ᜓဎƠɥƛǇƢŵ               ʻ܇
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᧵ᅕٻᩗὉᘮἦỴἠỆợỦྂڌ

ଐ  உ  ଐᲢ൦Უ ᳸ Ტ࠼إ૰ ᪫ӋༀᲣ
Ј


‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒


 Ⴘ
ǤȈǦȦȟ ұᐻڌßь߷࠼Ʒ߾ٻዋဒӏƼٻᩗƴǑƤƯà
ᇦဋ܇
žǷȣǳȳȌſᲢȐȃȏᲣžȈȭǤȡȩǤſᲢǷȥȸȞȳᲣ
žᑈ៊ǁƷѰᛔſ
ᲢǦǧȸȐȸᲣ
ɦܱኟ܇
žᩋƷእ੨îſᲢന࣋ᲣžȎǯǿȸȳſ
ᲢȕǩȸȬᲣ


žȎǯǿȸȳᢡ˺ſ
ᲢǷȧȑȳᲣž࠶ेſ
ᲢǹǯȪȣȸȓȳᲣ
ϋیᨺ
žǈƪƼƖעᔺſǑǓƀൢ˅කٻǈƪƼƖעᔺƁ
Ტ߷ɥወᲣ
˱ƑǓ܇
žȔǢȎǽȊǿ٭ȭᧈᛦᲾ ᢡ˺ſ
ᲢǷȥȸșȫȈᲣǑǓ


ǤȈǦȦȟ

ᇦဋ܇

ɦܱඍ܇

˱ƑǓ܇

ϋیᨺ
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ἒὅἋῒἣἧỻὊἰὅἋᴾ ẒବỉᅛχẓᲢǹȈȩȴǣȳǹǭȸ˺Უ

ଐ  உ  ଐᲢםᲣ ᳸
ዮӳЈਰ˄Ⴓ̲Ј
ਰ˄Ј  
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒‒


‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

᧙χ܇Ტᅕৎܖٻܖٻᨈʴ᧓ႆᢋܖؾᄂᆮᅹᜒࠖᲣ
ᅕৎܖٻႆᢋᅹܖᢿʴ᧓ᘙྵܖᅹᑈ៉Ǽȟ 
فဋࢷ  ٹᓬҾٻඕ  ӞҾஹ  ޢΨƻƔǔ
ЈӝჇྸ ܤᙱޢᨻˊ  ຬӝჇᘘ  ᙱ๓ᅎ
Ҥஜᄂ࣓  ᙱࢢ ܇൷ډރᆞౕ ܇џᄶ‒
ᚘ  Ӹ‒

ᅕৎܖٻႆᢋᅹܖᢿʴ᧓ᘙྵܖᅹᑈ៉Ǽȟ
᧙χ܇ƷਦݰƷɦŴܱ২ƱྸᛯƷɲ᩿Ɣǒ៲˳ᘙྵǛᆮɶŵǢȸȆǣǹȆǣȃǯȷȠȸȖ
ȡȳȈȷǤȳȷȈȤȞ  ࠰ᡲዓӖចᲢஜҘˊច ȷཎКច ᲩᲣ
ŴƜƏǂȦȸ
ǹចᲢᲣŴ್ාȀȳǹǳȬǯǷȧȳ ': ڜѕចᲢᲣŵτࡉჄᇌ፦ᘐٻٳދ᨞െƴƯŴ
Site Specific Dance PerformanceᲢGATEȷKIRAȷବƷᅛχ ᲣǛႆᘙŵ᧙Ƹτ
ࡉჄᑸᘐڜѕចᲢᲣŴᅕৎࠊ૨҄ڜѕចᲢᲣƳƲӖចŵ

‒
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
ȀȳǹȑȕǩȸȞȳǹƀବƷᅛχƁƸŴ
࠰  உƴτࡉჄᇌ፦ᘐٳދҤٻ᨞െƴƯɥ
ƠƨǋƷǛဋᛗƞǜƷƓᛔƍǛӖƚŴોᚖЈ
ƴƯϐƞƤƯƍƨƩƖǇƠƨŵИ  ԗ࠰ᚡ
ࣞƱƠƯӕǓኵǜƩஜ˺ԼƷஇኳπǛƜƷȗȭǸǧǯȈưǔƜƱƕưƖŴขƘज़ᜓဎƠɥ
ƛǇƢŵ
ϵƯƭƍƨעٻƕлǔǑƏƴƠƯᚧǕǔȭǷǢƷବǛڌưǔƀବƷᅛχƁƱŴᩌƱଐƷήǛ
੨ƍƨƀᩌƴѼǇǕǔᘮעƁƀҤɤᨕƷ᰾ƁƷᚃጂࣱŵᩗƱࣄᐻǁƷᅌǓŴဃនƱᅔᅛ
äääɟݣƷዋဒǛᘍƖஹƢǔЈƸŴƜƷᆰ᧓ƔǒᛔǘǕ
ǔǑƏƴƠƯဃǇǕǇƠƨŵኳࢸƷภƔƍਊƴƸᏟƕ༏
ƘƳǓǇƠƨƕŴ˴ǑǓǋŴƜƷዋဒƴݣƠƯ៉ǔƜƱƷ
ưƖƨŷƜƦƕŴ᩼ࠝƴᆇஊƳ˳᬴ǛƞƤƯƍƨƩƚƨƱŴ
࣎Ɣǒज़ᜓƠƯƓǓǇƢŵǳȳȆȳȝȩȪȸȀȳǹƸžʻŴ
ƜƜƴנǔƜƱſ
Ŵ૨܌ᡫǓžconᲢσஊᲣᲥtemporaryᲢქ᧓Უ
ſ
Ǜܱज़ƞƤǔǋƷưƋǔƱ̮ơƯᘙྵѣǛᘍƬƯƓǓǇƢŵ
ᅕৎƷžʻŴƜƜſƕŴி҅ƷžʻŴƜƜſƴŴފƖǇƢ
ǑƏƴŵ
᧙χ܇ȷᑈ៉Ǽȟɟӷ
‒
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Ẑᵑᵌᵏᵏ ẦỤ ᵏᵌᵏᵕ ồᴾ ῍ᒉᎍẺẼầᛖụӳạᩗểசஹ῍ẑᴾ

ᴾ
ᴾ
ଐ  உ  ଐᲢםᲣ ᳸
ᒉᎍƨƪƴǑǔȆȸȞКǰȫȸȗȇǣǹǫȃǷȧȳᲢӋьᎍૠ ӸᲣ
ȆȸȞ ĬžᅦҾႆƱᅶſ

ĭžˎᚨ˰ܡƔǒЈႆƢǔſ

ĮžɭမƱᘮעſ

įžȜȩȳȆǣǢƸዓƚǒǕǔƔſ
ǳȡȳȆȸǿȸ 
ȭȋȸǢȬǭǵȳȀȸ ᲢᅕৎܖٻܖٻᨈᨥңщᅹᲣ
ʟᨻฌᲢᘮ עNGO ࣽǻȳǿȸˊᘙᲣ
னිͤ Ტ᧙ᙱܖᨈܖٻȒȥȸȞȳǵȸȓǹǻȳǿȸʙѦᧈޅᲣ 
߷ӝᜐᡯᲢᅕৎܖᨈܖٻȜȩȳȆǣǢѣૅੲܴȜȩȳȆǣǢǳȸȇǣȍȸǿȸᲣ
ٻᡯ ᲢᅕৎܖܖٻဃȜȩȳȆǣǢૅੲܴȜȩȳȆǣǢǳȸȇǣȍȸǿȸᲣ
ᡶᘍ ౕऑ ܇ᲢᅕৎܖܖٻဃȜȩȳȆǣǢૅੲܴȜȩȳȆǣǢǳȸȇǣȍȸǿȸᲣ
‒ ࢘ଐܖဃႆᘙᎍ‒
‒
‒
‒
‒
ስҾͤٽᲢ᧙ᙱܖᨈܖٻᲣ
‒
‒
‒
‒
‒
ኬ߷ग़̔ྸᲢᅕৎܖᨈܖٻᲣ
‒
‒
‒
‒
‒
ǹǶȳǫȏȋȐȭȴǡᲢϙჇɶځᲣ
‒
ᲢᅕৎܖٻܖٻᨈᲣ˂
‒
‒
‒
‒
‒
ᕲؘแʍᲢဍҤܖٻᲣ
‒
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‒
‒
‒
‒











ᲢǢǤǹȖȬǤǯᲣ

ь߷ƞǜƷዋƸƱƯǋᡐщƕƋǓŴʚƷዋƴ
ǇǕƨȀȳǹȑȕǩȸȞȳǹǛǈƯƍǔƏƪƴŴ
ज़ऴƕࣕƠƘƳǓƢƗƯŴ˴ǛƲƏज़ơƯƍǔƔƕ
ǘƔǒƳƘƳƬƯƠǇƍǇƠƨŵƦǕƩƚȑȯȸƕ
ƋǓǇƠƨŵ
ƦƷࢸƷž Ɣǒ  ǁ ᒉᎍƕᛖǓӳƏᩗ
ƱசஹſŵӲǰȫȸȗưӋьᎍƕɟဃভԡƴᛅƠ
ƯƍǔƷǛᙸƯŴǰȫȸȗ᚛ᛯǛɶ࣎ƴƠƯǑƔƬƨƱ࣬ƍǇƠƨŵǋƬƱ᧓ƕƋǕƹᑣƍ
ƱƔŴǋƬƱǰȫȸȗ᧓ƷᛅƕƋǕƹᑣƍƳƱƔŴज़ơǔƜƱƸᑥŷƋ
ǓǇƠƨƕŴӋьᎍƷჇгƞǍЭӼƖƳ७ࡇƕҮᝋႎưƠƨŵǇƨŴь
߷ƞǜƔǒƷžɟᚕſƕᳺݣᛅƴƳƬƨƜƱƸƱƯǋǑƔƬƨưƢŵᛅ
ǛƢǔƷƴ࣏രƴƳƬƯƍƨᒉᎍƕŴь߷ƞǜƷᛅǛƖƬƔƚƴዋǛƪ
ǌǜƱᙸƨƔǒưƢŵ
ʴƸƳƥዋǛ੨ƘƷƔᲹᩗƸƲƏƢǕƹˡǘǔƷƔᲹᛡƴˡƑ
ƨƍƷƔᲹᛅƠӳƍƷஇࢸƴϐࡇŴƋƷ  ƷᳺᩗǛơƬƘǓǈƨ
ƓƔƛưŴ࢘ଐᙸƭƔƬƨሉƑƴŴૼƨƳွբƕဃǇǕƯƖǇƠƨŵ
ȭȋȸȷǢȬǭǵȳȀȸ


ཎКޒᅆƀȝȸȝǭӐऴཋᛖƁ

᳸ிଐஜٻᩗưဃǇǕƨᅶƨƪƷԧƷ᳸


ᩗƷǑƏƳ˳᬴ƸŴƜƱƹƩƚưƸᘙƢƜƱƕưƖƳ
ƍ᩿ͨƕƨƘƞǜƋǓǇƢŵᩗǛƖƬƔƚƴڼǇƬƨ

ȝȸȝǭӐऴཋᛖƸŴƶƜƷȝȸȝǭƕ᠍ƬƯƍǔᧈƍ

ࠋᲢEOgEOᲣƴƋǓƷǇǇƷൢਤƪǛ੨ƘƜƱƕưƖǔѣưƢŵ

ᘮעƳƲŴϋٳưޒƠŴЈ៲Ǎ࠰ᱫǋ᧙̞ƳƘŴӝƴЈƞƳƍŴЈƤƳ
ƍबƠǈŴɧܤŴٻЏƳǋƷƳƲƷዋǛᡫơƯƓʝƍǛૅƑƳƕǒƦǕƧǕƷ

ȚȸǹưɟደƴଢଐǁӼƔƏƜƱǛႸႎƱƠƯƍǇƢŵ

ᲢȭȋȸȷǢȬǭǵȳȀȸᲣ
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ь߷ƞǜƸᅦǛ੨ƍƯƓǒǕǔƷưо˺ƸዒዓƠǇƢƕŴǋƱǋƱᄩᇌ
ƞǕƯƍƨ૾ඥᛯᲢ߾ٻƳዋᲣǛŴ ƴ̅ဇƞǕŴᑶƠƯƍǔƜƱŵ
ƦƷƨǋƱưŴʴƼƱƕȀȳǹǍڌǍᜭᛯǛƢǔƜƱŵƓᅛǓưƠƨŵƦ
ǕƧǕƷଐࠝƷӕǓኵǈƕʩ්ƠƯƍǇƠƨŵƦǕǛӧᏡƱƢǔࢍࡇƕŴƋ
ƷዋƴƸƋǓǇƠƨŵരƱဃƷ᧓ƕᘙྵƞǕƯƍǇƠƨŵ
ᅶƸܖఄưŴᒉᎍƱσƴᢅƝƠƯƍǇƢŵࢬǒƴ˴ƔǛƠƯƍǔǘƚưǋ
ƳƘŴƦƜƴٳƔǒᛔƍƕƋǓŴܖဃǛƭƳƛƯƍǔŵʻׅǋᇦϋƞǜƴᲢࢍ
ࡽƴᲣᛔǘǕŴܖဃǛࠇƖᡂǈǇƠƨŵƓƔƛưܖဃƸٻƖƳХນǛӖƚƨǑƏưƢŵȜȩȳ
ȆǣǢƸଢǔƘƯଡ଼ƔƳ᩿ͨƕӕǓɥƛǒǕǇƢƕŴଢ଼ƘƯŴ൧ƷǑƏƴϬƑᡂǜưƍǔ᩿ͨ
ǋƋǔƸƣưƢŵᅶƨƪƸܤμƳئƴއዓƚǔƱƍƏǘƚƴƸƍƖǇƤǜŵᅶƴƸŴƋƷዋ
ƷƾǋƱƸƦǜƳƜƱǛϐᛐᜤƢǔئưƠƨŵ
                                    ߷ӝᜐᡯ
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ᐯЎƷɶưŴிଐஜٻᩗƸǇƩዓƍƯƍǔŵ
ᩗƔǒ  ࠰Ʊ  ȶஉǛᡇƑƨ  ࠰  உ  ଐŴᅕৎư͵ƞǕƨžь߷࠼߾ٻዋဒ
ƕጟƙி҅Ʊᅕৎ ſƴӋьƠƨŵᐯЎᐯ៲Ŵ உƴி҅ƴᘍƬƯƔǒƸŴዒዓႎƴȜȩȳ
ȆǣǢѣƱƍƏǋƷƸᘍƬƯƍƳƔƬƨƷưŴƱƯǋᝮƳೞ˟ưǋƋƬƨŵƱӷƴŴᒉ
ᎍƨƪƴǑǔǰȫȸȗȇǣǹǫȃǷȧȳƴӋьƢǔƜƱƴƸŴᒉƷɧܤǋৼƑƯƍƨŵ
ȗȭǰȩȠƷИǊƴƸŴь߷࠼ƞǜƷᡐщƋǔ߾ٻƳ  ƭƷዋဒǛȐȃǯƴŴᅕৎܖٻႆ
ᢋᅹܖᢿʴ᧓ᘙྵܖᅹᑈ៉ǼȟƴǑǔŴȀȳǹȑȕǩȸȞȳǹƕᘍǘǕƨŵඬƷबृƳᘮ
עƷۋǛᘙྵƠƨዋဒƱŴࣄᐻǛᫍƏࠎஓǛᘙƠƨዋဒƷЭư៉ǔۋƴऒǛԕǜƩŵƦǕƧǕ
ƴǑƬƯਵƑ૾ƸီƳǔƕŴȀȳǹƕኳǘǔƴŴਊƕᯚǓഥǇƳƔƬƨƜƱƔǒǋŴज़ѣ
ǛɨƑƨȑȕǩȸȞȳǹưƋƬƨƜƱƸ᧓ᢌƍƳƍŵ
 ҜࢸƔǒƸŴ ƭƷȖȸǹƴЎƔǕƯƷǰȫȸȗȇǣǹǫȃǷȧȳǛᘍƬƨŵᅶƸŴ
žȜȩȳ
ȆǣǢƸዓƚǒǕǔƔſƱƍƏȆȸȞƴӋьƢǔƜƱƴƠƨŵᅶᐯ៲ŴٰˌᨀƸŴȜȩȳȆǣ
ǢѣƔǒݲƠᩉǕƯƍƨƜƱǋƋǓŴȜȩȳȆǣǢƷዒዓƱƍƏǋƷƴ᧙࣎ƕƋƬƨŵǇƨŴ
᧙ᙱƷܖဃŴᅈ˟ʴƸƲƷǑƏƴȜȩȳȆǣǢǛዒዓƠƯƍǔƔჷǓƨƔƬƨŵƜǕǒƷྸဌ
ƔǒŴžȜȩȳȆǣǢƸዓƚǒǕǔƔſƱƍƏȆȸȞǛᢠƿƜƱƴƠƨŵ
ǰȫȸȗȇǣǹǫȃǷȧȳưƸŴܖဃƩƚưƳƘŴᅈ˟ʴƷ૾ŷǋӋьƞǕƯƓǓŴಮŷƳ
ॖᙸʩ੭ƕᘍǘǕƨŵƦǕƧǕƷѣǛኰʼƠŴբ᫆ໜǛǓŴᚐൿሊǛᜭᛯƠƯƍƘŵڼǊ
ǔЭƴŴ᧙ᙱܖᨈƷனිƞǜƕƓƬƠǌƬƨžʻଐƸƦǕƧǕᐯЎƴưƖǔࢫлǛ  ƭᙸƭƚ
ƯƘƩƞƍŵ
ſƱƍƏᚕᓶƕʻưǋࢍƘ᪽ƴസƬƯƍǔŵᅶǋŴȜȩȳȆǣǢƴИǊƯӋьƢ
ǔƴŴᐯЎƷࢫлǛᙸƭƚǔƱƏƜƱƸŴ࣎ƴƣƬƱൿǊƯƍƨƜƱưǋƋƬƨƔǒƩŵȜ
ȩȳȆǣǢǛዓƚǔƴƋƨƬƯ˴ƕբ᫆ƴƳƬƯƘǔƷƔŵᅕৎܖᨈܖٻǍŴʮᣃܖٻƳƲዒ
ዓႎƴ˳ׇƱƠƯѣƠƯƍǔܖဃƔǒƸŴ
ž˳ׇưƷࡽዒƗƕƏǇƘƍƔƳƍſ
ž̾ŷƷȢȁ
șȸǷȧȳƷ˯ɦǍӋьƢǔƩƚƷܖဃǋƍǔſƳƲ˳ׇƱƠƯƷբ᫆ƕූɥƠƨŵǇƨŴ
᩿ƔǒǋŴዒዓƱƍƏᚇໜƔǒƸբ᫆ƷɟƭƴƳǔƱƍ
ƏਦઇǋƋƬƨŵǰȫȸȗƷኽᛯƱƠƯƸžʴƱʴƱƷጟ
ƕǓƕƋǕƹȜȩȳȆǣǢƸዓƚǔƜƱƕưƖǔſƱƳƬ
ƨŵƦƷƨǊƴŴྵעƷ૾ŷƱ˳ǛɟደƴѣƔƢѣǍŴ
ྵעƷ૾ŷƱŴܼଈƷǑƏƴƢǔƜƱǛ࣎ƕƚǔŵƳƲ
ƷᚐൿሊǋưƯƖƨŵ
 ࢘ИƸŴѣǛዒዓƠƯƍƳƍᐯЎƕƜƷǑƏƳئƴӋьƠƯƍƍƔɧܤưǋƋƬƨŵƩƔ
ǒƜƦŴƜƷɧܤƳൢਤƪǛƋǓƷǇǇᘙྵƠƯƍƘƜƱǋŴݱƞƳᐯЎƷࢫлưǋƋǔƷƔ
Ʊ࣬ƬƨŵѣǛዒዓƠƯƍǔܖဃƴǋŴपǈǍբ᫆ƳƲƕƋǓŴƦƷपǈƴٻƖƍǋݱƞƍ
ǋƳƍŵƩƔǒƜƦŴσஊƠƯƍƘŵƦƠƯŴႏưपǈŴႏưᎋƑŴႏưሉƑǛЈƠƯƍƘŵ
ોǊƯƦƷƜƱƴൢƮƍƨ᧓ưǋƋƬƨŵ
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ᐯЎƷࢫлƸŴžᎋƑዓƚǔſƜƱưƋǔƱ࣬ƏŵƢƙƴሉƑƸЈƳƍŵƩƔǒƜƦŴɟʴ
ưƸƳƘŴᘮעƷႏಮƷ࣬ƍŴѣƢǔː᧓ƨƪŴܖဃŴέဃ૾Ʊɟደƴிଐஜٻᩗƴƭ
ƍƯŴࣄᐻƴƭƍƯŴȜȩȳȆǣǢƴƭƍƯᎋƑƯƍƖƨƍŵʻׅŴƜƷǑƏƳئǛᚨƚƯƍ
ƨƩƍƨܖဃǍǹǿȃȕƷႏƞǜŴኰʼƠƯƘƩƞƬƨܖٻǳȳǽȸǷǢȠƻǐƏƝᅕৎƷɶ
൦ƞǜŴǳȸȇǣȍȸǿȸƷέဃ૾ŴȇǣǹǫȃǷȧȳǛᘍƬƨܖဃǍᅈ˟ʴƷႏƞǜƴஜ࢘
ƴज़ᜓƷൢਤƪưƍƬƺƍưƋǔƱσƴŴƜƷǑƏƳžʴƱʴƷጟƕǓſǛٻЏƴƠƨƍŵ
  Ʒ᧵ᅕែٻᩗƷᚡচǛƏƬƢǒƱᙾƑƯƍǔᅶƨƪᅕৎƷܖဃŵƋƷƸŴᅶᢋƸŴ
ǇƩᩗǍࣄᐻƳƲЎƔǒƳƔƬƨŵưǋŴ ƸᢌƏŵᩗǛӖƚƨӷơᘮעƱƠƯŴŷ
ƸிଐஜٻᩗǛᎋƑŴˡƑŴዓƚƯŴጟƛƯƍƔƳƚǕƹƳǒƳƍŵᅶƨƪᒉᎍƕŴ ࠰ࢸŴ
 ࠰ࢸƷܖဃƨƪƴƜƷǑƏƳѣǛˡƑŴጟƛƯƍƘŵƜƷǑƏƳᐯЎƷ̅ԡƕŴࢫлƕƋ
ǔᨂǓŴᐯЎƷɶưிଐஜٻᩗƸዓƍƯƍƘŵ
ᕲؘแʍᲢဍҤܖٻඥܖᢿᲭׅဃᲣ‒
‒
‒
‒
ʻׅŴˎᚨ˰ܡƔǒЈႆƢǔƱƍƏȆȸȞưȇǣǹǫȃǷȧȳǛᘍƍǇƠƨŵ୍െŴᅶƨƪ
ܖဃǹǿȃȕܹྰƸӷơႸႎǍ༏ॖƷǋƱѣǛᘍƬƯƍǇƢŵʻׅƸƍƭǋƱƸݲƠᢌƬ
ƨȡȳȐȸƱƷȇǣǹǫȃǷȧȳưƠƨŵ୍െƸЈƯƜƳƍǑƏƳక
ǍॖᙸǛᎥƘƜƱƕưƖƯૼƠƍႆᙸƕƋƬƨǓŴᐯЎƨƪƷܖٻƴ
ਤƪ࠙ƬƯૼƠƍ૾ӼࣱƱƠƯӕǓλǕƯƍƘƜƱƕưƖǕƹƱ࣬ƍ
ǇƢŵƞǇƟǇƳܖٻƷ૾ƨƪƱƷʩ්ƸƱƯǋƍƍኺ᬴ưƋǓŴᐯ
ЎƴƱƬƯǋி҅ƷࣄᐻǛᎋƑǔƏƑưǋƜƷǑƏƳئƴƜǕƔǒǋ
ӋьƠƯƍƖƨƍƱ࣬ƍǇƠƨŵ
್ဋ̍̀Ტᅕৎܖᨈܖٻʴ૨ܖᢿ  ׅဃᲣ
‒
‒
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ἒὅἋὉἣἧỻὊἰὅἋẐފẬỦẑᴾ
῍ி҅ỉעᩗểඬểҾႆʙỂʧẪễẾẺૠᨂụễẟԡẺẼồ῍ᴾ

ଐ  உ  ଐᲢଐᲣ ᳸
ਰ˄ ᕲဋ̀ˊ
Ј ᕲဋ̀ˊᑈ៉ᄂᆮȀȳǵȸ  Ӹ
   ݢʟ፦ ܇ᓎஜҘ൨  ƔơƷǓ܇
໋သྸ ܇నඕᒞ  ޢग़ྸ 
ဋɶ૨ᓔ ᆖႩ ܇ٹᓎҾᘘᑶ
Ҿဋήྺ ᓎҾྸ ډบᡀᓔ܇
קஜƷǑǓ ɶ൶Οஹ ٻʟᢏ
ਊ៊ᘌ  Ӹ
MOTOKI
నඕڊ་ ᓎஜ١൨
ஜॻ
ᅦஜٽɟ ኬဋ૨ଢ
ᚘ  Ӹ


‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
ᴾ

Ӽʟᓙ܇ډ
ޛဋˌ
ɤங෬᪦
ޢ

ჽʟ ܇
Ӑྸࠌ
Ӵᑶ
ฌ൦ኟࢄᬐ

ᓎҾ
ޛΨී

ᘘ߷̀ק ܇ஜനٟ
එ  ܇
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ெ˲ɤ ܇
ஜဋᚻྸډ
ټࢢʀ
ᧉܼဌ






















݊ƿᲛƱƯǋ݊ƔƬƨŵ
ưǋ KIITO Ʒ˟ئƸțǳțǳƱƠƯƍǇƠƨŵǋƪǖǜӖ˄Ʒ૾ŷǍǹǿȃȕƷ૾ƨƪƷᇰ᫊
ƱǍƞƠƍƓ٣ƕƚƷƓƔƛưƢŵ
˟ئƴλƬƯӫͨƴƸƜǘƍ ƓƦǖƠƍ ᒰŷƠƍ ˴ǛƷǈᡂǜƩƷƔ ᱅ŷƱƠƨ
ບ්ƱƏƣࠇŵʴ᧓ƴƸƲƏƠǑƏǋƳƍ ƱƯƭǋƳƍٻƖƳщǛǋƭǋƷŵ
ͨƴƸή᠗Ƙ፦ƠƦƏƳǋƷ ǤȤǤȤ ऒǋƭƚƳƍ ऀǖƠƍ Ɯǘƍ ƑƛƭƳƍ
ßئàǛƖǓƵƚƯƖƨ˴ƔƕټƔǒƷήǛƋƼƯ᠗ƍƯƍǇƠƨŵ
ƠƹǒƘ ˴ǋᚕᓶƴưƖƣƨƩ ˭ǜưƍǔƹƔǓưƠƨŵ
ƠƔƠ ơƬƱǈƯƍǔƩƚưƍƍƷƩƳƱ࣬ƍǇƠƨŵƦƷئưƢƙᚕᓶƕЈƯƘǔǑƏƳ
ዋưƸƳƍƷƩƳƱ࣬ƍǇƠƨŵƦƠƯ ƍǇƩƴ࣎ƷɶƴƲƢǜƱއƢǘƬƯƍǇƢŵ˺ᎍ
ƕ˴࠰Ɣ˴ଐƔǛƔƚƯ੨ƔǕƨ ƦƷᧈƞƱ੨ƘƜƱǛǫȃȈƠƨƍǖƍǖƳཋ ȢȎ
ᑥࢢǛᎋƑǔƱ ˴࠰ƔƔƚƯ ƜǕǒƷዋƷƜƱǛᛡƔƱᛖǓƨƍƱ࣬ƍǇƢŵƦǕǑǓ
˴ǑǓ ƜƷଐƷƨǊƷ៉ǓᳺފƚǔǛȪȏȸǵȫƤƶƹƳǓǇƤǜŵʚƷዋƴƸƞǇǕƯ
Ȁȳǵȸǋਊ៊ᘌǋዬࢌƠƯ᫊ǛƻƖƭǒƤƯƍǇƠƨŵ
ȐȃǯƴᳺᩌƴѼǇǕƨᘮעǛᏑƍ ܲࠗƷǉƜƏƴᳺҤɤᨕƷ᰾ǛႸƴƠƳƕǒ
ʚƷዋƔǒᇌƪଞǔǪȸȩƴѕǇƞǕ ܲࠗƔǒƷƋƭƍᙻዴǛƍƨƩƍƯ  ʴμՃƕ
 Ў᧓ ƖƭƍᨼɶщưǋƬƯ ǇƞƴٻƖƳ៉ǓǛ៉ǔƜƱƕưƖǇƠƨŵ
ƱƯǋ ΪܱƠƨᑈӨưƠƨŵƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ࣎ࡁƔǒࣂᅇဎƠǇƢŵ
                                     ᕲဋ̀ˊ
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ᜒݣᛩᴾ Ẑி҅ỉࣄᐻẆᅦỉࣄᐻểଐஜỉଢଐſ
ſ



ଐ  உ  ଐᲢଐᲣ ᳸
ᜒࠖ ហקঙᨺᲢܖ፼ᨈܖٻŴᅦჄᇌҦཋᧈᲣ
ݣᛩ ᭗ᕣᲢ˺ܼᲣហקঙᨺ
ᡶᘍ ဋᛗ
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
 ƷᘔએǛӖƚഥǊŴ˴ƕЈஹǔƔǛᎋƑዓƚŴி҅λǓǛƠƯžǢȸ
ȄǨǤȉி҅ſƕᇌƪɥƕƬƨŵƦǕǇư܍ơɥƛƳƔƬƨហקঙᨺƞǜƷ
ႆᚕƴᚑႆƞǕƨŵžᨕښᲢǈƪƷƘᲣǑᇌƤǑſžி҅ƔǒଐஜǛ٭Ƒ
ǔſƱƍƏ༏ƍȡȃǻȸǸƴσज़ƠᝥǔǑƏƴហקƞǜǛᡙƬƨŵƦƠƯ
 ࠰  உ  ଐŴிʮưƷž૨҄ᑸᘐƴǑǔࣄᐻਖ਼ᡶǳȳǽȸǷǢȠſ
Ტ૨
҄࠻ᲣƷᚨᇌᚡࣞǷȳȝǸǦȠưӷࠗƞƤƯƍƨƩƖŴƦƷƝጂưហקƞǜ
ǛƓਔƖƠƯƷᜒƱǷȳȝǸǦȠǛ  ࠰  உ  ଐŴᅕৎƔǒƷႆ̮
žி
҅ƷࣄᐻŴଐஜƷଢଐſᲢᅕৎดஉؘᲣǛ͵ƢǔƜƱƕЈஹǇƠƨŵ
᭗ᕣƞǜƸƦƷ˺ԼǛग़ᛠƠƯƍƨƜƱƱŴᅈ˟ƴݣƢǔྸჷႎưႎᄩƳᚸƴǋज़᥄Ǜ
ӖƚƯƍƨƜƱƱŴྵˊ፦ᘐǁƷขƍᡯᚽǛ܍ơɥƛƯƍƯŴƦƷ᩿ưƷʩ්ǋƍƨƩƍƯƍ
ƨƜƱƕŴɟƭŴƦƠƯᅦƷҾႆʙƕឪƜǔ  ࠰ЭƔǒžᅕƷ້ſưᜩԓƠŴ
žૼȪǢྛſ
ưǋఋƷϐϼྸƷբ᫆ǛཋᛖƷᙲƳ˜ዴƱƠƯ੨ƍƯƍǔƜƱƕʚƭႸŴƦƠƯŴƢưƴ 0*ưƷி҅ƷࣄᐻƴƭƍƯƷӓưហקƞǜƱݣᛩƞǕƯƍƨƜƱǛᎥƍƯƍƨƜƱƳƲŵƜƷ
ɤໜƔǒݣᛩƷƓᫍƍǛƠƯࣛᜄǛƍƨƩƖǇƠƨŵ
 ࠰  உŴʻׅƷȗȭǸǧǯȈƷƪӳǘƤƷƨǊƴܓپƞǜŴʟᨻฌƞǜƱᅦ
λǓƠŴហקƞǜǍᅦჄᇌҦཋƷႏƞǜƱᛅƠӳƍǛਤƪǇƠƨŵƦƷƴហקƞǜƔǒ
ᧈƍ᧓ǛƔƚƯ᚛ᛯǛƠƨƍƱƍƏᙲஓƕƋǓŴʻׅƷ  Ɣǒ  ǇưƷžᜒȷݣ
ᛩȷ᚛ᛯſƱƍƏᧈ᧓ƷɤᢿನƱƳǓǇƠƨŵƦƠƯᅦƔǒƸᦉဋҘ࿌፦Ŵ˱ᕲͤٽŴ
᭗လँ࣓ƞǜƷ  ӸƷᒉƍ NPO ƷࣄᐻƷਃƍǛŴᅕৎͨƸ  ӸƷӲЎƷܼᧉݦƕᅦƕ
ৼƑǔᛢ᫆ƴƭƍƯ࣐ƳƘᛅƠӳƍǇƠƨŵ
 ƜƜưƦǕƧǕƷϋܾƴƭƍƯᚑǕǔ˷ᘽƸƋǓǇƤǜŵᜒŴݣᛩƴƭƍƯƸπࡸᚡ
DVD ǛဇॖƠƯƍǇƢᲢƠЈƠӧᲣ
ŵǇƨЈ༿ƞǕǔʖܭƕƋǓǇƢŵ࣋ࡁ᚛ᛯƴƭƍƯƸ
ᅦƷႏƞǜƔǒŴഏƸᅦưǍǓƨƍƱƍƏᛅƠǛƍƨƩƍƯƍǔƜƱǛဎƠชƑƯƓƖǇ
Ƣŵ
ဋᛗ
‒
‒
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࣋ࡁ᚛ᛯž
žᅦỉࣄᐻểଐஜỉଢଐẑᴾ

ᴾ
ᴾ
ଐ   உ  ଐᲢଐᲣ ᳸
˟  ئF ӭܴᲢӋьᎍૠ ӸᲣ
᚛ᛯᎍ ហקঙᨺᲥᅦ˰נƷ NPO ሁƱᅕৎƷܼᧉݦƨƪ
ᅦ ˱ᕲͤ ٽᲢɟᑍᅈׇඥʴžƾƘƠǇ˟ᜭſྸʙᲣ
ᦉဋҘ࿌፦ ᲢɟᑍᅈׇඥʴžƾƘƠǇᡲઃࣄᐻǻȳǿȸſྸʙᲣ
᭗လँ࣓ ᲢNPO ඥʴଐஜᣃࠊᚘဒܼң˟ྸʙᲣ
ᅕৎ Јӝ̢ɟ ᲢτࡉჄᩗࣄᐻᄂᆮǻȳǿȸʙѦᧈޅᲣ
ჽிႺ ܇ᲢிଐஜٻᩗǒƠǵȝȸȈᨛˊᘙᲣ
ʁʟᡶ ᲢࡰᜱٟᲣ
 ܇فᲢᘮ עNGO ࣽǻȳǿȸᲣ
ܱӴی
ᲢπႩᝠׇඥʴžƻǐƏƝǳȟȥȋȆǣᝠׇſྸʙᲣ
עޛʁ፦ ܇Ტࡅ᧵ٻᇌܲܖٻՃᄂᆮՃᲣ
 Ҙᅸ ᲢFM ǘƍǘƍᲣ
ȕǡǷȪȆȸǿȸ
 ᙸᨻʂ Ტӳӷ˟ᅈžʴǇƪ˰ǇƍᄂᆮſˊᘙᅈՃᲣ
ᡶᘍ  ߃ᨙɟ ᲢNPO ඥʴᅕৎǇƪƮƘǓᄂᆮྸʙʙѦᧈޅᲣ
ᕲɟ پᲢᅕৎܖٻܖٻᨈᨥ૨҄ܖᄂᆮᅹᲣ
ဋᛗ
ᲢǢȸȈǨǤȉᅕৎˊᘙᲣ
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
ᴾ
ᴾ
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ἚὊἁὉἍἕἉἹὅẐᚡửếễẫὼҹỉྵئẦỤẑ

ଐ  உ  ଐᲢஉᅔᲣ ᳸
ᜒࠖ ߷ϋคӪ Ტ᧙ᙱܖᨈࠖᜒܖٻŴӪ૰ȍȃȈʙѦᧈޅᲣ

௷ဋԧ ܇ᲢᱴࠖᜒܖٻᲣ
˱ŷஙԧ܇ᲢᩗǇƪƷǢȸǫǤȖᲣ
ᡶᘍ ܓ پᲢᚿʴŴᩗǇƪƷǢȸǫǤȖᲣ
‒
ᒬƷఌǢȸǫǤȖƴઃǘǔࣱڡ
 ᢅଐȆȬȓǛᚇƨŵ
žᩗǢȸǫ
ǤȖſƷƍǇŴƜƏƍƏǿǤȈȫ
ƩƬƨŵ્ᡛଐƸᲭஉᲫᲭଐ ங
ƷҜЭҗƜǖŴ᳂᳅ȆȬȓžƘ
ǒƠŭᚐᛟſ
ŴޥณఴǢȊǦȳǵȸ
ƕǤȳǿȓȥȸŴᚐᛟƠƨƷƸ௶
එʟ˱ဏᚐᛟՃŵ᧵ᅕȷែٻᩗƷǛӖƚிଐஜٻᩗưྵנƢƢǊǒǕǔžᩗǢȸ
ǫǤȖſŴƦǕƸ᧸ƷƨǊƴဇƞǕǇƢŵϔ᪽ƍƖƳǓƜƏƋƬƨŵƓƍࢳƬƯƘǕƱƓ
ǋƬƨƕŴဒ᩿Ɣǒ᧸Ʒʚ܌ƕᡐƬƨŵ᧸Ƹ᧸ŴǘƨƠƸƦƏƓǋƏɟʴưƋǔŵ᧸
Ǜ᧸ƴƭƳƛǔƜƱŴǉǖǜưƋǔŵᛯྸႎƳጁ݅ƞƴഎƚǔŵ᧸ܖƴƸƣƿƷእʴŴ
 ૠ࠰ᚿജƴઃǘǔǘƨƠƷႺᚇưƋǔŵ
 ƞƯᲫஉŴǘƨƠƸ˴ʴƔǁ٣ǛƔƚŴҹƔǒ˴ǛݰƖƩƢƔƷᙻໜưƷᩗǫȸǫǤȖ
ƷྵཞإԓƷئǛᚨƚƞƤƯƍƨƩƍƨŵ࢘ଐഭӪܖƔǒʚʴŴᅈ˟ܖƔǒɟʴƕŴଐƝǖƷ
ܖٻưƷᄂᆮিƍƸѣƷƓǋƍǛႆᘙƠƨŵǘƨƠƷǳȳǻȗȈƸƜƏưƋƬƨŵᐯЎǛƞ
ǒƢŴƱӷƴŴႸᇌƨƳƍئưˁʙŴƱƍƏǑǓŴנ܍ƱƠƯࣇݱƱƍƏƜƱǛ࣬ᎋƴጮ
ǓƜǉƜƱƷưƖǔ࣬ेࣱŴႎƴƸǇƬƨƘࢫƴᇌƨƣŴஊјࣱƔǒᢒƘŴƠƔǋŴžƍ
ƍƜƱǛƠƯƍǔſƱƍƏƞƔƠǒƴᐯᙾႎŵƜƏƍƏǳȳǻȗȈưّƷɟʴƻƱǓƕǇƞ
ƴƞǒƞǕǔƱƍƏئǛƭƘƬƯǈƨƕŴƲƏưƋƬƨǖƏƔŵ
 ʙࢸƋǒƨǊƯƓǋƍჷƬƨƕŴ࢘ИƷǳȳǻȗȈƸƜƱƝƱƘǘƨƠƴ࠙ƬƯƖƨŵƜǕ
ƔǒŴƦƷɟƭƻƱƭǛᏑǘƶƹƳǒƳƍŵƦƷƳƔưȒȳȈƕɟƭƋƬƨŵហקঙᨺ൞Ʊ
᭗ᕣ൞ƱƷݣᛩư᭗൞ƔǒႆƤǒǕƨࣱڡƷ٣ƱƍƏƜƱưƋǔŵႎኺฎႎƠƕǒǈ
ƔǒƱƖ્ƨǕࣱڡƸƍǇǍᐯဌƴ٣ǛႆƢǔŵɟ૾ဏࣱƸॖൢעƕ
ƳƍŵኺฎƷᇹɟዴƷဏࣱƸƜƜƧƱƍƏƱƖᐯǒƷ٣ǛݥơǔŵƜ
ƷƜƱƋǒƨǊƯᏟƴЦǈŴ
žᩗȷǇƪƷǢȸǫǤȖſƴ᧙ǘǔࣱڡ
Ǜʻࢸƞǒƴ̟ƠŴஜ࢘ƷॖԛƷᒬƷఌƷѣƴƳǔǑƏŴဏࣱƷɟ
ʴưƋǔǘƨƠƸᐯЎǛƞǒƴƞǒƠŴƦƷƏƑưŴ˴ƝƱƔ᧙ǘǒ
ƶƹƱƓǋƬƨŵ                   ܓپ
ᲢᚡᨼžᚡǛƭƳƙÜҹƷྵئƔǒſ
ᲢᩗǇƪƷǢȸǫǤȖᲣᲯஉБᘍʖܭᲣ
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ἚὊἁὉἍἕἉἹὅẐᘮʩ්ᾀɢʴࠊൟׇửỜằẲềẑᲢπѪᲣ

ᴾ
ᴾ
ଐ  உ  ଐᲢஉᅔᲣ ᳸ Ტ࠼إ૰ ᪫ӋༀᲣ
ɼ͵  From KobeٻထࣄᐻૅੲȍȃȈȯȸǯᲢܖဃˊᘙ ᧺ᢿჇᲣ
ᘮࠊעൟʩ්˟ Ტˊᘙ൦ᒍӮᲣ
    ᘮܖעဃʩ්˟ ᲢˊᘙᡈᕲൟˊƆᅕৎܖٻƇᲣ
    ɭမܹᛖǓዒȍȃȈȯȸǯ ᲢˊᘙݱᢷᨺᲣ
ႆᚕᎍ ɤჇ Ტ᧙ᙱܖٻแᲣ
ᅦသᢰබ Ტி҅ಅܖٻϱᲣ
ฌ൦ᇘˊ ᲢƓƓƭƪƞƍƕƍ FMᲣ
ʟϋь܇ډᲢி҅ܖٻܹᅹܖᨥᄂᆮᲣ
ȪǺȞȪ ᲢʴƱ᧸சஹǻȳǿȸɼ˓ᄂᆮՃᲣ
༾ແርᨺ Ტᅕৎ᧸২ᘐᎍƷ˟ȷK-TECᲣ
ჽࠇƱӨฺƷᑸᘐƸǹǫǤȗǛᡫƠƯЈᲢᎇᚪᲴᅕৎܖٻသܖဃᨑ࣮ڦᲣ
ჽࠇ ᝍٽᲢISHINOMAKI 2.0Უ
Өฺ ᪽ႉދᑸᘐ ᔋᎉជŴՠᑷƞǜ˂ٶૠ
ᡶᘍ  ̀߷ټ፦ Ტ᧵ᅕٻᩗࣄᐻࠊൟǇƪƮƘǓૅੲȍȃȈȯȸǯᲣ
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ἒὅἋῒἣἧỻὊἰὅἋᴾ

ᴾ
ᴾ
ଐ  உ  ଐᲢஉᅔᲣ ᳸
Ј فဋ፦̀  Ј ႻӐٟᢹ

‒
‒
‒
‒
‒
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒





ᅶƸь߷࠼ƞǜƷ߾ٻዋဒžᩌƴѼǇǕǔᘮעſǛମ࠰ŴИǊƯᙸƨŴ៲˳ƕੵǒƙ
ǑƏƳज़ᙾǛਤƪǇƠƨŵዋဒƷɶƷɭမƴ៲˳ƕƞǒǘǕƯƍƘǑƏưƠƨŵ
ʻׅƸžҤɤᨕƷ᰾ſƕьǘǓŴƾƨƭƷዋဒƴਬǇǕǔƱɧܤƱӷƴŴ˴Ɣ࠳ƤƳɧ
࣬ᜭƳज़ᙾǋิƖЈƯƖǇƠƨŵƍƣǕƴƠƯǋŴƜƷዋဒƱਛ৴ƠƯ៉ǔƱƳǔƱŴႻ࢘Ƴ
ǨȍȫǮȸƕ࣏ᙲƩƱ࣬ƍŴᅕৎǛਗໜƴ࠰ŴᄩܱưૹૼƳȀȳǹǁƷǢȗȭȸȁǛዒዓƠ
ƯƍǔǢȳǵȳȖȫȷǾȍƱŴʮᣃǛਗໜƴǳȳȆȳȝȩȪȸȀȳǹƦƷǋƷǛૼƠƍᙻໜƔ
ǒᛠǈႺƦƏƱƠƯƍǔفဋ፦̀ႻӐٟᢹƴЈǛ̔᫂ƠǇƠƨŵ
ƾƨƭƷ˺ԼƸь߷ƞǜƷዋဒƴܤତƴ݃ǓชǘƣŴɟܭƷុᩉǛ̬ƪƳƕǒᩗưӖƚƨ
ь߷ƞǜƷज़ᙾƔǒဃǇǕƨዋဒƴᛗܱƴጟƕǓƳƕǒŴǉƠǖज़ऴǛƠൈƢƜƱưᐯƷ
ᘙྵǛဃǈЈƠƨƱ࣬ƍǇƢŵƦƜƴƸңࣱƕƋƬƨƱ࣬ƍǇƢŵʻׅƷޒᚁ˟ǛᡫơƯज़
ơƨƜƱƸŴᅶƨƪƸܹǛᚡƠƯƍƘƜƱƩƚưƸƳƘŴᚡচƠƳƕǒŴƦƷᚡচǛૼ
ƠዓƚǔƜƱƕٻЏƩƱ࣬ƍǇƠƨŵ
ٻ༝
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Ј Ensemble SonneᲢǢȳǵȳȖȫǾȍᲣ ɼܸ ޢႇ࣓܇
ʟለʍ ˙ᕲग़ ነແπʚ ޢஜଔச ˰Ӵܱޛ ɶᓦ ૨ޛዋჇ ᚘ  Ӹ
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ỴῒỽἬἻẐ᪪Ậ᭺ὉފẬ࣎ẑᴾ 



ଐ  உ  ଐᲢஉᅔᲣ ᳸
ਦੱ ʟܨഏ
Ј The TARO SingersᲢǶǿȭȸǷȳǬȸǺᲣ ᚘ  Ӹ
ႸžǢȋȥǹȇǤſᲢSȐȸȐȸᲣ
žݱƞƳᆰſ
žǁſ
žଢଐȏȬǫȊ୯ȪǫȊſᲢന࣋Უ
žɥǛӼƍƯഩƜƏſ
žٹưᡱƍǇƠǐƏſ
ᲢɶοٻᲣ
ǫȳǿȸǿžʴ᧓Ʒ᫊ſᲢFȗȸȩȳǯᲣ
Ფ૰ όᲢλئ૰ƸƢǂƯπႩᝠׇඥʴžᅕৎ૨҄ૅੲؕſǛᡫơƯி࣓҅ጂǁ݃˄ƞǕǇƠƨᲣ

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
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The TARO Singers
᧵ٻ᪦ಏܖٻƷʟܨഏ൞ƷਦੱƷɦŴӷ᪦ٻЈ៲ᎍǛɶ࣎ƱƠƨǽȗ
ȩȎŴǢȫȈŴȆȎȸȫŴȐǹƱȔǢȎˤڌưನƞǕƨŴଐஜưૠݲ
ƳƍȗȭƷǢǫȚȩܴϋӳׇư᧵ٻǛਗໜƴѣŵƜƷɟ٭ǘƬƨ
ӸᆅƸʟ൞ƷӸЭǑǓᡲेƠƯŴʟăǵȈǤȢăǿȭǤȢăǿȭȸ
ăTARO ƱƳǓŴTARO ƕᒍᛖƩƚưƳƘŴӲᛖƴᡫဇƢǔҥᛖưƋǔ
ƜƱƔǒƭƚǒǕƨǋƷŵȨȸȭȃȑƷˡወŴᡈȷྵˊƷ᪦ಏࣱƷᙲ൭
Ʊᅈ˟ࣱƷɤƭƴࣖݣƠƯƍǔໜƴƓƍƯŴƜƷӳׇƷ᪪ƖƸܤǒƗ
ǛɨƑƯƘǕǔƱዌឃƞǕƯƍǔŵ ࠰ƴȨȸȭȃȑᲢǢȠǹȆȫȀ
ȠŴȐȫǻȭȊᲣπǛܱྵŴ᧵ٻ૨҄ᅛஜចӖចŴ ࠰Ŵ૾țȸ
ȫ᪦ಏចᢠᎋۀՃڜѕចŴ᩷ޛᝠׇȐȭȃǯȷǶȸȫចŴ ࠰ƴƸ૨
҄࠻ᑸᘐᅛΟᅵចǛӖចŵ ࠰ƴǷȥȸșȫȈƷžϤƷſ ᧵ٻ૨҄
ᅛចӖច Ŵ ࠰ƴž൦ދƷ፦ƠƍېƁƷˤڌฆ٣ӳ༿ᲢҘҾᒍ
շዻᲣǛɭမИƠ CD ҄ƠƨŵɼƳС˺ CD ƸŴžǢǫȚȩƴǑǔ
 ɭኔƷᅌǓſ
ᲢᲣŴ
žǤǮȪǹӳ᪦ಏƷួſ
ᲢᲣŴ
žന࣋ Songs
Əƨſ
ᲢᲣŴଐஜƷജžɥǛӼƍƯഩƜƏſ
ᲢᲣሁŵ
Ტπࡸ᳂ǑǓ৷ቦ http://homepage3.nifty.com/tarosingers/Უ

‒
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ž߾ٻዋဒƕጟƙி҅Ʊᅕৎ ſƸܷ؉ჄЈ៲Ʒဒܼȷь߷࠼ƕ੨ƍƨ߾ٻዋဒᲢ
᳧g᳧ᲣᲬǛޒᅆƠƨ˺ԼޒŵٻᩗƷඬƴǑƬƯᒰ෬ƨǔƱ҄Ơƨி҅ᘮע
ǛȪǢȫƴ੨ƍƨᘔએႎƳዋưƋǔŵ ࠰  உ  ଐ᳸ ଐƷ᧓ɶŴಮŷƳ᧙ᡲǤȴǧȳ
ȈƕʖܭƞǕƨƕŴ ଐƴʟܨഏਦੱƴǑǔǢǫȚȩܴϋӳׇžThe TARO Singersſƕ
ࣄᐻǁƷᅌǓǛᡂǊƨज़ѣႎƳǳȳǵȸȈǛᘍƬƨŵ
˟ئƷȇǶǤȳȷǯȪǨǤȆǣȖǻȳǿȸᅕৎƸܖఄƷ˳ᏋƷǑƏƳȑǤȗƕеƖЈƠƷ
ೞႎƳᆰ᧓ŴƦƷӼƔƍӳƬƨُ᩿ǛᙴƍނƘƢǑƏƴžᩌƴѼǇǕǔᘮעſ
ȷ
žҤɤᨕƷ
᰾ſƕǒǕǔƱᩎൢƸɟ٭ƠƨŵᛡǋƕƜƷृཞǛ੨ƍƨዋƷЭưƸᚕᓶǛڂƏƩǖƏŵ

ȗȭǰȩȠƸȷȐȸȐȸƷžǢȋȥǹȷȇǤſƴڼǇǓŴന࣋ƷΟƠƞƕๆǕƨജŴ
žݱ
ƞƳᆰſ
Ŵ
žǁſ
Ŵ
žଢଐȏȬǫȊ୯ȪǫȊſ
ŴɶοٻƷদƔƠƘ࣎ƴංǈǔജŴ
žɥǛӼƍ
ƯഩƜƏſŴ
žٹưᡱƍǇƠǐƏſƕዓƘŵƦǕǒƸঀǊƷ᪦ಏƱƠƯᏟƴᡐƬƨŵࠇןƸȗȸ
ȩȳǯƷǫȳǿȸǿžʴ᧓Ʒ᫊ſŵ
žᐯဌǛᲛſƱƍƏࢍໟƳȡȃǻȸǸƴǇƨଢଐǛဃƖǔџ
ൢǛɨƑǔ༏ƩƬƨŵǢȳǳȸȫưജǘǕƨന࣋ƷžƞƘǒſưƸዃ༭ƱԵƖᛍǔி҅Ʒ
ƷఞǛेឪƞƤƯƘǕƨŵ᧵ᅕٻᩗႺࢸƴኽƞǕƨžThe TARO SingersſƸி҅ƴ˴
ࡇǋឱǛᢃƼŴȁȣȪȆǣȸȷǳȳǵȸȈǛᘍƬƯƍǔŵࢬǒƴƱƬƯǋி҅ٻᩗƸЏܱƳ
ǋƷƴᢌƍƳƍŵɟქưμƯƷྵܱǛ٭ƑƯƠǇƏעᩗܹƷɧவྸǛЭƴŴฌ෬ƳȏȸȢȋ
ȸƷǢǫȚȩƷ᪪ƖƴǑƬƯŴᘮעǁƷၷƠƩƚưƳƘŴଢଐǁƷࠎஓƷήŴщǛɨƑƯ
ƘǕƨǳȳǵȸȈƩƬƨŵ
ᲢǳȳǵȸȈஹئᎍǑǓᲣ
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ẐӽỊग़ẰủỦẺỜဃộủẺẑᲢπѪᲣ

ଐ   உ  ଐᲢ൦Უ ᳸ Ტ࠼إ૰ ᪫ӋༀᲣ
ᇹ  ᢿ ஒᛠ᳸ǹǿǤȳǦǧǤȔǢȎƷ᪦ᑥƱƱǋƴ᳸
   ஒᛠ ӝᓔ  ȔǢȎ ʁǇƞǈ
ᇹ  ᢿ ᒉƍɭˊƷᩗࣄᐻૅੲ˳ׇƴǑǔȑȍȫȇǣǹǫȃǷȧȳ
ȕǡǷȪȆȸǿȸ ᒉᎍȜȩȳȆǣǢ˳ׇžጟſʻʟႺʴ
ȑȍȪǹȈ    ᒉᎍȜȩȳȆǣǢ˳ׇžጟſɥ౷ᬐ
᧸๒ѣਖ਼ᡶ˳ׇžwithſʁ̬щʍ
ܖٻ᧵ٻܹȜȩȳȆǣǢǵȸǯȫžƢƣǒǜſطဋᨗ
žƭƳǅǒſٻᧉٻᢹ
ᇹ  ᢿ ȡȢȪǢȫǳȳǵȸȈ 
Ј ӝᓔ
ႸžӽƸग़ƞǕǔƨǊဃǇǕƨſžᑶƸԵƘſ˂
ɼ͵  ࣄᐻૅੲǤșȳȈܱᘍۀՃ˟
Ფ૰  όᲢЭ٥Ǔ  όŴܖဃ  όŴ᭗ఄဃˌɦƸ૰Უ

‒
߾ٻዋဒǛᏑƴˡƑƨƍƜƱŵ
ྵܱƷӈƠƞŴʴƷ࣎ŵࠎஓƕᙸƑƳƍɶưǋசஹǁƷဃƖǔщŵ
ƦƷɶư࣎ƴ௨ǈบǔŴʴƷΟƠƞŵ࣬ƍǍǓŵ
ʴဃƴƸᆳƷɧ࠳ǍЈஹʙƸឪƜǓǇƢŵ
ưǋᅶƨƪƷ᪦ಏƸƦƷྵܱƱӼƖӳƍƳƕǒǋŴᎮƘ૾Ʒ࣎ǛၷƠŴᝅƔƴƠŴ
ƔƢƔưƋƬƯǋࠎஓƷήǛౡƑǇƢŵ
‒
‒
 
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
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߾ٻዋဒƷ᭽щƱσƴŴٻЏƳƜƱǛႆ̮ƞƤƯ᪬ƚƨǒȷȷȷƦƷǑƏƳेƍưŴʻׅžӽƸ
ग़ƞǕǔƨǊဃǇǕƨſƱƍƏǤșȳȈǛ˖ဒ͵ƞƤƯƍƨƩƖǇƠƨŵᘮעƷܖݱဃƷᚿǛ
ஒᛠƠŴᘮעƷૅੲǛᘍƏᒉƍʴᢋƷȇǣǹǫȃǷȧȳǛᘍƍŴȡȢȪǢȫǳȳǵȸȈưசஹǁ
ጟƛƯƍƘƱƍƏϋܾƴݣƠƯŴӋьᎍƷ૾ƔǒŴ
žƜǕƔǒǋࣔǕƳƍƱ࣬Əſ
žƱƯǋૼᮗƩƬ
ƨſƱŴʻࢸƷ͵ࠎஓƱσƴஊॖ፯Ƴೞ˟ƩƬƨƱƷज़ेǛƍƨƩƍƯƓǓǇƢŵ
࢘ଐŴ˟ئƴƸ᭗ఄဃƱܖٻဃƷჇгƳेƍƕᲫƭƴƳǓŴ᧓ǛࣔǕǔƘǒƍƴ༏ƘእႺƳॖ
ᙸǛʩǘƠǇƠƨŵᘮעƷྵܱǛჷǒƳƍ૾ŷǁǋŴᩗƷʙܱƱŴཋ࣎ɲ᩿ƷಮŷƳ࢟Ʒૅੲ
ƕ࣏ᙲƩƱƍƏƜƱƱŴᐯЎƨƪƴǋƦƷɟᢿǛਃƏƜƱƕư
ƖǔƜƱǛᛐᜤưƖǔೞ˟ǛоƬƯƍƘƜƱƕŴஜ࢘ƴᙲƩ
Ʊज़ơƯƓǓǇƢŵ
ɼ͵ᎍŴӋьᎍƲƪǒƴƱƬƯǋٻЏƳኺ᬴ƱƳǔǤșȳȈ
ǛᢃփƠƯƘƩƞǓŴܱᘍۀՃƷႏƞǇƴ࣎Ɣǒज़ᜓǛဎƠɥ
ƛǇƢŵ                   ʁǇƞǈ
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ž᪦ƷऴſǛᎮƘʴƨƪ
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ଐ  உ  ଐᲢஙᲣ ᳸
߾ٻዋဒƔǒǤȳǹȔȬȸǷȧȳǛӖƚƯС˺Ơƨ᪦ಏǛޒᅆƴӳǘƤƯႆᘙŵ
 ƭƷಏƔǒƳǔ  ЎƷ˺ԼŵžऴſưƸžҤɤᨕƷ᰾ſƷٲƚư᠗ƘᒬஙƕŴᆤ
ǍƔƳƱσƴᑈƍ៉ǔಮǛᘙྵᲢhttp://soundcloud.com/zeit-label/archive-scene4Უŵ
᪦ಏ   ஜഏᢹ
˖ဒС˺ ZEIT ȄǡǤȈᲣ

 ZEITᲢȄǡǤȈᲣ
 ᅕৎ˰נƷஜഏᢹƕŴ ࠰ǵǦȳȉȷȬȸșȫȗȭǸǧǯȈ
ƱƠƯᚨᇌŵӷ࠰ǑǓᅕৎȕǡȃǷȧȳ፦ᘐȟȥȸǸǢȠǷȧȃȗ
 žmuseum in museumſƴӋьŵ፦ᘐǍǮȣȩȪȸƳƲƷžᆰ᧓ư᪪
 Ƙ᪦ſƱƍƏǳȳǻȗȈƷǋƱž4CWOᲢȩǦȠᲣᆰ᧓ǷȪȸǺ 
 ᢿ˺ſǛС˺ႆᘙƢǔŵ ࠰ƴƸϙჇܼȷޛஜჇʴƱž᪦ſƱžϙ
ჇſƴǑǔޒᚁ˟žᆰ᧓gǒƔƬƨᢿދſǛ͵ŵ ࠰ƴƸǪȫ
 ȓǹțȸȫᲢᅕৎᲣưžSOUND EXHIBITION 2011ſǛ͵Ŵ˺ԼžǪ
 ȫȓǹſǛႆᘙƢǔŵӷ࠰  உǑǓӷ˺ԼŴ ࠰  உǑǓžGARDENſ
Ʒᣐ̮ᲢiTunes Store ሁᲣǛڼŵǇƨŴ᪦ಏƱȀȳǹƴǑǔૼ˺žLICHTſ
 ƷИǛᘍƏŵƦƷ˂ŴǳȳǵȸȈǍޒᚁ˟ǁƷಏ੩̓ŴǵǦȳȉ
 ȇǶǤȳŴǢȬȳǸሁǛƕƚŴǇƨȩǤȖȷȑȕǩȸȞȳǹǛᘍƏŵ
ᐯ៲Ʒ˺ԼưƸɼƴǳȳȔȥȸǿǛဇƍŴᐯƷ᪦᪪ᆰ᧓ǛႸਦƢŵ
 ZEITᲢȄǡǤȈᲣƸ᧓ǛॖԛƢǔᲢπࡸ HP ǑǓᲣŵ


ᩌƴѼǇǕǔᘮעȷҤɤᨕƷ᰾ŵƜƷʚƭƷ߾ٻዋဒƔǒๆǕЈƯƘǔǑƏƳž᪦ſǛ
ᘙྵƠƨƍŵƦƜƔǒʻׅƷ˖ဒž᪦ƷऴʚƭƷ߾ٻዋဒƷƨǊƴᲢዋဒƷƨǊƷǵǦȳ
ȉȈȩȃǯᲣſƸဃǇǕǇƠƨŵь߷࠼ƷɭမƴᐯЎƷ᪦ಏƕƲƏ᪪ƘƷƔŵ࢘ଐŴ˟ئư
Ƹь߷ƞǜǛƸơǊŴٶƘƷ૾ᢋƔǒ۹ƠƍᚕᓶǛ᪬ƘʙƕЈஹǇƠƨŵʻׅƷžь߷࠼߾
ٻዋဒƕጟƙி҅ƱᅕৎſƸŴ᪦ಏǛᡫƠƯᩗƱӼƖӳƏŴʻǇưƴƳƍᝮƳ᧓
ƱƳǓǇƠƨŵƜƷǑƏƳᝮƳೞ˟ǛɨƑƯɦƞƬƨᢃփۀՃƷႏƞǇŴ᧙̞ƞǕƨμƯƷ
ႏƞǇƴขƘज़ᜓƠƯƓǓǇƢŵʻׅǛೞ˟ƴǇƨഏƷ᪦ƷऴƴጟƛƯƍƖƨƍŵƦƏᫍƬ
ƯƓǓǇƢŵࠎஓƷήƱσƴŵ                        ஜഏᢹ

έଐŴி҅ƷעǛᚧƶƯǇƍǓǇƠƨŵൢ˅කȷҤɤᨕȷჽࠇȷȷႻᬔȷҤ
ႻᬔŴᑥŷƳբ᫆ǛৼƑƳƕǒǋעםƸૢͳƞǕŴǑƏǍƘࣄᐻǁƷᢊƕڼǇƬ
ƨƱƍƏҮᝋǛӖƚǇƠƨᲢǇƩ˄ƔƣƷעםǋƋǓǇƠƨƕᲣŵᘮעƷʻǛ
ᙸƯǇǘǔƱƍƏႸႎưʻׅᚧǕƨǘƚưƢƕŴƦƏ࣬ƍᇌƬƨƷǋь߷ȗȭǸ
ǧǯȈƴӋьƞƤƯ᪬ƍƨʙƕٻƖƳƖƬƔƚƱƳƬƯƓǓǇƢŵ˅ӨưƸь߷
ƞǜƴƓ˟ƍƢǔʙƕЈஹǇƠƨŵƜƏƠƨƖƬƔƚŴጟƕǓǛ˺ƬƯƘƩƞƬ
ƯŴƱƯǋज़ᜓƠƯƓǓǇƢŵʻᙸׅƨƜƱŴᎥƍƨƜƱŴज़ơƨƜƱŵʻࢸƷ
ᐯ៲Ʒ᪦ಏƴƔƠƯƍƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ
જࢨ૨Ჴஜഏᢹ
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ଐ  உ  ଐᲢᲣ ᳸Ჩ᳸
Ј ޢɢࠎᲢǽȗȩȎᅕৎࠊ˰נᲣ ᭗̍܇ᲢȔǢȎܷ؉ჄӸӕࠊ˰נᲣ
ႸžᚡচƷౕſžƖǈƸ˴ǛƞƕƢſ
žௐᎹƷښƷఒƴſ
žᢧᡝîſžᢧᡝïſ
Ტ˺Ჴ᭗̍˺ ܇ᚺᲴԧӳʰɟƆᅦ˰נƷᚿʴƇ
Უ
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
ᅕৎƷעư  ƱƍƏٶƘƷॖԛǛਤƬƨଐƴŴь߷࠼൞ƴǑǔʚ˺ԼƴਬǇǕƨᆰ᧓
ưŴƦƠƯӸӕࠊ˰נƷ˺ܼ᭘̍܇൞Ʒிଐஜٻᩗƴ݃Ƥǔ˺ԼǛŴǇƨƝஜʴƱƷ
σưڌưƖƨƜƱƴƸŴƳƴƔួڈƴǋᡈƍǑƏƳ࣬ƍǛৼƍƯƍǇƢŵ
ԧӳʰɟ൞ᚿᲩ᭘൞˺ƴǑǔ  ƭƷജƸǇƨᅦǁƷेƍǛജƬƨǋƷưŴƜǕǇ
ưƴǋӲעưڌǛƠƯƖǇƠƨƕŴئǍŴƦƠƯᎮƘʴƷेƍƴǑƬƯǋ˺Լƕಮŷƴ
ᘙऴǛ٭ƑǔƷƴƸᭃƖǇƢŵь߷൞Ʒ߾ٻዋဒƴǋӷơʙǛज़ơǇƢŵƦǕƴᚑǕƨʴŴᙸ
ƨʴƷǍࠎஓŴƍǖƍǖƳǳȩȜȬȸǷȧȳŴǛƠƯƖƨƜƱŴ߾ٻዋဒᐯ˳ƕኺ᬴Ơƨ
ƜƱǛᏑƬƯƦƜƴנ܍ƠƯƍǔƷǛࢍƘज़ơǔǋƷưƢŵ
ʻׅƸज़ᙾႎưქ᧓ႎưƋǔᚕᓶƱ᪦ಏƕŴ൨ዓႎƳ߾ٻዋဒƱσ܍ƠŴᩙႎưǇƨφᝋႎ
ưǋƋǔქ᧓ƕưƖƨƷǛŴ˟ئƷႏƞǜƕज़ơƨǑƏưƠƨŵೞ˟ǛɨƑƯɦƞƬƨ૾Ŵǹ
ǿȃȕŴȜȩȳȆǣǢƷႏƞǜƴॖƱज़ᜓǛဎƠɥƛǇƢŵ
ޢɢࠎ
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ь߷ƞǜƷ߾ٻዋဒǛЭƴƠƯŴƦǕƧǕƷʴƷेƍƕӷơᆰ᧓ŴӷơȆȸȞǛਤƬƯƦƜ
ƴƍƨʴƨƪǛኽƼƭƚǇƠƨŵிଐஜٻᩗǛˡƑǔƨǊƴь߷ƞǜƕ߾ٻዋဒǛ੨ƍƨƱ
ƖƔǒƢưƴܿƬƯƍƨ˺ԼƱƠƯƷԡƕŴʻׅŴᅕৎƱܷ؉ǛጟƍưٶƘƷʴƱ᧓Ʊᆰ᧓
ǛσஊƠƨƜƱƴǑǓŴƞǒƴٻƖƳࢫлǛௐƨƠƯဃƖڼǊƯƍǔƷƩƱϐᄩᛐᐲƠǇƠƨŵ
Ძஉ  ଐŴᩗƷଐƴᅕৎưڌƢǔƜƱƴᐯЎᐯ៲ǋٻƖƳॖԛǛज़ơǇƠƨŵૼᎥǍ
ȋȥȸǹƳƲŴƋǓƷǇǇƷʙܱǛˡƑǔƨǊƴȡȇǣǢƱƍƏ˳ۥƕƋǔǑƏƴŴ࢟Ǜਤƨ
ƳƍेƍǛˡƑǔƷǋǇƨᑸᘐƷࢫлƩƱ࣬ƍǇƢŵƦǕǒǛႆ̮ƠŴσஊƢǔئƱƠƯŴʻ
ׅƷȗȭǸǧǯȈƸƱƯǋஊॖ፯ƳǋƷưƋƬƨƱ࣬ƍǇƢŵӋьƞƤƯ᪬ƖŴஜ࢘ƴज़ᜓƠ
ƯƓǓǇƢŵƜǕƔǒέŴ˴ƕЈஹǔƔŵƍǇŴˡƑǔƜƱƷᙲࣱǛોǊƯᎋƑƯƍǇƢŵ
᭗̍܇

Ј קΟࠎᲢȔǢȎȷ˅Өࠊ˰נᲣ ңщᲴɟᑍᝠׇඥʴžǢȸȄǨǤȉி҅ſ
Ⴘ ȉȓȥȃǷȸЭڌᨼǑǓžǪȳȇǣȸȌſ
žᑶ້ſ
žᅸƷജſᲢȁȣǤǳȕǹǭȸᲣ˂
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
ʻׅŴƜƷь߷ȗȭǸǧǯȈǁӋьƞƤƯƍƨƩƖŴ᭗ƍ࣓ǛਤƬƨእǒƠƍ૾ŷƱƷʩ
්ǛᡫƠƯŴᅶᐯ៲Ŵŷ᪦ಏܼƕࣄᐻƷƨǊƴʻࢸ˴ƕưƖǔƷƔŴᑸᘐƷਤƭӧᏡࣱƴƭ
ƍƯોǊƯᎋƑƞƤǒǕǇƠƨŵь߷ƞǜƷ١ٻƳ߾ُٻဒƴǇǕƨᆰ᧓ưƷڌƸŴ୍െ
ƷǳȳǵȸȈƱƸǇƨᢌƏƓܲಮƱƷɟ˳ज़Ǜज़ơŴኳࢸƴƔƚƯƍƨƩƍƨภƔƳᚕᓶƷ
ૠŷƴƸᏟƕ༏ƘƳǔेƍưƠƨŵ
ƜƷȗȭǸǧǯȈǛᡫƠƯி҅ƱᅕৎƕࢍƘጟƕǓŴǇƨಮŷƳЎƴƓƚǔǢȸȆǣǹȈ
ƷǳȩȜȬȸǷȧȳƕእǒƠƍႻʈјௐǛဃǈЈƠƨƜƱǛŴ᩼ࠝƴ۹ƠƘ࣬ƍǇƢŵȗȭ
ǸǧǯȈƷƳǔႆޒƱσƴŴி҅ƱᅕৎƷƕʻࢸǋዓƍƯƍƘǑƏᫍƬƯƍǇƢŵ
קΟࠎ‒
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ޒᅆẐࣄᐻỽἳἻᴾ ῍சஹồᛖụዒẫࣄᐻểẟạࠎஓ῍ẑᲢπѪᲣ



᧓  உ  ଐᲢଐᲣ᳸ உ  ଐᲢᲣ Ტ࠼إ૰ ᪫ӋༀᲣ
ᤅჽٻ؏עƷᩗŴࣄᐻƷಮ܇ƷϙჇޒᅆŴǹȩǤȉǷȧȸ
˟ ئ1᳀ǮȣȩȪȸ
ɼ͵ ޥჄඝެ࠼؏ਰᐻޅŴNPO ඥʴᲺȪǢǹ NPO ǵȝȸȈǻȳǿȸ
ңщ NPO ඥʴᅕৎǇƪƮƘǓᄂᆮŴπႩᅈׇඥʴžɶឭ᧸ܤμਖ਼ᡶೞನſ

ྵנŴࣄᐻǁƷӕǓኵǈƕႆƴᘍǘǕƯƍǔƕŴ᧓ƷኺᢅƸʴŷƔǒᩗƷᚡচǛ҄ƞ
ƤƯƠǇƏऀǕƕƋǔŵᚡচƷ҄Ǜ᧸ƗŴഏɭˊǁӖƚዒƍưƍƘƜƱǋʻࢸƷࣄᐻƴ࣏ᙲ
ƳƜƱưƋǔƱƍƏᛐᜤƱƱǋƴŴٳᢿƱƷጟƕǓǛǋƪƳƕǒŴჄϋٳƴऴإႆ̮ƢǔƨǊ
ƴዒዓƠƯࣄᐻϙჇޒǛᘍƍƨƍᲢ˖ဒǑǓ৷ቦᲣŵ














 

ƋƷଐƔǒŴݲƠ᧓ƕƨƬƯ
΄ƨƪƸŴႏƴૅƑǒǕƯ
                ݲƠƩƚᇰƑǔǑƏƴƳǓǇƠƨŵ
࢘ƨǓЭƩƬƨ୍ᡫƷဃǛӕǓƢƨǊƴŴ
΄ƨƪƸŴʻǋƳƓ࣏രƴഩǈᡶǊƯƍǇƢŵ
žʻſǛᚡচƴƱƲǊƨƍŵ
žʻſǛႏƴˡƑƨƍŵ
ƦǕƕ
΄ǒƷࣄᐻǫȡȩŵ
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ޒᅆẐႉދỴὊἚῒٻထܭໜᚇยϙჇޒẑᲢπѪᲣ


ᴾ
᧓  உ  ଐᲢଐᲣ᳸ உ  ଐᲢᲣ Ტ࠼إ૰ ᪫ӋༀᲣ
ႉދǢȸȈȑȍȫޒᅆᲢ ໜᲣ
ٻܭໜᚇยϙჇƷޒᅆᲢᅕৎܖٻƱٻ᭗ఄƷң˺ಅƴǑǔௐᲣ
˟ ئ1᳀ǮȣȩȪȸ
ɼ͵ ᘮࠊעൟʩ්˟ ᅕৎӨฺǢȸȈȗȭǸǧǯȈܱᘍۀՃ˟


 ႉދȗȭǸǧǯȈ
ȚȸȑȸȉȸȠӨฺᆆሰƔǒဃǇǕƨʩ්ƕŴӨฺƷǢȸȈѣǛ
 ி҅ǁƭƳƍưƖǇƠƨŵ࠰ƴƸჽࠇƱٻưُဒȗȭǸǧǯȈ
 ǛƓƜƳƍŴ࠰ƴƸӨฺƱଐஜƷᘮעǛ߹ǔžႉދȗȭǸǧǯ
 ȈſǛܱƠƯƖǇƠƨŵӨฺǛЈႆƠƨžႉދſƸŴჽࠇ᳸ٻ᳸
 ᅕৎƱ߹ׅƠŴଐӨƷǢȸȆǣǹȈǍࠊൟƕσӷưо˺ƠŴȈȸǯǻ
ȃǷȧȳưᛖǓӳƍŴʴƱʴǛኽƼƭƚŴƦƷܱǓǛᆢǜư᧓ǋƳƘ

Өฺǁ࠙ǓƠǇƢŵ


 ᘮܖעဃʩ්
ٻưƸُဒС˺ǛƖƬƔƚƴŴᅕৎܖܖٻᢿᡈᕲᄂᆮܴƕٻ᭗ఄဃǒƱʩ්ǛขǊŴٻƷࣄᐻ

ǛᎋƑǔȯȸǯǷȧȃȗƷ͵ǍܭໜᚇยƳƲǛٻထϋưܱƠƯƖǇƠƨŵ᧵ᅕȷែٻᩗƷᘮ
 ܖٻעƷᅕৎܖٻဃƱிଐஜٻᩗƷᘮעưƋǔٻ᭗ఄဃƨƪƕžᘮܖעဃʩ්ſǛᡫƠƯŴσƴ
 ࣄᐻƴƭƍƯᎋƑƯŴᘍѣƠƯƍǇƢŵ








ᅶƨƪƷʻׅƷѣƸŴ ࠰ЭŴȚȸȑȸȉȸȠǛᘮעʩ්ƱƠƯӨฺƴᆆሰƠƨƜƱƴ
ڼǇǓǇƠƨŵƦƷࢸዓƚƯƖƨʩ්ƷɶƔǒŴମ࠰ǢȸȈƴǑǔӨฺȷி҅ȷᅕৎǛƭƳƙ
ႉދǢȸȈȗȭǸǧǯȈǛܱƠƯƖǇƠƨŵ ࠰᧓ƷႉދǢȸȈȗȭǸǧǯȈஇࢸƷžȈȸ
Ტ ᪫ӋༀᲣǛžь߷࠼߾ٻዋဒƕጟƙி҅Ʊᅕৎ ſƴӋьƢǔ࢟ư
ǯǻȃǷȧȳſ
͵ưƖǇƠƨƜƱǛշǜưƍǇƢŵǇƨŴь߷ƞǜƴႺȈȸǯǋƠƯƍƨƩƖǇƠƨŵƋǓ
ƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵʻࢸƱǋಮŷƳጟƕǓƕႆޒƢǔƜƱǛᫍƬƯƍǇƢŵ
൦ᒍӮ
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᧙̞ᎍὉἮἻὅἘỵỴỉႏẰỮẦỤ݃ẶỤủẺज़ेᴾ

ᴾ
ᴾ
ମ࠰Ʒ  உƴ  ׅႸƷь߷࠼ƞǜƷȗȭǸǧǯȈƕ͵ƞǕŴƦƜƔǒ࠼ƕƬƨѣƷ
ƕʻ࠰  உƷ  ׅႸƷ͵ǁƱƭƳƕǓǇƠƨŵǇƞƴƜƷʙܱƜƦƕŴƜƷȗȭǸǧǯȈƷ
ॖ፯ưƋƬƨƱࢍƘज़ơƯƍǇƢŵ
ƜƷȗȭǸǧǯȈƸŴҥƳǔޒᅆƷئǍȑȕǩȸȞȳǹƷႆᘙƷئưƳƘŴᦷចƷئưǋƋ
ǓǇƤǜưƠƨŵᚕƏǇưǋƳƘி҅ƴƭƍƯᎋƑǔžೞ˟ſƱƳƬƨƜƱƕ˴ǑǓǋᙲư
ƋƬƨƱ࣬ƍǇƢŵƦƷƜƱƸŴҥƴி҅ƴƱƲǇǒƣŴƜǕƔǒƷଐஜǍɭမǛƲƏᎋƑƯ
ƍƘƷƔƱƍƏƜƱƴƭƳƕƬƯƍǇƠƨŵ
ʴƸŴƍƘǒưǋࣔǕƕƪưƋǔƠŴƍƘǒưǋᙸڂƍƕƪƳŴƍƍьถƳဃƖཋƩƱ࣬ƍ
ǇƢŵƦǕƸᝧǊǒǕǔǋƷưǋƳƘŴƋǔᆔƦƷಏټႎƳƱƜǖƕசஹǛଢǔƘƠƯƍǔƜ
ƱǋƋǔưƠǐƏŵƠƔƠŴ̾ʴ̾ʴƴƸ࣎Ʒࡁښưज़ơƯƍǔǋƷƕƋǓǇƢŵࣔǕƯƍƳ
ƍǋƷƕƋǓǇƢŵƦǕƸŴƖƬƔƚƞƑƋǕƹƍƭưǋ࣬ƍᡉƠŴᙸƭǊႺƠŴƦƠƯᚕᓶ
ƴЈƠƯᛖǔƜƱǋưƖǇƢŵᩗǛ҄ƞƤƳƍƱǑƘᚕǘǕǇƢƕŴƦǕƸௐƨƠƯᐯЎ
ƨƪƴƱƬƯƲƏƍƏॖԛƳƷưƠǐƏƔᲹ ˴ǛˡƑƯƍƘǂƖƳƷưƠǐƏƔᲹ ʻׅ
Ʒžೞ˟ſƸŴƦƷբƍƴݣƠƯŴᇹᲭᎍႎƳሉƑǛƤƣŴ̾Ʒ࣎ࡁƔǒූƖɥƕƬƯƘǔ࣬
ƍƱᚕᓶǛᙸƭƚǔƜƱƕưƖƨƷưƸƳƍưƠǐƏƔŵƜƷƜƱƕŴഏƷᘍѣǁƱƭƳƕǔ
ӧᏡࣱƩƱ࣬ƍǇƢŵ
ƜƷእǒƠƍೞ˟ƴ᧙ǘǒƤƯƍƨƩƍƨƜƱƴஜ࢘ƴ۹ƠƘ࣬ƍǇƢŵǇƨŴƜƷȗȭ
ǸǧǯȈƴӋьƠŴ
žೞ˟ſǛоǒǕƨٶƘƷǈƳƞǇƴ࣎Ɣǒज़ᜓဎƠɥƛƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ
ᘘᇵӓ
ᅕৎࠊ˖ဒᛦૢޅȇǶǤȳᣃࠊਖ਼ᡶܴ˖ဒਖ਼ᡶਃ࢘ᛢᧈ
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ƨƪǇƪٻƖƘƳƬƨਊƕ˟ئǛѼǉŵʴŷƸǹȆȸǸƴᏑǛӼƚŴ߾ٻዋဒžҤɤᨕƷ
᰾ſƷЭƴᇌƭဏࣱǁƱაࠀƠǛӼƚƯƍǔŵƦƜƴƸŴь߷࠼ƞǜƕݲƠༀǕƨಮ܇ư
ƓơƗƢǔۋƕƋǓǇƠƨŵ உ  ଐƷήưƢŵ
 žь߷࠼߾ٻዋဒƕጟƙி҅Ʊᅕৎ ſƴƓƍƯŴᅶƸ  உ  ଐƱ  ଐƷӮ˟ǛѦǊ
ǇƠƨŵӮ˟ᎍƸƴŴਊǛЈƠǇƢŵžਊǛᲛſƱƍƏᚕᓶǍᐯǒƷਊǛƖƬƔƚ
ƴŴஹئᎍƴਊǛ̟ƢƜƱƕƋǔƷưƢŵƠƔƠŴЭᡓƷਊƸƦƏưƸƋǓǇƤǜŵƜƷ
ଐਮਠƷƳƔƬƨь߷ƞǜƷƜƱǛŴᅶƸžƋƪǒƴƍǔſƱኰʼƠƨƩƚưƢŵɟ૪ƴਰǓ
ᡉƬƨƓܲƞǜƸٻƖƘŴƦƠƯᧈƍਊǛᡛǓǇƠƨŵእૣ
ƳਊưƢŵь߷ƞǜŴЈᎍŴǹǿȃȕƸǋƪǖǜŴƓܲಮ
ǋǇƨƢƹǒƠƍ˟ƩƬƨƱ࣬ƍǇƢŵƩƔǒƜƦˡǘǔǋƷ
ǋƋƬƨƷưƸƳƍưƠǐƏƔŵ
 ᝮƳ᧓ǛƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ
 ޢग़܇

žҤɤᨕƷ᰾ſƴǑƤƯ
ȗȭǸǧǯȈƷǪȸȗȳǻȬȢȋȸưь߷࠼ƞǜƸž
ƀᩌƴѼǇǕǔᘮ
עƁƩƚưƸƋǇǓƴƍƕƳƍƷưƀҤɤᨕƷ᰾ƁǛС˺ƠǇƠƨſƱ
ǳȡȳȈƞǕŴ࠼˳ۥإƴƸžƜƷעםஜஹƷ፦ƠƞƱᣂϐဃǁƷࠎஓǛ
ᘙྵƠƨſƱƋǓǇƢŵ
ᅶƕᏋƬƨܼƸඬƪᨥƷ᧸ءƔǒǘƣƔ O ᆉƷƱƜǖưŴෙ৷Ǽȭ O
ưƠƨŵᯨއƷɥ  ɚǇưُƕ٭ᑥƠƯƍƯžଯԧ  ࠰ƷኬᩌƷٻ൦ܹưŴ
ƋƦƜǇư൦ƴේƔƬƨǜǍưſƱᎥƔƞǕƯƍǇƠƨŵǇƨ࢘Ƹɦ൦ϼྸئƳƲƱƍƏǋ
ƷƸƋǓǇƤǜƔǒŴӨƕஹǔƨƼƴɦ൦Ɣǒᡞ්ƠƯƘǔ᭗ກƴͳƑƯုǛɥƛŴதƷɥ
ƴᆢǉƷƸƋƨǓǇƑƷƜƱưƠƨŵෙƸᚃƠƍǋƷưƋǔƱσƴࣨƍǋƷưǋƋƬƨƷưƢŵ
ிଐஜٻᩗᘮעƷႏಮƴƸ࣎ƔǒƓठǍǈȷƓᙸᑈƍဎƠɥƛǇƢƕŴෙƷ܊ǉȪǹǯ
Ǜ১ჷƠƳƕǒǋෙެᡈƘƴ˰ǉƜƱǛᢠ৸ƤƟǔǛࢽƳƔƬƨʴ᧓ƷփǈƸŴƳǜƱᏤƍǋ
ƷƩƬƨƷưƠǐƏŵǇƨٻբ᫆ƷᅦᇹɟҾႆưƢƕŴƝ১ჷƷƱƓǓƋƷئƸǋƱǋƱ
ෙᡀƴƦƦǓᇌƭෙ৷ O ƷӨעưƠƨŵҾႆᚨƸ᳁ᲿᅈƱƷȕȫȷǿȸȳȷǭȸᲢႆදᎍ
ƸȡȸǫȸƕਤƬƯƍǔᚨᚘǛ٭ưƖƳƍᲣڎኖưƠǐƏŵƷҾႆƱӷơˁಮưᚨƢ
ǔƨǊƴŴӨעǛ ᳧ЪƬƯඬƷȪǹǯǛᏑƍᡂǜƩƱƢǕƹŴƦƷЙૺƸƳǜƱᜅƩ
ƬƨƜƱƔŵʴ᧓ƷփǈƕƢǂƯӳྸႎưƋǔƸƣƸƳƘŴᨂǒǕƨᢠ৸ᏃƷƳƔưɦƠƨЙ
ૺƕŴᐯƷщƴމƞƤǒǕƨԻƠƞǛܱज़ƠƨٻᩗưƠƨŵ
ᅶƸʿࢻưƸƳƍƷưദƠƍƔƲƏƔǘƔǓǇƤǜƕŴžҤɤᨕƷ᰾ſƸᙱ૾םƴƓ
ǒǕǔ᧺ࢄ᧻ڦஹƕŴƸƠƳƘǋžƜƷעםஜஹƷ፦ƠƞſƴƬƯƠǇƬƨʴ᧓ƷԻƠƍփ
ǈǛঌǕǈƭƭŴƦǕưǋʴŷǛƓƏƱஹᡇƞǕǔᑥƷήưƋǔǑƏƴज़ơǇƠƨŵ
ݱ૨


㸫45㸫






ᲭஉƴžᩌƴѼǇǕǔᘮעſƱƍƏዋƱЈ˟ƬƨƷज़ѣƕʻׅƷȗȭǸǧǯȈƴӋьƢ
ǔƖƬƔƚưƠƨƕŴி҅ƱᅕৎǛƭƳƙȗȭǸǧǯȈƴឃӷŴƱƍƏǑǓǋŴദႺžƋƷዋ
ǛܣǒƳƚǕƹſƱƷ࣬ƍƕᅶƷឱǛ KIITO ƴӼƔǘƤǇƠƨŵ
KIITO ƸŴƋƷዋƷƨǊƴƋǔǑƏƳᆰ᧓ưƢƕŴᲭஉƴȜȩȳȆǣǢǛƠƨᨥŴ፦ᘐǑ
ǓᚇܲƷᘍѣƕᐯဌưƋǔƜƱŴજࢨ OK ưƋǔƜƱƳƲƔǒŴ፦ᘐƴൔǂƯ˺ԼƴƱƬƯ
ƸүᨖࡇƕٻƖƍᆰ᧓ưƋǔƜƱǛܱज़ŵ߾ٻưƋǔƨǊஜ࢘ƴ൦ࢢဒưƋǔƜƱǛᚑƬƯƨ
ƠƔǊǑƏƱƢǔŴλǓӝƔǒ̓܇ƕᆳᡶŴᚡࣞϙჇǛજǔƨǊࢸǖӼƖƴᡈ݃ǔŴȪȥȃǯ
ǍȁǧȭǛᏑɶƴਃƍƩǇǇዋƷƦƹưਰǓӼƍƨǓƓᠴΒǛƢǔŴƳƲƝஜʴƕൢ˄ƔƵƏ
ƪƷȋǢȟǹƴŴƻǍƬƱƢǔƜƱƕʻׅǋƋǓǇƠƨŵ
ǤșȳȈƷᨥƴƸዋƸᏑƱƳǓŴμ˳ƷѣƖƕٻƖƘŴጞኬƳ፦ᘐ˺ԼưƋǔƜƱǛࣔǕ
ƕƪƴƳǓǇƢŵƜǕƔǒǋƣƬƱٶƘƷ૾ƴᙸƯƍƨƩƘƨǊƴŴࠝႳᙻȜȩȳȆǣǢƕ
࣏ᙲƩƱ࣬ƍǇƢŵ
ݱҾኝ܇










ƋǓƖƨǓƳज़ेưƢƕŴƢƝƘᑣƔƬƨƱ࣬ƍǇƢŵǇƣŴь߷ƞǜƷ߾ٻƳዋǛᙸƨ
ƴƱƯǋᭃƖǇƠƨŵྸဌƸŴƋǕǄƲƷ߾ٻƳዋǛᙸƨʙƕƔƬƨƱƍƏƜƱŴɟƭƷᆰ
᧓ƴʚƭƷዋƕƋǓŴƴݣൔƠƯǈǔƱǑǓଢᄩƴி҅ƷཞඞƕǤȡȸǸưƖǔƜƱƷʚƭ
ưƢŵǇƨŴȖȸǹưி҅ƷϙჇǛᙸƯƍǔƴŴǪȸǱǹȈȩƷڌƕᎥƜƑƯƖƨƸŴ
ʚƭƕႻǇƬƯƱƯǋज़ͻႎƳൢЎƴƳǓǇƠƨŵ
ƜǕǇưŴி҅ƷᩗƴƭƍƯขƘᎋƑǔೞ˟ƕƔƬƨƷưŴʻׅӋьЈஹƯᑣƔƬƨƱ
࣬ƍǇƢŵዋƸѸᛯưƢƕŴϙჇǍ᪦ಏŴȀȳǹƳƲǋਖᙸƢǔƜƱƕЈஹŴƱƯǋǑƍኺ᬴
ƴƳǓǇƠƨŵƓᛔƍƍƨƩƖŴஜ࢘ƴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ
ʟɥঅᅙᲢᅕৎܖᨈܖٻʴ૨ܖᢿᲮׅဃᲣ
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ᅶƸŴ᧵ᅕែٻᩗƷᘮᎍưƋǓŴܼଈǛʧƘƠǇƠƨŵ࢘ƸᧈưŴ᠃ఄŴɶܖ
ဃƱƍƏٶज़ƳŴᐯЎᐯ៲ǍؾƱƷȐȩȳǹƕɥƘƱǕƯƍƳƔƬƨƷᆳƷưƖƝ
ƱưŴƨƩŴᩗǋܼଈƷരǋŴᚪƷЎƔǒƵǇǇૠٶƘƷབྷཌᎍƷʧǛႸƷЭƴᙸƭǊƯ
ƍǇƠƨŵௐƨƠƯŴƜƷʙܱǛӖƚλǕǒǕƨƷƔŴʻưǋЎƔǓǇƤǜŵƦƷଐƔǒƣƬ
ƱᎋƑƯƍǔƜƱƸŴʻƸǋƏᛖǓӳƑƳƍരᎍƴŴരǛॖᜤƠᡇƑǔǇưƷƜƱǛƑƯǄ
ƠƍƱƍƏƜƱŵƳƥƜƷǑƏƳƔƨƪưരƳƳƚǕƹƳǒƳƔƬƨƷƔƱ࣬ƏƷưƢƕŴƜ
ǕƴƭƍƯǋሉƑƸЎƔǓǇƤǜŵ
ь߷ȗȭǸǧǯȈƴӋьƞƤƯ᪬ƖŴોǊƯܱज़ƠƨƜƱƸŴᅶᢋƸࠝଐ᪭žܣǒǕƯƍǔſ
ƱƍƏƜƱưƢŵʴ᧓᧙̞ŴཋឋႎŴཋྸႎƴǋžܣǒǕƯƍǔſƱƍƏʙܱǛ࢘ƷǑƏƴ
ӖƚλǕŴᐯЎᐯ៲ǍؾƴƭƍƯɟշɟঈƠƯƍǔƜƱưƢŵឪƜƬƯƔǒŴڂƬƯƔǒŴ
࢘ƨǓЭƱ࣬ƬƯॖᜤƤƵǇǇᢅƝƠƯƖƨଐŷƷؾƕ҄٭ƠƯൢƮƘƜƱŵƜƏƠƯ࣎ܤ
ƠƯǕǔƜƱƸƲƏƍƏॖԛƳƷƔŵǇƨŴƍƭƜƷؾŴǋƠƘƸܼଈŴǋƠƘƸᅶƕᢌ
ƏƔƨƪƴƳǔӧᏡࣱƴƭƍƯŴᐯЎᐯ៲ƴբƍƔƚǑƏƱ࣬ƍǇƠƨŵ
߃ރჇኔ

ʻׅŴȜȩȳȆǣǢȷǹǿȃȕƱƠƯƜƷȗȭǸǧǯȈƴӋьƠƯ˴ࡇƔƓܲƞǜƴŴƜƷ
ȗȭǸǧǯȈƸƓܲƞǜƔǒƓǛӕǕƳƍƔǒ٭ٻƩŴǹǿȃȕƕǈƳȜȩȳȆǣǢưǍƬ
ƯƍǔƜƱƴᭃƍƨŴƳƲƷ٣ǛᎥƖǇƠƨŵƜƏƠƨŴȜȩȳȆǣǢưᘍǘǕƯƍǔࣄᐻƷ
ƨǊƷѣƸ᥉᩿ǍʴƷ᩿ƴƓƍƯᛢ᫆ƕƋǔŴƱƍƏॖᙸƴఌࡁƴƸŴ
ž᥉ႎМႩƴ
ƭƳƕǒƳƍƜƱƴƸॖԛƕƳƍſƱƍƏᎋƑ૾ƕƋǔƷƩƱ࣬ƍǇƢŵƜƏƠƨᎋƑ૾ƴ׃
ǘǕƯƍƯƸࣄᐻƷƨǊƷѣƳƲưƖǇƤǜŵь߷ƞǜƸŴ˴ǑǓǋᘮעƷࣄᐻǛᫍƬƯ
ዋǛ੨ƍƨƷƩƱŴႺƓᛅǛᎥƍƯज़ơǇƠƨŵȗȭǸǧǯȈǛᡫƠƯŴɼ͵ᎍƷॖǛᚇ
ƯƍǔʴƨƪƴˡƑǔƜƱƷᩊƞǛज़ơǇƠƨŵ
ᇌჽ̢ᒍᲢᅕৎܖٻᨥ૨҄ܖᢿᲬׅဃᲣ









߾ٻዋဒᚨփƷಮ܇ᲴᧉݦಅᎍƷ૾ƱɟደƴŴᅕৎࠊᎰՃŴȜȩȳȆǣǢǹǿȃȕᲢ ӸᲣǋӋь
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ଐŷƷǒƠƱƋƷȗȭǸǧǯȈ
 ஜȗȭǸǧǯȈǛƓˡƍƢǔƷƸŴ ࠰Ʒž
ƀᩌƴѼǇǕǔᘮעƁƕጟƙி҅Ʊᅕৎſ
ƴዓƖʚׅႸưƋƬƨŵʚࡇƱǋŴဋƞǜƴ٣ǛƔƚƯƍƨƩƍƨƜƱƕƖƬƔƚưƋǔŵ
ᅶƸƦƷǮȣȩȪȸƕڤƖƳлƴƸૠȶஉƴɟࡇƠƔ᫊ǛЈƞƳƍችᎍưƋǔƕŴƦƷᆇƳ
ᚧբƷᨥƴŵƍƣǕǋɟଐƩƚƷӋьưƋƬƨƕŴǹǿȃȕǛƠƳƕǒƦƷئưᎋƑƨƜƱƸ
ᅶƷଐŷƷǒƠƴఌ˄ƍƯƍǔǑƏƴ࣬Əŵ
 ь߷˺ԼǛۥʼᎍƱƠƯŴᩗǛŴƦƠƯᅦǛȈȔȃǯƴƠŴӋьᎍƸଐஜ
ƷݩஹǛ࣬ƍŴɟࡇƸᡦ૾ƴǕŴƦƜƔǒǍƬƱƬƯƘǔƱʻࡇƸᐯǒƷ
ƋǓ૾ǛբƏŵˁʙǍǂཋŴܼŵଐŷᢠ৸ƠƯဃƖƯƍǔŵƦƷᢠ৸ƔǒᙸႺ
Ƣ࣏ᙲƕƋǔƷưƸᲹᒊƠƍ᧓ưǋƋǔŵƠƔƠŴᎋƑǔƜƱǛǍǊƯƸƍƚ
ƳƍŴƱь߷˺ԼƕᛖǓƔƚƯƘǔŵƏǜŴǍǊǁǜǑŴችɟᡉʙǛƠƯƓƘŵ
ƜƷփǈƴᇹɤׅႸƕƋǔƳǒŴ᩼ƱǋǇƨӋьƠƨƍŵ
ஜǈƳǈ


᪦ಏǍ៉ǓƸŴžᅌǓſƩƱज़ơǇƠƨŵ
ƓˡƍǛƞƤƯƍƨƩƖƳƕǒŴƓឭƠƷƓܲಮƱƓᛅǛƞƤƯƍƨƩƘೞ˟ƕƋƬƯ
ƦƏƠƨǒžࣦǓǍबƠǈƷǋƋǔŵ
Ƃज़ऴƃƩſƱƓƬƠǌƬƨ૾ƕƍǒƬƠǌƍǇƠƨŵ
ƦƏƔǋƠǕǇƤǜŵ
ᲢࢸଐᛩƱƠƯŴᅌǓƸज़ऴƦƷǋƷƩŴƍǍज़ऴƕᅌǓƳƷƩƱƔ៲ᡈƳ૾ŷƱǋʜŷᲣ
̊ƑƹŴʴƕʴǛेƏൢਤƪƱƔ ᚕᓶƴƳǔˌЭƷŴǋƬƱขƍƱƜǖƴƋǔज़ᙾŵ
ǢȸȈƴƸŴƦǜƳज़ऴǛੵǓѣƔƠԠƼᙾǇƢᘺፗƱƠƯƷנ܍ॖ፯ǋƋǔƷƔǋƠǕƳƍŵ
ƦƠƯƦǕǛɶ࣎ƴŴʴŷƕᛖǓӳƍጂǛኦƍưƍƘƖƬƔƚƴƳǔƷƔǋƠǕƳƍŵ
ોǊƯƠǈơǈƱŴƦǜƳƾƏƴज़ơƯƍǇƠƨŵ
ƦƠƯŴь߷ƞǜƷዋǛɶ࣎ƴኦƕǕƨጂƕƱƯǋଡ଼ƔƘƯ
ᛖࡴƕƋǔƔǋƠǕǇƤǜƕŴƱƯǋע࣎އǑƘಏƠƘƓˡƍǛƞƤƯƍƨƩ
ƍƯƍǇƠƨŵ
᧙ǘǒƤƯƍƨƩƚƯŴႏಮƱƝɟደƞƤƯƍƨƩƚƯŴήưƠƨŵ
ƜǕƔǒǋŴಮŷƳئưŴƜƷଡ଼ƔƳጂƕኦƕǕ࠼ƕǓǇƢǑƏƴŵ
ƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ                   ɤဋܨ፦
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ᘮȔǢȎƷƠЈƠƱ
ᛦࢷǛƠƯƘƩƞƬƨ♆ဋᎢƞǜ

Ӗ˄ӼƔƍͨƷཎᚨǫȕǧ
ਃ࢘ƠƯƘƩƞƬƨဋႇ፦܇ƞǜ
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ь߷࠼ᴾ ߾ٻዋဒἩἿἊỹἁἚỉᛠỚᚐẨᴾ

ᴾ
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ь߷࠼߾ٻዋဒȗȭǸǧǯȈƷᛠǈᚐƖ

ଐ    உ  ଐᲢ້Უ ᳸
˟   ئǮȣȩȪȸဋ
Ⴘႎ   πࡸᚡପƷɥପƱƱǋƴŴಮŷƳǤșȳȈŴȗȭǸǧǯȈŴʙಅƴ᧙ǒǕǔ૾
ƱσƴܖƼŴ˳᬴ǛσஊƠƯƍƘƜƱŵ
Јࠗ   ᕲɟ پဋᛗ ᱣᕲήו
ɶʁ፦ ܇ʁǇƞǈ
ޢʣኔ ܇ЈӝҘ ݤɶʟଢ ܇ဋܾ ܇ค ܇ᕲىӪ
ᡶᘍ   ᇦϋМ൶
Ӌьᎍૠ  ӸᲢɟᑍஹئᎍԃǉᲣ





ᇦϋ
ʻଐƷ້୴ǵȭȳƸžь߷࠼߾ٻዋဒȗȭǸǧǯȈƷᛠǈᚐƖſƱƍƏȆȸȞư
͵ƍƨƠǇƢŵƍƭǋƸဋƞǜƷӮ˟ưᡶǊǒǕƯƍǔƱ࣬ƍǇƢƕŴʻଐƸဋƞǜƴƸ
ƠƬƔǓƱƓᛅǛ˨ƍƨƍƱŴᅶŴᇦϋƕᡶᘍࢫǛѦǊƞƤƯƍƨƩƖǇƢŵɧॹǕƳໜƸƲ
ƏƔƝܾឡƘƩƞƍŵ
ƸơǊƴπࡸᚡପǛƝᚁƍƨƩƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵƜƷପƸޛӝʚƞǜƴƓજ
ǓƍƨƩƖŴኖ  ЎƴዻᨼƠƯƍƨƩƍƨȀǤǸǧǹȈ༿ưƢŵ
ưƸŴǑǖƠƘƓᫍƍƍƨƠǇƢŵ

ᲢᚡପɥପᲣ
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ƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵᅶƨƪǋᢃփƠƯƓǓǇƠƯǋŴƳƔƳƔƢǂƯǛᙸǔƜƱƕư
ƖƳƍƷưƢƕŴોǊǇƠƯٶƘƷ૾ŷƴƝӋьƍƨƩƍƨƷƩƳƋƱज़ॼขƘ࣬ƍǇƢŵ

ʻׅŴဒܼƷь߷ƞǜƕƣƬƱ˟ئƴƍǒƬƠǌƬƯŴ༏࣎ƴƓᛅǛᎥƔǕŴϙჇǍȓ
ȇǪǛજǒǕƯǇƠƨƕŴέᡵŴƪǐƏƲ᧙̞ᎍȷǹǿȃȕƷƪɥƛ˟ƕƋǓŴƦƪǒƴǋ
ƓឭƠƍƨƩƍƯŴƦƷƋƱƴȡȃǻȸǸǛᡛƬƯƘƩƞƍǇƠƨŵέƴݲƠƝኰʼƞƤƯƍ
ƨƩƖǇƢŵ
   žႏಮŴஜ࢘ƴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵέଐƷƪɥƛǋƱƯǋಏƠƘᢅƝƞƤƯ᪬
ƖǇƠƨŵʻׅƷޒᅆƷ᧓ƴಮŷƳᚾǈƕᘍǘǕǇƠƨƕŴዋǋŴЈƞǕƨ૾ǋŴᚇƴஹ
ǒǕƨႏƞǜǋŴǹǿȃȕǋŴஜ࢘ƴƦƷុᩉƕᡈƘŴμՃưဃƖƨज़ѣǛ˺ǓɥƛƯƬƯƍ
ǔǑƏƳŴእǒƠƍȗȭǸǧǯȈưƠƨŵ உ  ଐƷᩗƷଐƕஇኳଐưƠƨƕŴƋƷଐƴ
ज़ơƨƜƱƸဃ෨ࣔǕǒǕƳƍƱ࣬ƍǇƢŵࠊࢫЭƷπטưƷᡙलࡸƔǒӋьƠŴᅕৎƷᩗ
ƕ  ࠰ǋЭƷƜƱƱƸ࣬ƑƳƍƘǒƍ៲ᡈƴज़ơǇƠƨŵƦƷࢸŴǇƩᨗǋɥƕǒƳƍ
᧓ƴ KIITO ƴλǔƱŴᆰൢƕƜǕǇưƱƸμƘᢌƬƯƍƯŴஜ࢘ƴ˟ƷɶƷǑƏƳ߁᭗Ƴൢ
ᣐƴƪƯƍǇƠƨŵ
žᩌƴѼǇǕǔᘮעſƸƜǕǇưƷƲƷǑǓǋᆰ᧓ƴƸǇƬƯƍƯŴ
ǋƏᆰ᧓ƴǊǓᡂǜưƍǔƔƷǑƏƴज़ơǇƠƨŵ ƭƷᩗƕ᧓Ʊᆰ᧓ǛឬƑƯƳƬƯ
ƍǔǑƏƳŴƱƯǋɧ࣬ᜭƳज़ᙾưƠƨŵዋƕྵܱƱКƷɭမǛጟƙȈȳȍȫƴƳƬƯƍǔǑ
ƏưǋƋǓǇƠƨŵƜƷज़ᙾƸᅶƕ˺ԼƷ˺ᎍƩƔǒज़ơƨǋƷƳƷƔŴ˂ƷႏƞǜǋӷơǑ
Əƴज़ơǒǕƨ૾ƕƍƨƷƔŴƱƯǋൢƴƳǓǇƢŵᅶƴƱƬƯஜ࢘ƴᝮƳ˳᬴ưƠƨŵ
ſ 
ƜƜưݲƠႾဦƠǇƢƕŴžྵנ੨ƍƯƍǔᅦƷዋƴƭƍƯưƢƕŴʻׅƷȗȭǸǧ
ǯȈưɟဪǰǵǰǵƱஹƨƷƸ  உ  ଐƷហקƞǜƱ᭗ƞǜƷݣᛩŴƦƠƯƦƷࢸƷ᚛ᛯ
˟ưƠƨŵᅦƴƭƍƯƷȪǢȫƳᛅǛᎥƍƯƍǔƏƪƴŴዋưᘙྵƢǔƜƱƷƞǛज़ơƯ
ƍǇƠƨŵưǋʻƸ࣬ƏƜƱǛƓǋƍƖǓǍƬƨǖƏƱƍƏൢƴƳƬƯƍǇƢŵᅦƷʴŷŴ
ƦƠƯעٻƷࣦǓǍᒊƠǈǛˊࡰưƖƨǒƱ࣬ƬƯƍǇƢŵᅶƕ੨ƖዓƚǕƹŴƜƷȗȭǸǧ
ǯȈƸዓƍƯƍƖŴ࣏ƣǇƨᅕৎưǈƳƞǜƱƓ˟ƍƢǔƜƱƕưƖǇƢǑƶŵ᪴ࢌǓǇƢᲛſ
ƱƍƏȡȃǻȸǸǛƍƨƩƖǇƠƨŵ
ưƸŴஇИƔǒƾǓᡉǓǇƠƯŴƜƷȗȭǸǧǯȈƷ˖ဒᎍưƍǒƬƠǌǔဋƞǜƔ
ǒƓᛅǛƍƨƩƚǕƹƱ࣬ƍǇƢŵ

ဋ
   ь߷࠼ƞǜƷ߾ٻዋဒǛᅕৎưޒᅆƢǔƖƬƔƚƱƳƬƨဋưƢŵɟମ࠰Ʒ  உ 
ଐƴŴ ࡇႸƷி҅ᚧբƷƱƖŴƤǜƩƍȡȇǣǢȆȸǯưь߷࠼ƞǜƷ߾ٻዋဒƴЈ˟Ƭ
ƨƷưƢƶŵஜ࢘ƴȋǢȟǹƘǒƍƷЈ˟ƍƩƬƨƷưƢƕŴƥƻᅕৎưŴ᧵ᅕٻᩗǛኺ᬴
ƠƨᅕৎưǋޒᅆƠƳƚǕƹƳǒƳƍƱŴ˴Ɣ̅ԡǛɨƑǒǕƨǑƏƴज़ơƨƷưƢŵ
ƦƷƱƖь߷ƞǜƱƸИݣ᩿ƩƬƨƷưŴžƜǕǛᅕৎưޒᅆƠƨƍſƱᛅƠƨƱƖŴ
ь߷ƞǜƸŴƦƏᚕƏʴƸƨƘƞǜƍǔƚǕƲǋŴܱྵƠƨƜƱƕƳƍƔǒŴƜƷʴǋƖƬƱ
ᚕƏƩƚƩǖƏƱ࣬ƬƨƱŵƦǕƔǒŴƲƜƔޒᅆưƖǔӧᏡࣱǛƠƯƍǔƏƪƴŴKIITO
ƱЈ˟ƬƨƷưƢŵʻଐŴസࣞƳƕǒƍǒƬƠǌƬƯƍǇƤǜƕŴᘘᇵƞǜƱƍƏΟᅵƳᅕৎ
ࠊƷᘍȞȳƱЈ˟ƬƯŴƦƷᛅǛƠƨƜƱƕƸơǇǓưƠƨŵ
 ׅႸƕମ࠰Ʒ  உ  ଐƔǒ  ଐǇưŵൿǇƬƨƷƕɟƔஉǄƲЭŴᅕৎࠊƕǍǓǇ
ƠǐƏƱᚕƬƯƘƩƞƬƨƷưŴᅕৎࠊƕμᢿǍƬƯƘǕǔƷƩƱ࣬ƬƨƷưƢƕŴዋǛਤƬ
ƯƘǔŴឱئǛኵǉŴޒᅆƢǔƷƸƜƪǒưǍǓǇƢƕŴƋƱƸμᢿဋƞǜǍƬƯƘƩƞƍŴ
ƱƍƏƜƱưŴ८ƯƯ  ׅႸƷȗȭǸǧǯȈǛแͳƢǔƜƱƴƳǓǇƠƨŵ
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ƦƜưŴᄩᛐƠƨƷưƢŵᅕৎưޒᅆǛƠƯǑƔƬƨŵƢƝƘˡǘƬƯஹǔǋƷƕƋǔŵ
˴ƔǛဃǈЈƢщƷƋǔዋưƋǔŵ˴ǑǓǋᅕৎࠊƴƸৢૣټƍƞǕƯƍƨဋƱᅕৎࠊƕ
ǛኵǉŵƦƷƱƖƷࠊᧈƸჵဋƞǜưƠƨƕŴჄƷʟৎჷʙǋƝᚁƴƳǒǕŴƦǕƕƖƬƔƚ
ưʻׅƴƭƳƕƬƯƖƨƷưƢŵь߷ƞǜƷዋƕਤƭщƸஜ࢘ƴ͝ٻƳǋƷƕƋƬƯŴƜƷዋ
ƱЈ˟ƬƨʴƨƪƕŴƦƷئưŴዋƕఋƱƳƬƯƍǖǜƳǋƷဃǈЈƞǕŴƭƳƕƬƯƍƘƱ
ƍƏួڈƷǑƏƳƜƱƕឪƜǓǇƠƨŵ
ь߷ƞǜƷዋƕჄٳƴЈƨƷƸᅕৎƕƸơǊƯưƢƕŴƜǕƔǒƲǜƲǜЈƯƍƘӧᏡ
ࣱƕƋǓǇƢŵƨƩŴҥƴᩗǛ੨ƍƨӸ˺ưኳǘǒƤƯƸƍƚƳƍŵࣔǕƳƍưƘƩƞƍƱŴ
߾ٻዋဒƴǑƬƯ˴ƔǛᨼǊǔǤșȳȈƴ̅ǘǕǔŴƦƏƍƏ̅ǘǕ૾ǛƠƯƸƍƚƳƍƱࢍ
Ƙ࣬ƬƯƍǇƢŵ
ʻׅƸŴ߾ٻዋဒƱᑸᘐƕਤƭщƕӳ˳ƠƯᅈ˟ƴݣƠƯᚫƑƯƍƘŵƋǔƍƸଐஜƷ
சஹƴƭƍƯŴƋǔƍƸᅦƴƭƍƯǋᎋƑǔŵܱᨥƴӋьƠƨǓŴᚇǔʴƕᐯЎƷဃƖ૾ư
ƋǔƱƔŴி҅ƱƷ᧙ǘǓǋԃǊŴᐯЎǛբƍƳƓƢŵƦƏƍƏئưƋǓƨƍƱŴɟƭƷȢȇ
ȫǛƭƘǓƨƍƱᎋƑƯμ˳ǛನƠǇƠƨŵμ˳ư  ƷȗȭǰȩȠƱƍƏ٭ٻƳȗȭǸǧ
ǯȈưŴʻŴɟƭ  ЎƣƭƘǒƍưƞǘǓǛƝᚁƍƨƩƖǇƠƨƕŴӋьƞǕƨ૾ŷƴǑƬƯ
ǓᇌƬƨǘƚưƢŵႏƞǜŴႆᘙƢǔƨǊƴƸႻ࢘Ƴแͳƕ࣏ᙲưŴૼƠƍᆰ᧓ưоǓႺƞ
ƳƚǕƹƍƚƳƔƬƨƷưƢƕŴƦƜƔǒဃǈЈƞǕƨǋƷǛŴ᧙ǘƬƨᅶƨƪǋɟደƴᝮ
Ƴ˳᬴ǛƞƤƯƍƨƩƖǇƠƨŵ
   ᕲဋ̀ˊƞǜƴŴƜƏƍƏƷǛǍǓǇƢƕŴӋьƞǕǇƤǜƔƱƓᛔƍƠƨƱƖŴࣕƠ
ƍƔǒ  ӸƘǒƍƔƳƱŴǿȭȸǷȳǬȸǺƷʟƞǜƴǋƓ٣ੑƚƠƨǒŴǳȳǵȸȈƷƢ
ƙƋƱưƬƨƳƱŴƠƔǋȗȸȩȳǯƷƀʴ᧓Ʒ᫊ƁǛǍƬƯƘƩƞƍƱŴᅕৎܖٻƷ᧙έ
ဃƴƸƀବƷᅛχƁǛǍƬƯƘƩƞƍƱŴޢɢࠎƞǜƴƸŴԧӳʰɟƞǜƷ˺ᚺƠƨᅦǛ
ȆȸȞƴƠƨƩƚưμᢿƭƘƬƯƘƩƞƍƱŴϋܾǋਦܭƠƳƕǒƓᫍƍƢǔƷưƢƶŵ˴
ǛǍƬƯǋƍƍƱƍƏǘƚưƋǓǇƤǜƔǒŴƦƜưǍǔॖԛǛσƴᄩᛐƠƳƕǒưƠƨŵႏ
ƞǜŴஇИƸ៩៨ƞǕƯƍƯǋŴKIITO ƴஹǒǕƨǓŴᲫׅႸƷପǛᙸǒǕǔƱŴᙸǔᙸǔ
ƏƪƴщƕλƬƯŴᕲဋ̀ˊƞǜǋܱᨥƴƸ  ӸƷ૾ƕЈƞǕŴᅦƷᘮᎍƷ૾ƴӼƚ
ƯžފƚǔſƱƍƏȀȳǹȑȕǩȸȞȳǹƴኽܱƠƯƍƘŵƦƏƍƬƨज़ѣႎƳƜƱƕឪƜ
ƬƯƍƬƨǘƚưƢŵ
ʻׅƸܱᘍۀՃ˟ƱƍƏ࢟ࡸưŴƋƱưƓᛅƠƍƨƩƖǇƢƕŴᕲɟپƞǜƴܱᘍۀ
ՃᧈƱƠƯȗȭǸǧǯȈƷྸࣞႎƳ௵ǛਃƬƯƍƨƩƖŴᅶƸȗȭǸǧǯȈμ˳ƷϋܱǛɨƑ
ǔƜƱƴ᧙ǘǓƳƕǒŴȞȍǸȡȳȈƸΟᅵƳႏƞǜƴˡƬƯƍƨƩƖǇƠƨŵᱣᕲƞǜŴ
ޢƞǜǛƸơǊŴʻŴӮ˟ƠƯƍƨƩƍƯƍǔᇦϋƞǜŴɶʟƞǜŴƏƪƷǹǿȃȕǋஜ࢘
ƴǑƘ᪴ࢌǔŴƱƍƏǑǓŴᐯƴ༓ƑƯƍƘŴᨼɶƠƯƍƘŴƭƘǓƋƛƯƍƘۋǛႸએƠ
ƳƕǒŴƢƝƍƜƱƕឪƜƬƯƍǔǜƩƳƱ࣬ƬƯƍǇƠƨŵǹǿȃȕƷႏƞǜƔǒǋǇƨे
ƍǛƓᎥƖƠƨƍƱ࣬ƍǇƢŵƜƏƍƬƨئƕƻƱƭƷᡶ҄ƢǔǳȟȥȸȳƷǑƏƳ࢟ưŴμ
˳ƱƠƯɼࢌƢǔǋƷƱƳƬƯˁɥƕƬƯƖƨƷưƢƶŵ
ʻଐŴƜƷǑƏƳئǛਤƬƨƷƸŴᅶƨƪƸƜǜƳƜƱǛǍƬƨƷưƢǑŴǑƔƬƨư
ƢǑƱƍƏᐯॸᛅǛƢǔǘƚưƸƋǓǇƤǜŵь߷ƞǜƷȗȭǸǧǯȈƸ࣏ƣ࠼ƕƬƯƍƖǇ
Ƣŵஹ࠰Ƹ˅Өưžᡲ᧸ɭမ˟ᜭſƕƋǓŴƦƜưӕǓɥƛǒǕǔƱ࣬ƍǇƢŵүᨖƩƳ
Ʊ࣬ƏƷƸŴՠಅႸႎƴМဇƢǔƨǊƴь߷ƞǜƷዋǛࡽƖׅƠƯƍƘǑƏƳƜƱƴƳƬƨǒ
ۯƩƳƱ࣬ƬƯƍǇƢŵưƢƷưŴᅕৎưᘍƬƨƜƱǛȢȇȫƱƠƯ੩ᅆưƖǕƹƱŴμᚡ
ǛޛӝƞǜƴƓᫍƍƠƯဒưǋજƬƯƍǇƢƠŴƜƏƍƬƨᛖǓӳƍƷɶƔǒЈƯƖƨǋƷ
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ǋώ܇ƱƠƯസƠƯƓƖƨƍƱŴʻଐƷئǛਤƨƤƯƍƨƩƖǇƠƨŵ

ᇦϋ
   ʻƜƷ᧓ƴǋഏŷƴƓឭƠƍƨƩƖŴЈᎍƷ૾ŴǹǿȃȕˌٳƴǋŴஜ࢘ƴٶƘƷႏ
ƞǜƕȗȭǸǧǯȈƴ᧙࣎ǛਤƬƯƍƨƩƍƯƍǔƜƱǛ٭ٻƏǕƠƘ࣬ƍǇƢŵஜଐƸٶૠ
ƓឭƠƍƨƩƖŴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƢŵƓɟʴƓƻƱǓƷ࣎ƴസƬƯƍƘƜƱƕȗȭǸǧǯ
ȈƷٻƖƳௐƩƱ࣬ƬƯƍǇƢŵ
ưƸŴዓƖǇƠƯʻׅƷܱᘍۀՃᧈƷᕲέဃƔǒŴƜƷȗȭǸǧǯȈƕႸਦƢƱƜǖŴ
ྸࣞƴƭƍƯƓᛅƠƍƨƩƚǇƢưƠǐƏƔŵ

ᕲ
   ʻׅƷȗȭǸǧǯȈƸŴǈƳƞǜƷҞഩƋƱǛƭƍƯƍƖƳƕǒŴƦƷƜƱǛᐯЎƳǓ
ƴᎋƑǔŴƢƝƘƍƍኺ᬴ƴƳƬƨƱ࣬ƍǇƢŵέǄƲྸࣞƱƓƬƠǌǒǕǇƠƨƕŴྸࣞǋ
ᅶƕƭƘƬƨǘƚưƸƳƍŵဋƞǜǍႏƞǜƷƍǖƍǖƳेƍƔǒྸࣞǋූƔƼƋƕƬƯஹ
ƨǋƷƩƱ࣬ƍǇƢŵ
ྸࣞƱŴǋƏɟƭƸؕᄽǛǊƯƍƘŵྸࣞǛᄩᛐƠƨǓσஊƠƨǓƢǔƜƱƱؕᄽǛ
ǊƯƍƘƱƍƏਤዓӧᏡࣱƷɲ૾ǛŴǈƳƞǜƱƷݣᛅƷɶưᡶǊƯƍƘƜƱƕь߷ȗȭǸ
ǧǯȈǛƞǒƴႆޒƞƤƯƍƘɟဪᙲƳȝǤȳȈưƸƳƍƔƱ࣬ƬƯƍǇƢŵ
ྸࣞƱƍƏƱᩊƠƍǑƏƴ࣬ƍǇƢƕŴᚕǘƹŴٸᆰƴ᠗ƘࡈǈƨƍƳǋƷưƢƶŴ
ٻෙҾǛᑋෙƢǔƱƖƴƸŴࡈǛᚇƳƕǒ૾ӼǛܭǊƯƍƘƠƔƳƍŵƦƏƍƬƨƋǔॖԛŴ
ଢ଼ƘƳǓƭƭƋǔˊƴŴࡈǛᙸƳƕǒᐯЎƨƪƷ૾ӼǛƲƷǑƏƴኧƠƯƍƘƷƔŵ
ࡈƴݰƔǕǔᅶƨƪƕƍǔƱƍƏƜƱƕɟƭƋǔƱ࣬ƍǇƢŵ
ʻଐŴྸࣞǋؕᄽǋƳƍˊƴƳǓƭƭƋǔŵᅶǋᐯ୧ᐯూƴƳǓƔƔƬƯƍǔɟʴư
ƢŵྸࣞƱӷƴؕᄽǛǊƯƍƔƳƍƱཋƸƨƳƍŵؕᄽʙƕ࣏ᙲưƋǔŵஙǋఌǛ
ƸƬƯƍƔƳƍƱௗǕƯƠǇƏŵƪǐƬƱƕԉƍƨǒƢƙƴ͂ǕƯƠǇƏŵྸࣞƱӷƴؕ
ᄽǛǊƯƍƘƨǊƴŴɲ૾ǛǈƳƞǜƱƷݣᛅƷɶưᡶǊƯƍƘ࣏ᙲƕƋǔƷưƸƳƍƔŵ
   ᅶƕʻׅƷȗȭǸǧǯȈǛᡫơƯɟဪҮᝋƴസƬƨƷƸŴǍƸǓь߷ƞǜஜʴƷƓᚕᓶ
ưƠƨŵέǄƲƷȡȃǻȸǸƴǋХນǛӖƚŴǤȳǹȑǤǢƞǕǔǋƷƕƋǓǇƠƨŵ ଐƷ
ȗȭǰȩȠƴܖဃŴᒉᎍƨƪƴǑǔȇǣǹǫȃǷȧȳƕƋǓǇƠƨŵ
žᅦҾႆƱᅶſƱƔŴ
žɭ
မƱᘮעſǍžȜȩȳȆǣǢƸዓƚǒǕǔƔſƱƍƬƨȆȸȞưŴܖဃƨƪƕȇǣǹǫȃǷ
ȧȳƠƯŴȗȬǼȳȆȸǷȧȳƠǇƠƨŵ
ƦƷஇࢸƴŴܖဃƕь߷ƞǜƴឋբǛƠƨƷưƢƶŵžƲƷǑƏƳȡȃǻȸǸǛˡƑƨ
ƍƱ࣬ƬƯƜƷ߾ٻƳዋဒǛ੨ƔǕǇƠƨƔſƱŵƦǕƴݣƠƯŴь߷ƞǜƸǇƣžƲƷǑƏ
ƳȡȃǻȸǸƱᚕǘǕƯǋŴȡȃǻȸǸƕέƴƋƬƨǘƚưƸƳƍſƱŵƦƠƯžƱƴƔƘᘙ
ྵƠƨƍज़ᙾƕᐯЎƷɶƴဃǇǕŴᘙྵƠƨƍज़ᙾǛƖƭƚƨƍƱƍƏेƍƕƋƬƨſƱƓ
ƬƠǌƬƨŵ੨ƖƨƍƔǒ੨ƘƱƍƏƷƸᑸᘐᐱɥɼ፯ƷǑƏƴ࣬ǘǕƯƠǇƏƔǋƠǕǇƤ
ǜƕŴƜǕƸǢȸȈƷҾໜưƢŵǢȸȈƱƦǕˌٳǛЎƚǔҾໜưƢƶŵ੨ƔƣƴƸƍǒǕƳ
ƍŵᘙྵƤƣƴƸƍǒǕƳƍŵƦƏƍƏǍǉƴǍǇǕƵǋƷƕƋƬƨƱŴஇИƴᡓǂǒǕǇƠ
ƨŵƜǕƕƢǂƯƷҾໜưƸƳƍƔƱ࣬ƍǇƢŵ
ƦƷഏƴь߷ƞǜƴᑻဃƑƨǋƷƸŴžƜƷ߾ٻዋဒǛᚇƯƍǔʴǛƜƷዋƷɶƴλǕ
ƨƍſŵƱƍƏƱ್Ƴज़ơƴᎥƜƑǔƔǋƠǕǇƤǜƕŴ
žƜƷዋƷɶƷ࢘ʙᎍƱƳƬƯŴᐯ
ЎƷ࣎ƱݣᛅƠƯഒƠƍſƱƍƏƜƱǛƓƬƠǌƬƯƍǇƠƨŵь߷ƞǜƸŴᚇǔͨƱᚇǒǕ
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ǔͨƷ᧙̞ƩƚưƸƳƍ˴ƔǛᎋƑƯƍƨƷƩƱ࣬ƍǇƠƨŵǋƪǖǜዋƷɶƴၷƠǛǋǒƏ
ƜƱǋưƖǇƢƠŴዋƷɶƴࠎஓǛ੨ƖƜǉƜƱǋưƖǇƢƕŴь߷ƞǜƕႸਦƠƨǋƷƸŴ
˴ǑǓǋƜƷྵئưឪƜƬƨृтƱƍƏǋƷƴȪǢȫƴႺ᩿ƠƯŴዋǛᚇƨʴƴǋŴ̾ʴƷ࣎
ƷɶƴឪƜƬƨ҄٭ǛᄩᛐƠƯǋǒƍƨƍƱƍƏƷƕŴࢬƷࢍƍेƍƩƬƨƷưƸƳƍƔƱ࣬
ƍǇƢŵ
   Ƌǔୌƴɟ᧓ƘǒƍᜭᛯƠƨբ᫆ƕƋǓǇƢŵžᩌƴѼǇǕǔᘮעſƸŴඬƴƷ
ǈᡂǇǕƯƍƘܼƩƱƔŴעٻƕƋǓǇƢƶŵƦƷɦƴƔƢƔƴݱƞƘហƍǫȸȍȸǷȧȳƕ
੨ƔǕƯƍǔŵƦƷƜƱǛឋբƠƨŵƜǕƸࠎஓǛ੨ƖƨƔƬƨƷưƢƔƱŵࢬƸƜƷǫȸȍ
ȸǷȧȳǛ੨ƘƜƱǛႻ࢘पǜƩƱŵƦǕǛ੨ƘƜƱưŴƢǂƯբ᫆ƕᚐൿƞǕƯƠǇƏŴܤ
ତƴࠎஓǛ੩ᅆƠƯƍǔƷưƸƳƍƔƱŵኽޅŴǫȸȍȸǷȧȳƸ੨ƔǕƯƍǇƢƕŴƜƷɟ
ໜǛӕƬƯǋŴƜƷ˺Լƕஜ࢘ƴࢬƷᚾᘍᥴᛚƱŴࢬᐯ៲ƱƷݣൿƷɶưဃǇǕƨƱƍƏƜƱ
ǛᎥƖЈƢƜƱƕưƖǇƠƨŵ
   ࢬƷ˺ԼƴƸŴࢍƞŴࢍࡇƕƋǓǇƢŵǇƨʚ˺ႸƸ KIITO Ʒᆰ᧓ƱƷዬࢌज़Ʒɶưǋ
ဃǇǕƨ˺ԼưƋǓŴƦǕƕǇƨಮŷƳʴƕᘍƬƨȑȕǩȸȞȳǹƱǋ࣎ࡁ᪪ƖӳƬƯŴٻƖ
Ƴ҄٭ŴᘙྵƷ҄ܖӒࣖƷǑƏƳǋƷƕឪƖƯƍƬƨƱ࣬ƍǇƢŵ

ᇦϋ
   ưƸŴዓƖǇƠƯŴʻׅƷܱᘍۀՃưŴЭׅƔǒᢃփ᩿ư᩼ࠝƴǵȝȸȈƠƯƘƩƞƬ
ƯƍǔᱣᕲƞǜƴƓᛅǛƓᫍƍưƖǇƢưƠǐƏƔŵ

ᱣᕲ
   ᱣᕲưƝƟƍǇƢŵʻଐƸᅶƲǋƷᎰئƷޢƱɟደƴ  ӸưӋьƠƯƓǓǇƢŵ உ
 ଐƸŴܱƸᅶƷᛓဃଐŵƜǕƕൿǇƬƨƱƖŴ ଐƩƔǒŴᅶŴƲƏƠǑƏƱ࣬ƍƳƕǒŴ
۫ƞǜƴࣦǒǕǔƱ࣬ƍƳƕǒŴऀǒƘɟဃࣔǕǔƜƱƕƳƍଐƩƱ࣬ƬƯƓǓǇƢŵ
ᅶƸྵئư  ࠰Ŵ ࠰ŴྵئƹƔǓƷʴ᧓ưƢƷưŴʻׅǋ  ଐˌᨀ  ଐǇưŴᅶƲ
ǋƕưƖǔǑƏƳྵئƷƍǖƍǖŴπưƋƬƨǓŴᛦૢưƋƬƨǓŴȗȭǰȩȠƷɶưƸࠊ
ൟӋьȗȭǰȩȠǛᎋƑƯԠƼƔƚƨǓŴ࢘ଐƓɭᛅǛƠƨǓƱƍƏ࢟ưƣƬƱ᧙ǘǒƤƯƍ
ƨƩƖǇƠƨŵ
ྵئƴƍǇƢƱŴྵئƷƜƱƸǘƔǓǇƢƕŴ̳ყưȢȎǛᙸƯƍǇƤǜƷưŴʻଐŴ
ƜƷǑƏƳ࢟ưŴȓȇǪǛᚇǔƷƸ  ׅႸưƢƕŴોǊƯਖᙸƢǔƱŴƱƯǋॖ፯ƕƋǔƳƱŴ
ƦǕƧǕƷ᧙̞ƷɶưŴဋƞǜǛƸơǊŴЈᎍƷ૾ƷेƍǋԃǊƯŴႏƞǜ૾Ʒेƍƕƣ
ƬƱज़ơǒǕǇƠƨŵǍƸǓेƍƕɟဪٻʙƳƷƔƳƱŴƲǜƳेƍưƲƏƍƏƜƱǛƢǔƷ
ƔŴƱƍƏƜƱǋƋǓǇƢƕŴƦƷఌࡁƴƸŴƦǕƧǕƷ૾ƷेƍƕƋƬƯƭƳƕƬƯƍƘƷ
ƩƱŴƦƷƜƱǛોǊƯϐᄩᛐƞƤƯƍƨƩƖǇƠƨŵƜƷेƍƕƍǖǜƳ࢟ưŴᅶƷɶƴǋ
ႏƞǜƷɶƴǋസƬƯƍƘƷưƸƳƍƔƱ࣬ƬƯƍǇƢŵ
ƦƷॖԛưƸŴʻଐŴƓឭƠƍƨƩƍƨ૾ƴƸŴƦƷेƍǛݲƠưǋƓᛅƠƍƨƩƚǔ
ƱƋǓƕƨƍƔƳƱ࣬ƬƯƍǇƢŵ

ᇦϋ
   ʻଐƸƝЈƍƨƩƍƨǢȸȆǣǹȈƷ૾ŷƴǋƓឭƠƍƨƩƍƯƍǇƢƷưŴƓᛅǛ
Ɠ˨ƍƠƨƍƱ࣬ƍǇƢŵƸơǊƴɶƞǜŴǑǖƠƍưƠǐƏƔŵ
ɶƞǜƴƸ  ଐИଐƷஇࢸƷȗȭǰȩȠƴƳǓǇƢƕŴ
ƀټȎᑶܬȎƁƴƝЈƍ
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ƨƩƖǇƠƨŵƓᫍƍƍƨƠǇƢŵ

ɶ
   ʻׅŴᅶƸɟᑍπѪƷưЈƞǕƨȀȳǵȸƷʻ܇ƞǜƔǒŴ᪦ಏưɟደƴӋьƠ
ƯǋǒƑƳƍƔƱᛔǘǕƯЈƠǇƠƨŵ
 ࠰ЭƷ᧵ᅕٻᩗƷƱƖŴƦƷ  ଐࢸƴᅕৎƷᅕᅈưڊኛڌƢǔƜƱƴƳƬƯƍƨ
ƷưƢƕŴƦƷ  ଐЭƴٻᩗƕឪƜƬƯѣੵƠŴʻŴᐯЎƴ˴ƕưƖǔƷƔƱŵᅶƕԉƍƯ
ƍǔƷƸᏡሥưƢƕŴᅶƷɶưƸƍƭǋžᅌǓÜʻƜƜƴƋǔǋƷƱƠƯƷ٣ÜſƱƍƏेƍ
ǛਤƬƯԉƍƯƍǇƢŵƦƷƱƖŴƳƥƜǜƳƱƖƴƱ࣬ǘǕǔƔǋƠǕƳƍƚǕƲŴʖܭƞ
ǕƯƍƨᅕᅈưԉƘǂƖơǌƳƍƔƱ࣬ƍǇƠƨŵưƢƕŴƦƏƍƬƨཞඞưƸƋǓǇƤǜư
ƠƨƷưŴ உƴࡨƞǕƯŴોǊƯžᅌǓſƱƍƏƜƱưڊኛƞƤƯƍƨƩƖǇƠƨŵி҅
ƴᆆ˰ƠƯᑸǛᡫƠƯѣƠƯƍǔʴǋƍǔƳƔŴᇳԉƖƱƠƯƷᅶƕƲƷǑƏƴ᧙ǘǕǔƷ
ƔƱƣƬƱ࣬ƬƯƍǇƠƨŵʻׅŴʻƞǜƴ٣ǛƔƚƯƍƨƩƍƯŴᇳƦƷǋƷǛᡫƠƯ᧙ǘ
ǕǔƜƱǛƋǓƕƨƍƱ࣬ƍǇƠƨŵ
ь߷ƞǜƷ˺ԼƴƭƍƯŴମ࠰ŴဋƞǜƔǒᡛƬƯƍƨƩƍƨȁȩǷǛᙸƯŴᚇƴᘍ
ƖƨƍƱ࣬ƬƨƷưƢƕ˨ƑƣŴʻׅŴྵئλǓƠƨƱƖƴИǊƯਖᙸƠǇƠƨŵǇƩܦμƴ
ዋƕኵǇǕƯƸƍƳƔƬƨƷưƢƕŴέǄƲƷь߷ƞǜƷǳȡȳȈƴƋǓǇƠƨƕŴ˺ܼƞǜ
Ɲᐯ៲Ʒज़ेƴᡫơǔǑƏƳŴƦƜƸٻᎢؘƷɶƷǑƏƳᆰ᧓ưŴλƬƨქ᧓ŴǇƩٶƘƷ૾
ƕ˺ಅƠƯƍǔŴƦƏƍƬƨཋ᪦ƕᎥƜƑƯƘǔྵܱǛᡫǓឭƠƨ᩺݁ƱƍƍǇƢƔŴܪႎ
ƱƍƏƱݲƠᢌƏƷƔǋƠǕǇƤǜƕŴ˴Ɣఌஜႎƴ᪽ǛǕƞƤǔǑƏƳᆰൢǛज़ơǇƠƨŵ
ƜƷᆰ᧓ƷɶưŴᅶƸƲƏƍƏ᪦ǛЈƤǔƷƔƱƍƏƜƱƕᇹɟҮᝋưƠƨŵஜဪưƸ˴ǋᎋ
ƑƣŴॖႎƴưƸƳƘŴǇƬƢƙƴԉƘƠƔƳƍƱᐮǈǇƠƨŵ
ʻଐӋьƞƤƯƍƨƩƍƨƷƸŴƜǕƔǒᐯЎƕƲƷǑƏƴᩗƴ᧙ǘƬƯƍƚǔƷƔŴ
ƦƏƍƬƨƜƱƴྵܱƴӕǓኵǜưǒƬƠǌǔ૾ƴƠƨƍƱ࣬ƬƨƔǒưƢŵέଐŴь߷ƞ
ǜƱƪɥƛưƓ˟ƍƠƨƱƖŴɤ˺ႸƸžࣦǓſǛ੨ƘƭǋǓƩƱƓᎥƖƠǇƠƨŵƪǐƏ
ƲʻଐŴКƷӳƤư˟Ƭƨ૾ƴƦƷƓᛅǛƠƯƍƨǒŴƦƷ૾ǋᩗƷКƷȗȭǸǧǯȈƴ
ઃǘƬƯƓǒǕŴஹஉ  உƴ˖ဒƠƯƍǔǤșȳȈưƸŴǍƸǓžࣦǓſǛȆȸȞƴƠƯƍǔ
ƱƓƬƠǌƬƯƍǇƠƨŵྵئƷबृƳཞ७ƔǒŴ ࠰ႸƴݲƠžࠎஓſƴൢਤƪƕͼƍƯŴ
ƞǒƴǋƏݲƠኺƬƯžࣦǓſƱƍƏƜƱưŴᅶƸྵئƴƸᘍƬƯƍǇƤǜƕŴʻŴᅶƨƪƕ
ፗƔǕƯƍǔཞඞƱƍƏǋƷǛज़ơǇƠƨŵ










ᇦϋ
   ƋǓƕƱƏƝƟƍǇƢŵዓƖǇƠƯŴʁƞǜƴƓᫍƍưƖǇƢưƠǐƏƔŵ
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ʁ
   ʻଐƸ  ӸưӋǓǇƠƨŵᅶƸ  உ  ଐ൦୴ଐƴžӽƸग़ƞǕǔƨǊƴဃǇǕƨſƱ
ƍƏǤșȳȈǛ͵ƞƤƯƍƨƩƖǇƠƨŵǤșȳȈƸ  ᢿƴЎƔǕƯƍƯŴ ᢿႸƸŴஒᛠ
ƱƍƏƜƱưŴி҅ƷɟᑍƷܖݱဃƕƔǕƨŴƢƝƘቇҥƳᚕᓶưƢƕŴእႺƳ࣎ưƔǕ
ƨेƍǛജƷ૾ƴஒᛠƠƯƍƨƩƖŴȔǢȎƷǳȳǵȸȈǛȐȃǯƴᘍƍǇƠƨŵ ᢿƸŴ
ᒉƍɭˊƷᩗࣄᐻ˳ׇŴ ˳ׇƴƝңщƍƨƩƍƯŴȑȍȫȇǣǹǫȃǷȧȳǛƍƨƠǇƠ
ƨŵ ᢿႸƸŴജƷ૾ƷȡȢȪǢȫǳȳǵȸȈưŴǸȣȳȫƸȝȃȗǹưƠƨŵ
ƓܲಮƸ᭗ఄဃǍܖٻဃƳƲᒉƍ૾ƕٶƘŴዋƕƋƬƨƜƱưࣔǕǒǕƳƍ᧓ƴƳƬ
ƨƱƍƬƨज़ेǛƨƘƞǜ݃ƤƯƍƨƩƖŴƜƷǑƏƳೞ˟ǛƍƨƩƖŴƋǓƕƱƏƝƟƍǇ
Ơƨŵ

ᇦϋ
   ƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵưƸƜƜưŴǹǿȃȕƷႏƞǜƔǒǋƓᛅǛƍƨƩƚƨǒƱ
࣬ƍǇƢŵဪƴɟᚕƣƭज़ेǛƓᫍƍưƖǇƢưƠǐƏƔŵ

ޢ
   ޢƱဎƠǇƢŵᅶƸŴέǄƲႆᚕƞƤƯƍƨƩƖǇƠƨᱣᕲƱɟደƴғൟțȸȫƱ
ƍƏƱƜǖưƍƯƓǓǇƢŵƦƷЭƴᅕৎǢȸȈȓȬȃǸǻȳǿȸƴƓǓǇƠƯŴƦƷƱƖ
ƔǒဋƞǜƱƝጂƕƋǓǇƠƨŵƦƷƝጂǋƋƬƯŴဋƞǜƔǒƓ٣ǛƔƚƯƍƨƩƖŴ
ମ࠰Ʒᇹ  ׅႸƔǒŴƜƷȗȭǸǧǯȈƴ᧙ǘǒƤƯƍƨƩƘƜƱƴƳǓǇƠƨŵ
ྵئƷȆǯȋǫȫƳƱƜǖưƸŴᅶƷᨩƴ᪦᪪Ǜਃ࢘ƠƯƘƩƞƬƨЈӝƞǜƕƍǒƬ
ƠǌƍǇƢƕŴKIITO ƱƍƏئƴŴዋƕƬƯƋƬƯŴƦƷɶưȑȕǩȸȞȳǹƕጮǓ࠼ƛǒ
ǕǔƱƍƏཞඞưƷᘻᛅƳƲǋƓᛅƠƍƨƩƚǔƱŴǇƨᢌƏᙻໜƔǒ᩿ႉƍƷưƸƳƍƔƱ
࣬ƍǇƢŵ
ᅶᐯ៲ƸŴǇƞƴᕲέဃƕƓƬƠǌǒǕƨǑƏƴŴݣᛅǛƠƳƕǒȗȭǸǧǯȈƷྸ
ࣞǛขǊƯƍƘŴҥƳǔǢȸȈȗȭǸǧǯȈưƸƳƘŴʻƷˊƴŴǢȸȈǛᡫƠƯƍǖƍǖ
ƳƜƱǛᛖǓӳƍŴႆ̮ƠƯƍƚǔƱƍƏƜƱƕŴƜƷȗȭǸǧǯȈƷɟဪٻƖƳƱƜǖƩƱ
ᎋƑƯƍǇƢŵǢȸȈƱƍƏǋƷƸŴƦǋƦǋ૨ᇘƳƲŴᚕᛖǛᡫƠƯưƸƳƘŴ˺ԼǛᡫƠ
ƯŴᚇǔʴƕᐯЎᐯ៲ưȢȎǛᎋƑǔŴᚇǔʴƕᚾƞǕǔƱƍƍǇƢƔŴբǘǕǔǋƷưƋǔŵ
ƩƔǒƜƦŴь߷ȗȭǸǧǯȈƴƸщƕƋǓŴॖԛƕƋǔƱ࣬ƬƯƍǇƢŵ
ƜƷȗȭǸǧǯȈƴƍǖǜƳ૾ƕᨼƍŴƦƜưƞǇƟǇƳेƍǛǊƙǒƢƜƱƕٻʙƩ
ƱŴ ׅႸŴ ׅႸƱŴׅǛƶǔƝƱƴƦƏ࣬ƬƯƍǇƢŵ ׅႸƕܱྵƢǔƜƱƕƋǕƹŴ
ǤșȳȈƱƠƯƷᙹǛ࠼ƛƯƍƘƩƚưƸƳƘŴƋƷᆰ᧓ƴ៲ǛፗƍƯƘǕǔ૾ǛƲƷǑƏ
Ǜ࠼ƛƯƍƖŴɟደƴ˺ԼƱᘙྵᎍƷᎹ˳ǛᡫƠƯŴƲƷǑƏƴӖƚƱǊƯƍƚǔƔƱƍƏƜ
ƱưŴٻƖƘޒƠƯƍƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ

Јӝ
   ʻׅŴ᪦᪪Ǜਃ࢘ƠƯƓǓǇƠƨЈӝƱဎƠǇƢŵƋƷ࠼٭ٻƍᆰ᧓ưŴᨂǒǕƨೞ
ưƠƨƕŴႏƞǜƴרሁƴ᪦ǛފƚǔƱƍƏƜƱưŴЭׅǋŴʻׅǋ᧙ǘǒƤƯƍƨƩƖǇƠ
ƨŵ
᪦ಏƳƲŴ᪦ǛɥƛƯƍƘƜƱưȕǩȭȸưƖǔǋƷƸǑƍƷưƢƕŴʴƷ٣ƳƲŴ
ƓᛅǛފƚǔƷƸŴ᪪ƖƕƋǓǇƢƷưŴᩊƠƔƬƨưƢƶŵƱǓǘƚហקƞǜƱ᭗ƞǜƷ
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ǑƏƴᧈƘɟ᧓ˌɥǋᛅƠƯƍƨƩƍƨƱƖŴƓᛅƠƞǕǔ૾ǋŴᎥƔǕǔ૾ǋ᩼ࠝƴіщ
ƕƍƬƨƷưƸƳƍƔŴƱƍƏƜƱƕʻׅƷज़ेưƢŵƦǕƴݣƠƯŴᅶᐯ៲ǋưƖǔƔƗǓ
ѐщƠǇƠƨƕŴǋƏݲƠᎥƖǍƢƘưƖƳƍƔƲƏƔƱƣƬƱᎋƑƯƍǇƠƨŵ
ហקέဃƔǒƸ٭ٻॖ፯ขƍƓᛅǛƍƨƩƖŴᅶƸǹȔȸǫȸƷᡈƘƴƓǓǇƠƨƷưŴ
ƓᛅƷϋܾƸᛇኬƴƓᎥƖƢǔƜƱƕưƖƯŴ᩼ࠝƴज़᥄ǛӖƚƨƷưƢƕŴɟᑍƷஹئᎍƱ
ƠƯӋьƠƨჷʴƴᎥƍƯǈƨƱƜǖŴžƸƬƖǓᚕƬƯᎥƜƑƳƔƬƨſƱƍƏॖᙸǋƋǓ
ǇƠƨŵܲࠗƷɶưŴئƴǑƬƯƖƪǜƱᎥƜƑǔƱƜǖƱᎥƜƑƳƍƱƜǖƷࠀƕƋƬƨ
ƜƱƸസࣞƴ࣬ƍǇƠƨŵഏׅŴʻׅƷǑƏƴᝮƳƓᛅǛƠƯƘƩƞǔ૾ƴƓឭƠƍƨƩƚ
ǔƱƖƴƸŴǋƬƱѐщƠƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ

ဋᲢܾ܇Უ
   ǮȣȩȪȸဋƷဋܾ܇ƱဎƠǇƢŵ ׅႸƔǒ᧙ǘƬƯƓǓǇƢƕŴ ׅႸƸƜǜ
ƳƴǹǿȃȕǋٶƘƳƔƬƨɶưŴȑȳȕȬȃȈƮƘǓƔǒƸơǇƬƯμǋƭƔǊƵƏƪƴ
ஜဪƴᆳλƠŴޢƞǜƱɟደƴЈᎍƷ૾ƴžƋƱ  ЎưЈဪưƢᲛſƱᚕƬƨǓƳǜƔƠ
ƯƍǇƠƨŵᐮೞࣖ٭ƴŴƦƷئƦƷئưឱǓƳƍǋƷǛᙀƍƳƕǒŴȗȭǸǧǯȈǛѣƔƠ
ƯƍƨƷưƢƕŴʻׅƸŴɶʟƞǜǛƸơǊŴܱᢿᨛƷ૾ƕƍǒƠƨƷưŴᅶƸဋƷᒵཋ
ਤƪŴᅼŴᡫᚪƷǑƏƳᙀяႎƳƜƱǛǍƬƯƍǇƠƨŵưƢƕŴȗȭǸǧǯȈƕƸơǇǔ
ƴƭǕƯ༏ƘƳǔƱƍƏƷƔŴ᧙ǘƬƯƍƯൢਤƪƷǑƍȗȭǸǧǯȈƩƬƨƱ࣬ƍǇƢŵ
ь߷ƞǜƷዋƸŴƦƷئǛˡƑǔƱƍƏǑǓŴǑǓᐮئज़ǛਤƬƯŴܱ˳᬴ƷǑƏƳွ
˩˳᬴ǛƞƤƯƘǕǔŴƦǕƩƚƷࢍƍщƕƋƬƯŴƦǕƕ˂Ʒ˺ԼƱᢌƏƱƜǖƩƱ࣬ƍǇ
ƢŵƜƷǑƏƴႏƞǜƕᨼǇǒǕǔŴƜǕƩƚѣƔƞǕǔŴѣƔƟǔǛࢽƳƍƱƍƏ˺ԼƩƱ
࣬ƍǇƢŵ
ƦǕƔǒŴɟဪज़ơǔƜƱƸŴᐯЎƷƨǊƴ᧙ǘƬƯƍǔƱƍƏƜƱưƢŵཎƴி҅Ʒ
૾ǛяƚƯƍǔǘƚưǋƳƘŴᅕৎưͻƭƍƨʴ᧓ƱƠƯŴƜƷȗȭǸǧǯȈƴ᧙ǘǔƜƱƴ
ǑƬƯᐯЎƷͻƕၷƞǕƯƍǔŴƦƏƍƬƨ᩿ƕٻƖƍƷưƸƳƍƔƱŴᅶᐯ៲࣬ƬƯƍǇƢŵ
ܱᨥƴி҅Ʒૅੲƴ᧙ǘƬƯƍƳƍƔǒƔǋƠǕǇƤǜƕŴƜǕƕᅶƷྙႺƳज़ेưƢŵ


   ӷơƘǮȣȩȪȸဋƷưƢŵ ׅႸƷь߷ȗȭǸǧǯȈƔǒ᧙ǘǒƤƯƍƨƩƍƯŴ
ʻׅƸǮȣȩȪȸưޒᚁ˟ƷသܣဪƳƲǛƠƯƓǓǇƠƨŵ
ƣƬƱဋƷǋƱưˁʙǛƠƯƓǓǇƠƯŴ ׅႸƷƱƖƸŴ ƔஉЭƘǒƍƔǒƢƝ
ƍǹȔȸȉưƍǖƍǖƳƜƱƕൿǇƬƯƍƖŴƜǕƸஜ࢘ƴȗȭǸǧǯȈƱƠƯܱྵƢǔƷƩ
ǖƏƔƱƍƏɶưѣƖዓƚƯƍǇƠƨŵƦƹƴƍǔƱࢍСႎƴѣƔƳƍƱƍƚƳƍཞ७ƴƞƤ
ǒǕǔƱƍƏƷƔŴƦƏƍƏئƷƭƳƕǓƷࢍƞƱƍƍǇƢƔŴƦƏƍƬƨئƴƍƞƤƯƍƨ
ƩƍƯŴ᧙ǘǒƤƯƍƨƩƍƯŴᅶᐯ៲ƢƝƘХນǛӖƚŴѠࢍƴƳƬƯƍǇƢŵ
ʻׅƸŴǹǿȃȕǋٶƘŴϋܾǋૢྸƞǕƯૢƑǒǕƯƍƨƱ࣬ƍǇƢƕŴؕஜႎƴฆ
ඇƱƠƨɶưŴᅶƷپƕțȸȠȚȸǸǛ˺ƠƯƍƨƷưƢƕŴऴإǋႺЭǇư٭Ŵ٭Ŵ
ᚖദŴᚖദƱƍƏཞ७ưŴʻׅǋܦμƴૢƬƯஜဪǛᡇƑƨǘƚưƸƋǓǇƤǜưƠƨƕŴƦ
ƷѬƍƱƍƍǇƢƔŴ˟ɶƴŴ᧙̞ᎍƷ૾ǋŴȜȩȳȆǣǢƷ૾ǋŴ݃˄ƠƯƘƩƞǔ૾ǋ
ƲǜƲǜفƑƯƍƖŴƦƷฆඇƱƠƨᐯဌƞƱƍƏƷƔŴૢƑǒǕƨǤșȳȈˌɥƷŴƦƷᣥ
ᣦԛǛƍƭǋज़ơƞƤǒǕƯƍǇƢŵƦǕƕь߷ȗȭǸǧǯȈưƋǓŴဋƷ୧ឥᎊʴщƸƢ
ƝƍƳƱŴƦƹưᙸƯƍƯ࣬ƬƯƍǇƢŵ
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ʻׅŴᅶƸƋǇǓѣƚǇƤǜưƠƨƕŴǇǘǓƷʴƨƪŴǹǿȃȕǋƦƏưƢƠŴЈ
ᎍƷ૾ŷŴƦƷئƴᨼǇǒǕƨ૾ŷƷൢਤƪǛٻƖƘƾƘǒǇƤƯƍƘƱƍƏŴஜ࢘ƴƍǖƍ
ǖƳǋƷƕʩᥴƢǔǤșȳȈƴƾƘǒǜưƍƬƯƍǔƱŴƜǕƔǒǋƲǜƲǜƾƘǒǜưƍƘ
ƷƩǖƏƱƍƏࢳǛਤƬƯƓǓǇƢŵ

ᕲى
   ǮȣȩȪȸဋƷᕲىưƢŵЭׅǋʻׅǋŴ΄ƸɼƴǮȣȩȪȸƴƓǓǇƠƯŴŷŴ
ႏƞǜƷƓˡƍǛƞƤƯƍƨƩƘƱƍƏ࢟ưƠƨŵЭׅƸŴǹǿȃȕǋݲƳƘŴଐᆉƕƖƭ
ƔƬƨƜƱǋƋǓŴႏƞǜӫࢮࢮƠƯƍǔज़ơưƠƨƕŴʻׅƸŴႏƞǜƷƝңщƕƋƬƯŴ
८ƨƩƠƍज़ơƸƠƨǋƷƷŴ᩼ࠝƴǹȠȸǺƴǤșȳȈƕᘍǘǕƨƱ࣬ƬƯƍǇƢŵ
KIITO ƔǒƜƪǒǇưƸᢒƍƷưƢƕŴƸƠƝƠƯஹƯƘƩƞǔ૾ǋƨƘƞǜƍǒƬƠ
ǌƬƯŴƦƷƱƖƸ΄ᐯ៲ǋƱƯǋƏǕƠƘ࣬ƍǇƠƨŵέǄƲŴƞǜƕŴဋƕέ᪽ƴᇌ
ƬƯŴƦƜƴٶƘƷ૾ƕ᧙ǘƬƯƘƩƞƬƯŴǤșȳȈƴѬƍǛज़ơǔƱƓƬƠǌƍǇƠƨƕŴ
ࠇƖᡂǇǕǔ૾ǋفƑƯƖƨƷưŴƦǖƦǖžᘮܹᎍƷ˟ſǛኽƤƶƹƱᲢᇰᲣŵϘᛩưƢ
ƕŴƱǋƔƘŴƜǕƔǒǋƜƷȗȭǸǧǯȈƕႆޒႎƴޒƠƯƍƚǕƹƍƍƳƱ࣬ƬƯƍǇ
ƢŵƜǕƔǒǋƲƏƧǑǖƠƘƓᫍƍƍƨƠǇƢŵ

ɶʟ
   ˓ݦǹǿȃȕǛƞƤƯƍƨƩƖǇƠƨɶʟưƢŵʻׅƷǤșȳȈǛμᢿᚇǔƜƱƕưƖ
ƨƷƸᅶƩƚƔƳƱŴࢫࢽƩƱ࣬ƬƯƓǓǇƢŵ
ཎƴҮᝋƴസƬƨƱƜǖưƸŴᒉᎍƨƪƕᛖǓӳƏƱƍƏ  ƭƷǤșȳȈưƠƨŵɟƭ
ƸŴ ଐƷž Ɣǒ  ǁſưƢŵƢƝƘƨƘƞǜƷȜȩȳȆǣǢƴ᧙ǘƬƯƍǔᒉᎍƨ
ƪƕŴƋƷᆰ᧓ƷɶưᛅƠӳƍǛƠƯŴƜǕƔǒЭƴᡶǜưƍƘƨǊƷ್ƷƭƳƕǓƕưƖƯŴ
ǇƨܖဃȜȩȳȆǣǢૅੲܴƷ૾ŷǋŴƜǕƔǒƷƜƱǛƱƯǋᎋƑƯǒƬƠǌǔƱƍƏƜƱ
Ǜܱज़ƠǇƠƨŵƭƍƭƍஇᡈƷᒉƍᎍƸƱᚕƍƕƪƳƱƜǖǋƋǓǇƢƕŴƜƷʴƨƪƴƳ
ǒݩஹǛ˓ƤǒǕǔƱŴƦƷئƴƍƯ࣬ƍǇƠƨŵǋƏɟƭƸŴέǄƲƓᛅƷƋƬƨžӽƸग़
ƞǕǔƨǊƴဃǇǕƨſƷɶưƷᒉᎍƨƪƷǰȫȸȗȇǣǹǫȃǷȧȳưƢŵᐯЎᐯ៲ǛਰǓ
ᡉƬƯǈǇƢƱŴᅶƕʚҗബƷƱƖƴƸŴƱƯǋƜǜƳƾƏƴӮ˟ǛƠƯŴƠƬƔǓƱᐯЎƷ
ൢਤƪǛˡƑǔƱƍƏƜƱƸưƖǇƤǜưƠƨŵᒉƍʴƨƪƕŴƜǜƳƴǋݩஹǛᎋƑƯƘǕ
ƯƍǔƷƩƳƋƱƍƏƜƱǛज़ơǇƠƨŵ
Ǉƨ  ଐƷ࣋ࡁ᚛ᛯƷƱƖưƢƕŴᅦƔǒǋ NPO ƷˊᘙƷ૾ƕஹǒǕƯŴˊᘙƷ૾
ƱƍƏƱŴݲٶƝ࠰ᣐƷ૾ƕஹǒǕǔƷưƸƱƍƏǤȡȸǸƕƋƬƨƷưƢƕŴǄƱǜƲƷ૾
ƕᅶƱӷơƘǒƍƔŴᅶǑǓᒉƍ૾ưƋƬƨƜƱƴᭃƖǇƠƨŵƝஜʴƸŴᐯЎᐯ៲ƕƤƟǔ
ǛࢽƳƍƱƓƬƠǌƬƯƍƨƷưƢƕŵƦƷഏƷଐƴŴь߷ƞǜƱƷᩃᛩƷɶưŴžNPO Ʒྸ
ʙᧈƞǜƔǒŴƏƪƸʖምƕឱǓƳƍƷƴŴь߷ƞǜƸƍƍƶŴτࡉჄǍᅕৎࠊƞǜƔǒŴƜ
ǜƳƴǋяƠƯǋǒƑƯƍƍƶƱᚕǘǕƨǜưƢſƱŴဎƠᚪƳƍǑƏƳŴᐯЎᐯ៲Ʒѣ
ǋᎋƑƳƓƢǑƏƳŴ˴ƱǋᚕƑƳƍǑƏƳൢਤƪƴƳǓǇƠƨƱƍƏǑƏƳƜƱǛŴь߷ƞ
ǜƕƓƬƠǌƬƨƷưƢƶŵᅶᐯ៲ŴᧈƘ᪦ಏƷɭမƴƍǔƷưƢƕŴȜȩȳȆǣǢƱᆅƠƯ
ڌƢǔƜƱƴᐯࠁឱƠƯƍǔƷưƸƳƍƔƱज़ơǔئ᩿ǋƋǓǇƠƨŵƦƷɶưŴь߷ƞ
ǜƷƓᛅƩƬƨƷưŴҮᝋƴസǓǇƠƨŵ
ʻׅƷǤșȳȈƸŴƨƘƞǜƷૼᎥǍȡȇǣǢƴӕǓɥƛǒǕŴ߾ٻዋဒƕɟᑍࠊൟǁ
ᚫƑƔƚǔɥưƷǘƔǓǍƢƍ˳ۥƱƳƬƨƜƱǛܱज़ƠǇƠƨŵƏǇƘᛟଢƢǔƷƸᩊƠƍ
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ưƢƕŴǢȸȈưƷȜȩȳȆǣǢѣǋ࣏ᙲƕƋǔƷƩƱ࣬ƍǇƠƨŵ
   இࢸƴŴʻׅŴ ӸᡈƍŴٶƘƷȜȩȳȆǣǢƷ૾ƴƓˡƍƍƨƩƖǇƠƨƕŴƓ༵
ƞǜɭˊƷ૾ƕƱƯǋƓΨൢưŴƍǖƍǖƳƱƜǖưಏƠƘȜȩȳȆǣǢǛƞǕƯƍǔƱƓƬ
ƠǌǒǕƯŴƦƷƜƱǋҮᝋƴസƬƯƓǓǇƢŵ

ᇦϋ
   ǹǿȃȕƱƠƯ᧙ǘƬƯƍƯǋŴƍǖƍǖƳᙻໜǍेƍŴ᧙ǘǓ૾ƕƋǔƷƩƱŴᅶǋ
ჷǔƜƱƕưƖǇƠƨŵǹǿȃȕƷႏƞǜƸƦǕƧǕƴஜಅƕƓƋǓưƢƕŴᐯႆႎƴӋьƞ
ǕƯŴȗȭǸǧǯȈƕᐯƴѣƍƯƍƬƨƷƩƱŴોǊƯज़ơǇƢŵᅶƴƱƬƯǑƔƬƨƜƱ
ƷɟƭƴŴဋƞǜƷȗȭǸǧǯȈƴӋьƞƤƯƍƨƩƚƨƜƱưƠƨŵဋƞǜƷƝܾݎƞ
ƕƋǕƹƜƦƱ࣬ƍǇƢƔŴᅶƨƪƕᐯဌƴѣƚǔؾǛƭƘƬƯƘƩƞƬƨƱ࣬ƍǇƢŵ
ʻŴɶʟƞǜƔǒܖဃƷȗȭǰȩȠƕҮᝋƴസƬƨƱƍƏƓᛅƕƋǓǇƠƨƕŴȇǣǹ
ǫȃǷȧȳƴӋьƠƯᧈƍज़ेǛƍƯƘǕƨܖဃƕƍǇƢŵဍҤܖٻƷᕲؘӽƱƍƏܖဃư
ƢŵɟᢿЎưƢƕŴƝኰʼƍƨƠǇƢŵ
ž࢘ИƸŴѣǛዒዓƠƯƍƳƍᐯЎƕƜƷǑƏƳئƴӋьƠƯƍƍƔɧܤưǋƋƬƨŵ
ƩƔǒƜƦŴƜƷɧܤƳൢਤƪǛƋǓƷǇǇᘙྵƠƯƍƘƜƱǋŴݱƞƳᐯЎƷࢫлưǋƋǔ
ƷƔƱ࣬ƬƨŵѣǛዒዓƠƯƍǔܖဃƴǋŴपǈǍբ᫆ƳƲƕƋǓŴƦƷपǈƴٻƖƍǋݱ
ƞƍǋƳƍŵƩƔǒƜƦŴσஊƠƯƍƘŵƦƠƯŴႏưपǈŴႏưᎋƑŴႏưሉƑǛЈƠƯƍ
ƘŵોǊƯƦƷƜƱƴൢƮƍƨ᧓ưǋƋƬƨŵᐯЎƷࢫлƸŴƀᎋƑዓƚǔƁƜƱưƋǔƱ
࣬ƏŵƢƙƴሉƑƸЈƳƍŵƩƔǒƜƦŴɟʴưƸƳƘŴᘮעƷႏಮƷ࣬ƍŴѣƢǔː᧓
ƨƪŴܖဃŴέဃ૾ƱɟደƴிଐஜٻᩗƴƭƍƯŴࣄᐻƴƭƍƯŴȜȩȳȆǣǢƴƭƍƯᎋ
ƑƯƍƖƨƍſŵƜƷǑƏƳܖဃƨƪƕƨƘƞǜӋьƠƯƘǕƯƍǇƠƨŵ
ᒉᎍƨƪƕǰȫȸȗưȇǣǹǫȃǷȧȳƠƯႆᘙƢǔƱƍƏ࢟ƸŴȭȋȸέဃƷƝ੩క
ưƠƨƕŴ᧵ٻȜȩȳȆǣǢң˟ƞǜƷӕᚡʙƱƠƯǋӕǓɥƛǒǕƯŴᅶǋ᩼ࠝƴஊॖ፯
ƩƬƨƱ࣬ƍǇƢŵ
   ưƸŴƜƜưŴʻଐŴƓឭƠƍƨƩƍƨ૾ƴǋŴь߷ƞǜƷ˺ԼǛƝᚁƴƳƬƯज़ơǒ
ǕƨƜƱƳƲŴݲƠƓᎥƔƤƍƨƩƚǇƤǜưƠǐƏƔŵ

ƝឃӷᎍƷ૾
   ׄ૾܇ưƢŵମ࠰ǋŴʻ࠰ǋƦƏưƢƕŴဋƞǜƷƞǕǔƜƱưƠƨǒ݃˄ǛƠƳ
ƚǕƹƱ࣬ƬƯŴஜ࢘ƴࣇŷƨǔǋƷưƠƨƕŴ݃˄ǛƞƤƯƍƨƩƖǇƠƨŵ
ᅶƷӐᢋƴŴჄ፦ᲢτࡉჄᇌ፦ᘐᲣǍᑱࠊދ፦Ტᑱࠊދᇌ፦ᘐҦཋᲣŴǇƨƜƷь߷ȗȭ
ǸǧǯȈưǋŴЭׅƔǒ˴ࡇǋȜȩȳȆǣǢǛƞǕƯƍǔ૾ƕƍǇƢŵஜ࢘ƴ᪽ƕɦƕǓǇƠ
ƨŵƢƝƘಏƠǜưƞǕƯƍǇƠƨŵݱҾƞǜƱƍƏ૾ưƢŵᅶƴƸƦƏƍƬƨƜƱƸưƖǇ
ƤǜưƠƨƕŴஹئᎍƱƠƯᘍƔƤƯƍƨƩƖǇƠƨŵ
˟ئƴλƬƨƱƖƴŴ உ  ଐƷଐưƠƨƕŴƦƷƱƖƸƱƯǋƓټൢƕǑƔƬƨƷư
ƢƕŴȭȸȫǫȸȆȳƕǊǒǕƯƍƯŴƦƷ᧓ƔǒήƕࠀƠᡂǉǑƏƳŴƦǜƳऴƩƬƨ
ƷưƢŵƦƜƸǬȩȳƱƠƨᆰ᧓ưƸƳƘŴஜ࢘ƴᎢؘƷǑƏƳŴᅕŷƠƍŴƦǜƳज़ơƕƍ
ƨƠǇƠƨŵȁǧȭƷڌƱŴƦƷƋƱƷɤڌǋᎮƔƤƯƍƨƩƖǇƠƨƕŴᅌǓƷൢਤƪ
ƕᐯЎƷɶƴิƘǑƏƳŴƦǜƳൢਤƪƴƳǓǇƠƨŵ
˺Լƴ᧙ƠƯဎƠǇƢƱŴƱƴƔƘ߾ٻƳዋဒưŴᅶᐯ៲Ŵ ࠰ЭƴଢჽưƸƋǓǇƢ
ƕŴ᧵ᅕែٻᩗǛኺ᬴ƍƨƠǇƠƨƠŴ ƸȆȬȓưȪǢȫǿǤȠƴဒǋᙸǇƠƨŵ

-61-

ưƢƕŴƦǕƱƸμᢌƬƯŴǋƬƱᡐƬƯƘǔǋƷƕƋǓǇƠƨŵǢȸȈƷщƬƯƢƝƍƳŴ
˺ԼƷщƬƯƢƝƍƳƱƍƭǋ࣬ƍǇƢŵь߷ƞǜƷɟ˺ႸưƢƶŴžᩌƴѼǇǕǔᘮעſ
ƷЭƴᇌƬƨƱƖŴᅶᐯ៲ŴƠ්ƞǕǔƷưƸƳƍƔƱ࣬ƍǇƠƨŵƦƷഏƷžҤɤᨕƷ᰾
ſƴƸݲƠၷƠƷൢਤƪƕज़ơǒǕƯŴእǒƠƔƬƨƱ࣬ƍǇƢŵ
έǄƲŴᚕᓶưƸƳƘŴ˺ԼƴǑƬƯᐯЎƕբǘǕǔǋƷƩƱƓƬƠǌǒǕƯƍǇƠƨ
ƕŴႏƞǜƕƜǕƔǒƲƷǑƏƴ࣬ƬƯŴƲƷǑƏƴႆޒƞǕǔƷƔƳƱŴᐯЎƸ˴ƕưƖǔ
ƷƩǖƏƔŴƱƍƏƜƱǛƭƘƮƘज़ơǇƢŵஜ࢘ƴज़ѣƢǔƜƱƹƔǓưƠƨŵƋǓƕƱƏ
ƝƟƍǇƢŵ

ᇦϋ
   ƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵʻŴȜȩȳȆǣǢƷ૾ƷƓᛅǛƍƨƩƖǇƠƨƕŴƦƷݱҾ
ƞǜƔǒज़ेǛƍƨƩƍƯƍǇƢŵ
žKIITO ƸŴƋƷዋƷƨǊƴƋǔǑƏƳᆰ᧓ưƢƕŴ உƴȜȩȳȆǣǢǛƠƨᨥŴ፦
ᘐǑǓᚇܲƷᘍѣƕᐯဌưƋǔƜƱŴજࢨ᳅ưƋǔƜƱƳƲƔǒŴ፦ᘐƴൔǂƯ˺Լƴ
ƱƬƯƸүᨖࡇƕٻƖƍᆰ᧓ưƋǔƜƱǛܱज़ſŵ
žƻǍƬƱƢǔƜƱƕʻׅǋƋǓǇƠƨſƱŴ
žദႺƀƋƷዋǛܣǒƳƚǕƹƁƱƷ࣬ƍƕᅶƷឱǛ KIITO ƴӼƔǘƤǇƠƨſƱƍƯƘƩ
ƞƬƯƍƯŴݱҾƞǜƴƸ˴ଐǋƓˡƍƍƨƩƖŴ٭ٻƓɭᛅƴƳǓǇƠƨŵ

ဋ
   ƜƷȗȭǸǧǯȈƷŴǋƏɟƭƷཎࣉƱᚕƑƹŴʻŴׄ૾ƞǜƔǒž݃˄ǛƠƳƚǕƹſ
ƱƍƏƓᛅƕƋǓǇƠƨƕŴ˂ƴǋƦƏƓƬƠǌǔ૾ƕƍǇƠƯŴ݃˄ǛࢍᙲƠƯƍǔǘƚư
ƸƋǓǇƤǜƕäᲢᇰᲣ
ŵ
   ʻׅƷμ˳ƷʖምᙹƸ  ɢόƘǒƍƴƳƬƯƍǇƢŵᅕৎࠊƱƠƯŴǇƣ KIITO ƕ
ئǛ੩̓ƠƯƘǕǇƠƨŵƦƷ˟ᝲئƕ  ɢόƘǒƍƴႻ࢘ƢǔǘƚưƢƕŴƦǕǛβᨊ
ƠƯƘǕƨŵƦǕƔǒዋဒƷᚨፗᝲဇưƢƶŵʻׅƸʚƭƋǓǇƢƠŴឱئǛኵǜưᚨփƠŴ
ƞǒƴગӊƢǔƨǊƴᧉݦƷ૾ǛƭƚƯƘƩƞƬƯŴ ɢόǛឬƑǔᝲဇƕƔƔǓŴƜǕǛᅕ
ৎࠊƕਃƠƯƘǕƨŵτࡉჄƸŴь߷ƞǜƕዋǛᅕৎƴਤƬƯஹƯਤƬƯ࠙ǔᝲဇǛŴμ᫇
ưƸƳƍưƢƕŴ ɢόǛᨂࡇ᫇ƱƠƯਃƠƯƘǕƨŵჄࠊƕңщǛƠƯƦǕƩƚǛਃǛ
ƠƯƘƩƞƬƨƷưƢŵƋƱƷǤșȳȈμ˳ƴƔƔǔኺᝲƴƭƍƯƸŴ˖ಅƷңឃƱŴႏƞǜ
૾ŴឃӷᎍƷ૾Ʒ݃˄ưŴƦƷɲ૾ǛӳǘƤƯ  ɢόǛឬƑǔ݃˄ǛƍƨƩƍƯŴǓᇌƬ
ƯƍǇƢŵ
ᅶƕᛍǓƴƠƯƍǔƷƸŴ݃˄ǛᨼǊƯׅƬƨƱƔŴ݃˄ǛࢍᙲƢǔƱƍƏƜƱưƸƳ
ƘŴȗȭǸǧǯȈƷॖԛŴॖ፯ǛᛟଢƠƯŴƦǕƴңщƠƯƍƨƩƘƱƍƏ࢟ưᨼǇƬƨƓ
ƩƬƨƱƍƏƜƱưƢŵ˴ƔǤșȳȈǛƢǔƱƖŴǑƘʖምƕƳƍƔǒŴяƕƳƍƔǒƱ
ᚕƏʴƕƍǇƢƕŴ̊ƑƹŴ૨҄࠻Ʒž૨҄ᑸᘐƴǑǔࣄᐻਖ਼ᡶǳȳǽȸǷǢȠſƱƍƏ᧙ᡲ
˳ׇưǋŴь߷ƞǜƷዋǛޒᅆƠƨƍƚǕƲŴʖምƕƳƍƔǒƱƓƬƠǌǔƷưƢƶŵƜƷȗ
ȭǸǧǯȈƸƓƷ᩿ưǋŴǇƞƴႏƞǜưƭƘǓƋƛƯƍƘŴƦǕƩƚƷॖԛƕƋǔǋƷƩ
ƬƨƱ࣬ƍǇƢŵ
ǇƨǿȭȸǷȳǬȸǺƞǜƸஜ࢘ƴእǒƠƍπǛƠƯƘƩƞƬƯŴλئ૰ǛҘόƴ
ƞǕƯƍǇƠƨƕŴƦƷμ᫇ǛƢǂƯி࣓҅ጂƱƠƯ݃˄ƞǕǇƠƨŵ ׅႸƷƱƖƴǋŴெ
૨پƞǜƕʩᡫᝲƔǒǮȣȩƔǒி҅ƷૅੲƷƨǊƴᝪǊƯƍƨƓǋƢǂƯȗȭǸǧǯ
ȈǛᡫơƯ݃˄ƞǕƯƍǇƢŵ
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ʻׅŴ˟ئƴፗƍƨѪረƴǋ  ɢόǛឬƑǔƓƕ݃ƤǒǕƯŴƦǕǋ݃˄ƠǇƠ
ƨƕŴƜƷȗȭǸǧǯȈƸŴႏƞǜŴ᧙ǘǔƜƱƴǑƬƯൢਤƪǋƖǕƍƴƳƬƯŴឱǋƞ
ǕǔƱƍƏŴɧ࣬ᜭƳƱƜǖǋƋǓǇƢŵ

ᇦϋ
   ʻŴƓƷƓᛅƴƳǓǇƠƨƕŴ࢘ИŴʙಅʖምǛƲƏƠǇƠǐƏƱŴ˖ဒƕٻƖƘƳ
ƬƯƍƘƳƔŴ᩼ࠝƴ࣎ᣐƠƯƍƨƷưƢƕŴ ׅႸƷƱƖǋឃӷᎍƷ૾ƷƝ݃˄ưܱƞǕ
ƨƱƓ˨ƍƠŴʻׅǋࢳƠƭƭŴЭׅƸ  ӝ  ɢόŴʻׅƸǑǓٶƘƷ૾ǁƱ  ӝ  Ҙόư
ƠƨƕŴ˟ɶƴ  ɢόǛឬƑŴʻׅŴƓɟʴư  ӝƱƍƏ૾ǋƍǒƬƠǌƬƨƱƓᎥƖƠ
ǇƠƨŵဋƞǜǛᡫƠƯ˖ಅƷ૾ŷƴǋƝңឃƍƨƩƍƯŴஜ࢘ƴƦƏƍƬƨ૾ŷƴǑƬƯ
ܱྵưƖƨȗȭǸǧǯȈƩƬƨƱ࣬ƍǇƢŵ
ưƸŴᕲέဃǛƓࢳƨƤƠƨǇǇƴƳƬƯƍǇƠƨƕŴȗȭǸǧǯȈƷᅈ˟ႎƳˮፗ
ƮƚƳƲŴƓᛅǛƓᫍƍưƖǕƹƱ࣬ƍǇƢŵ

ᕲ
   ʻŴႏƞǜƷƓᛅǛᎥƍƯƍƯŴʚƭƷᙲƳໜƕƋǔƷƔƳƱ࣬ƍǇƠƨŵɟƭƸŴƞ
ǜƕƓƬƠǌƬƨƜƱưŴ
žฆඇƱƠƨǋƷƷਤƭǨȍȫǮȸſŴӨƷႸƷǑƏƳǋƷưƢƕŴฆ
ඇƱƠƨǋƷƕਤƬƯƍǔᚘဒƳѣƱƍƏƷƔŴࠇƖᡂǉǑƏƳщưƠǐƏƔŵૢྸƞǕƯƍ
ƳƍǋƷƕਤƭᮂщŵƜǕƕƜƷȗȭǸǧǯȈƷ᭽щƳƷƔƱ࣬ƍǇƠƨŵƦǕƱǋƏɟƭŴƜƏ
ƍƬƨǢȸȈȗȭǸǧǯȈǛƞǕǔƱƖƴŴήƷƋƨǔʴŴᨗƷƋƨǔʴƱŴᨏƴᨨǕƯƠǇƏʴ
ƱƷࠀКƷನᡯŴࠀƕЈƯƖƯƠǇƏƱƍƏբ᫆ŵƜǕǛƜƷέŴᅶƨƪƸƲƷǑƏƴᎋƑƯƍƚ
ƹƍƍƷƔƱƍƏƜƱƕƋǓǇƢŵ
   ǇƨဋƞǜƸǇƩƓΨൢƩƔǒٻɣپưƢƕŴžࠇƖᡂǈᎊʴщſƱƍƏǋƷǛŴʻࢸŴ
ᛡƕਃƬƯƍƚǔƷƔŴᅕৎƴƱƬƯƸൿܭႎƴᙲƳբ᫆ƳƷưƢƶŵƨƩ˴ǛǍǔƴƠƯǋŴ
žȗȭǸǧǯȈƸʴƩſƱƍƏƱƜǖƴᓳƪბƍƯƠǇƏƱŴƦǕˌɥƷႆޒƕƳƍŵƦǕǛƲƏ
ᚐൿƠƯƍƘƷƔŵƦƷƱƖƸơǊƯǳȟȃȈȡȳȈƷщƕբǘǕǔƷưƸƳƍƔŵᘍƷͨƔǒ
ƸࠊൟӋဒƱƍƏƜƱƕᚕǘǕǔǘƚưƢƕŴʻׅƷȗȭǸǧǯȈƸǍƸǓࠊൟǤȋǷǢȁȖưᘍ
ǛࠇƖᡂǜưƍƬƨƱƍƏƷƕஜ࢘ưƸƳƍƔƱ࣬ƍǇƢŵ
   ƜƷȗȭǸǧǯȈƷǋƏɟʴƷᇌࢫᎍƕŴᅕৎࠊƷᘘᇵƞǜưƢƶŵᘘᇵƞǜƸ KIITO Ʒᆰ
᧓ǛƜǑƳƘग़ƠƯƍƯŴƦƷ᭽щǛƍƔƴƔƠƯƍƘƔƱƍƏƜƱǛ᧭ƠƳƕǒƣƬƱᎋƑ
ƯƜǒǕƨ૾ưƢŵஹஉ  உ  ଐƴŴKIITO ưᘍƏžǯȪǨǤȆǣȖǷȆǣǺϐᎋſƱƍƏǷȳ
ȝǸǦȠƴᘘᇵƞǜǛƓਔƖƠƯȬǯȁȣȸƠƯƍƨƩƘƷưƢƕŴоᡯᣃࠊŴǯȪǨǤȆǣȖǷ
ȆǣƱƍƏƷƸƜƷҗૠ࠰Ŵᣃࠊ૨҄ሊƷȈȬȳȉƱƳƬƯƍǇƢŵᅶƸƦǕƴݣƠƯǋভࣞƠ
ƯƍƯŴžǯȪǨǤȆǣȖǷȆǣǺſƱᙐૠ࢟ƴƠƯŴоᡯᣃࠊƕਤƬƯƍǔӧᏡࣱƱᨂမǛ࣋ࡁ
ႎƴ᚛ᛯƠǑƏƱŴȉǤȄƔǒ  ӸŴɶƔǒǋᜒᎍƓਔƖƠŴᨥǷȳȝǸǦȠǛ͵ƠǇƢ
ƷưŴƥƻƓឭƠƍƨƩƚǕƹƱ࣬ƍǇƢŵ
   ƜǕƸϋደƳǜưƢƕŴƪǐƏƲʻଐŴᘘᇵƞǜƔǒᜒҾᆜǛǋǒƬƨǜưƢŵǋƪǖǜ
μᢿƸኰʼƠǇƤǜƕŴ᩼ࠝƴᙲƳȝǤȳȈƕƋǓŴࢬƸƜƏᚕƬƯƍǇƢŵ
žᘍƸஜ࢘ƴоᡯࣱƷ᭗ƍоᡯᣃࠊƷਖ਼ᡶࢫƱƳƬƯƍƚǔƔƲƏƔƱƍƏƱŴ᩼ࠝƴွ
ǘƠƍƱᚕǘƟǔǛࢽƳƍྵܱƕƋǔƜƱǛŴоᡯᣃࠊƴƓƚǔٻƖƳᛢ᫆ƱƠƯŴᅶƸࢍᛦƠƯ
ƓƖƨƍſƱŵƱƍƏƷǋŴᘍƱƸŴоᡯƱƸݣಊƴƋǔᚕᓶưƢŵƲƏƍƏƜƱƔƱƍƏƱŴ
૨҄ƱሥྸƱƸჳႽƢǔ᧙̞ƴƳǔǘƚưƢƶŵ૨҄ᘍƱቇҥƴᚕƍǇƢƕŴ૨҄ƱሥྸƸŴܱ
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Ƹ൦ƱưƢŵƦƷఌஜႎƳբ᫆ƴŴǢȉȫȎƱƍƏȉǤȄƷᅈ˟ՋܖᎍƕൢƮƍƯƍƯŴ ࠰Ƙ
ǒƍЭƴŴž૨҄ƱᘍſǋƠƘƸž૨҄ƱሥྸſƱƍƏǿǤȈȫƷᛯ૨ǛƍƯƍǔŵ
   ̊ƑƹŴǢȸȈȞȍǸȡȳȈǛŴɶưƸžᑸᘐሥྸſƱԠǜưƍǇƢŵஜ࢘ƴᑸᘐǛሥྸ
ƢǔƜƱƕưƖǔƷưƠǐƏƔŵƦƷఌஜႎƳჳႽƴŴᅶƨƪƸൢƮƔƳƚǕƹƳǒƳƍŵᘘᇵƞ
ǜƸŴǯȪǨǤȆǣȖǷȆǣǛਖ਼ᡶƠǑƏƱƠƳƕǒಮŷƳჳႽƴᆳƖ࢘ƨƬƨƱ࣬ƍǇƢŵƦƷ
ჳႽƱƍƏǋƷƴݣƠƯŴࢬƸ࣎ƷɶưƲƷǑƏƳᚐൿǛݰƖЈƠƯஹƨƔŵƜƷໜưᘘᇵƞǜƸŴ
ᅶƨƪƱ᩼ࠝƴσज़ƠƯƘǕƯŴᘍƷᇌئƔǒưƖǔᨂǓƷǵȝȸȈǛƠƯƘƩƞƬƨŵ
   έƷᚕᓶƴዓƚƯŴžƦƷƨǊƴƸŴᘍƕӕǓኵǉƜƱƱƠƯŴƍƔƴൟ᧓ƷоᡯႎƳ
ѣƷᐯဌǛ᧹ܹƠƳƍૅੲǛƠƯƍƘƜƱƕưƖǔƔſƱᘘᇵƞǜƸᡓǂǒǕƯƍǇƢŵᘍƸൟ
᧓ƷᐯဌƳѣǛ᧹ܹƠƳƍ࢟ưૅੲƠƯƍƘƜƱƕᙲưƋǔƱŵ
žƦƏƢǕƹŴᘍƷࣱឋɥŴ
ȖȬȸǭƕƔƔǓƕƪƳǯȪǨǤȆǣȖƳ᩿ƴƓƍƯǋŴңƱƍƏ࢟ưŴൟ᧓ƕᘍƷоᡯႎƳ
ѣǛཏࡽƠƯƍƘƜƱƕưƖǔƷưƸƳƍƔſƱŴᘍȞȳƷᇌئƔǒƦƏƍƬƨᎋݑǛƞǕƯ
ƍǇƢŵஜ࢘ƴᝮƳᚇໜưŴʻଐƸസࣞƳƕǒƓᙸƑưƋǓǇƤǜƕŴऀǒƘŴƦƏƍƬƨƓᛅ
ǛƞǕƨƷưƸƳƍƔƱ࣬ƍŴƝኰʼƞƤƯƍƨƩƖǇƠƨŵ
   ʻׅƷȗȭǸǧǯȈƕਤƬƯƍǔॖԛƱƍƏƷƸŴƪǐƬƱٻᘤᙂƴᚕƏƱŴɭမӪႎƳॖ
ԛŴྵנŴᅶƨƪƕፗƔǕƯƍǔɭမӪႎƳॖԛǛբƍƔƚǔǋƷưƋƬƨƷưƸƳƍƔƱ࣬ƍǇ
Ƣŵǋƪǖǜி҅ƷϐဃƴƭƳƕƬƯƍƘŴᅕৎƷࠊൟƴݣƠƯᡲ࠘ƢǔǢǯǷȧȳƩƬƨƜƱƸ
ᄩƔưƢŵƦƠƯь߷ƞǜƷᚕᓶƴǋƋƬƨǑƏƴŴžǢȸȈǛۥʼƱƠƯƜƷբ᫆ǛբƍᛄǊƯ
ƍƘſŵƦǕˌٳƴǋૅੲƷˁ૾ƸƋǔǘƚƩƚǕƲǋŵૅੲƱƍƏǑǓǋŴǢȸȈƕۥʼƱƳǔ
ƜƱƴǑƬƯŴҥƳǔȐȃǯǢȃȗƱƠƯƷૅੲưƸƳƍૼƠƍॖԛƕЈƯƖƨƠŴƦƜƴᅶƨƪ
Ƹ˴ǒƔƷ࢟ưǳȟȃȈƠƯƍƔƳƚǕƹƳǒƳƍƱƍƏŴ˴Ɣᝧ˓ज़Ŵ͒ྸᚇǈƨƍƳǋƷƕᣱ
ƞǕƯƖƨƷưƸƳƍƔƱƍƏൢƕƠǇƢŵʻׅƷȗȭǸǧǯȈƸŴȝǹȈ  ˌᨀƷᅈ˟Ʊ
ɭမƱ૨҄ƷசஹǛǑǓขƘᎋƑƯƍƘŵݲƠٻƖƘᚕƑƹŴƦƏƍƬƨɭမӪႎƳॖԛǛբƏȗ
ȭǸǧǯȈƩƬƨƷưƸƳƍƔƱ࣬ƍǇƢŵ
   ܱƸʻଐŴႏƞǜƴƓบƠƠƨૼᎥᚡʙᲢදᲣưƢƕŴஔଐૼᎥǛទᛠƞǕƯǒƬƠǌǔ૾
ƸൢƕƭƍƯǒƬƠǌǔƱ࣬ƍǇƢƕŴƜƷ᧓ŴžӒჷࣱɼ፯ſƴݣƢǔӒݣŴ৽৴ǭȣȳȚȸȳ
ǛƠƯƍǇƢŵƍǖƍǖƳǤȳǿȓȥȸƳƲǋ᠍ƤƯƍǇƢŵஔଐૼᎥƷƋǔᢿЎƕƦƏƍƏƜƱ
ƴ᩼ࠝƴज़ƴƳƬƯƍƯŴଐஜƸ᩼ࠝƴǍƹƍƱƍƏƜƱǛज़ơƯƍǔ૾ƕƍǔŵƋǔॖԛŴ
ဦႎƴƦƏƍƏƜƱǛǍƬƯƍǔƷƩƱ࣬ƍǇƢŵ
ƦƷɶưɟƭӕǓɥƛƨᚡʙưƢŵͯዴǛࡽƍƨƱƜǖƕᙲƳᢿЎưƢƕŴ̊ƑƹŴɟဪ
ɥƷஇࢸƷ૨ưƢƕŴžૼƠƍჷᙸǍ˂ᎍƱƷ᧙ࣱ̞ǛႺᙻƠƳƕǒᐯ៲ƱɭမǛᛠǈႺƠƯƍƘ
˺ಅǛǈŴ
ƀᐯЎƴᣃӳƷǑƍཋᛖƁƷɶƴơƜǋǔۋѬſŴƜǕƕӒჷࣱɼ፯ƩƱ˱ᕲΟ൞Ƹ
ܭ፯ƠƯƍǔŵƦƠƯžƦƷཋᛖǛ̅Əᎍƕƀ˂ᎍǁ˴ǒƔƷᘍѣǛࢍᙲƢǔƁ
ſ
ŵƜƜƴٻƖƳբ
᫆ƕЈƯƘǔŵᅶƸȕǡǷǺȠƷˊƷ૨҄ሊǋᄂᆮƠƯƍǇƢƕŴӷơբ᫆ƕഭӪɥ˴ࡇǋጮ
ǓᡉƞǕƯƖƯƍǇƢŵƋƱưǪȪȳȔȃǯƱƷբ᫆ưᚑǕǔƔǋƠǕǇƤǜƕŴ૨҄ǋ᩼ࠝƴү
ᨖƳཞඞƴƋǔƱ࣬ƍǇƢŵ
ƦƷƋƱиዮྸƷဃƞǜƷႆᚕǛӕƬƯŴžီƳǔॖᙸǛਤƭ˂ᎍƱƷπσႎݣᛅǛ᠉ᙻ
ƠŴǓǑƕǓƳžൿૺſǛᙻƢǔۋѬƕſӒჷࣱɼ፯ƴƸƋǔŵžᐯЎƕྸᚐƠƨƍǑƏƴɭ
မǛྸᚐƢǔƀӒჷࣱɼ፯ƷȗȪǺȠƁſƱƍƏǋƷƕŴʻଐƷଐஜƷਦݰᎍƷɶƴƍǔƷưƸƳ
ƍƔƱƍƏƜƱǛŴᅶǋ᩼ࠝƴүूƠƯƍǇƢŵƞǒƴɦࠊ᧵ٻɦƷȝȔȥȪǺȠƷನᡯƱƍ
ƏᛅƕЈƯƖƯŴᅶǋܖٻࠖƱƠƯࣟࣳƨǔ࣬ƍƕƋǓǇƢƕŴžஜǛᛠǜưƍǔƩƚƷŴྵئ
ǛჷǒƳƍࢫᇌƨƣſƱŴɦƞǜƕᚕƏƱžٻᘌſƸႮǓɥƕǔǘƚưƢǑƶŵǇŴҞЎŴ࢘ƨ
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ƬƯƍǔƷư˴ƱǋᚕƑƳƍƷưƢƕŵƜƏƍƬƨȝȔȥȪǺȠƱƍƏŴٻᘌѣƱƍƏƷƸŴ᩼
ࠝƴүᨖƳͼӼƕƋǔƷưƸƳƍƔŵƦǕƴݣƢǔɟƭƷ৽৴ŴƞƞǍƔƳ৽৴ƱƠƯŴʻׅƷȗ
ȭǸǧǯȈǛˮፗƮƚƯƓƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ







ɟᙸŴƭƳƕǒƳƍᙲƳಒࣞƕɤƭƋǔƱᎋƑƯƍǇƢŵɟƭƸʻƝኰʼƠƨžӒჷࣱɼ
፯ſưƢŵǋƏɟƭƸžૼᐯဌɼ፯ſŴྵנŴɭမǛࠗࠇƠƯƍǔኺฎ˳СưƢƶŵƦǕƔǒଐஜ
ƷǛཅƬƯƍǔž̬҄ܣŴӫͼ҄ſŵӒჷࣱɼ፯ƱŴૼᐯဌɼ፯ƱŴ̬҄ܣŴӫͼ҄ƱƍƏ
ǋƷƕƲƏǋࡁᡀưƭƳƕƬƯƍǔƷưƸƳƍƔƱŵσཛ᧙̞ƱᚕƬƯƠǇƬƯǑƍƔǘƔǒƳƍ
ƚǕƲǋŴƦƷƋƨǓƕൢƴƳƬƯƍǔƱƜǖưƢŵ
    ࠰ˊƙǒƍƔǒƷ٭ᆆǛǈƯƍƘƱŴࠊئኺฎƷǰȭȸȐȫ҄ƱƍƏǋƷƕឪƜƬƯƖƨŵ
ᅈ˟ɼ፯ᨉփƕߐْƠƯŴऴ҄إᅈ˟ƷɶưǰȭȸȐȫ҄ƠƯᡶޒƠƯƍƘ  ࠰ˊƷѣƖƴƭ
ƳƕƬƯƍƘƷưƢƚǕƲǋŴƦƷƱƖƴൟܼŴȍǤǷȧȳȷǹȆȸȈƱƍƏ˳Сƕ᩼ࠝƴү
ೞႎཞඞƴƳǔŵȍǤǷȧȳȷǹȆȸȈƷɶưƏǇƘƍᡂǇǕƯƍƨᅦᅍܼƱƍƏСࡇƕߐǕ
ƯƍƘѣƖƱǋƭƳƕƬƯƍƖǇƢŵƦƏƍƬƨѣƖƷɶưŴƳƥʻଐŴȊǷȧȊȪǺȠႎƳͼӼ
ƕЈƯƖƨƷƔŵኺฎƷȬșȫưƸȜȸȀȬǹ҄ƠƯŴǰȭȸȐȫ҄ƕƠƯƍƘƷƴŴ˳ܼСƱ
ƠƯƸȊǷȧȊȪǺȠ҄ƕᡶǜưƍǔŵƜƷʚನᡯǛƖƪǜƱᙸƯƍƘ࣏ᙲƕƋǔŵ
   ̊ƑƹŴʻŴ ࠰ƷிʮǪȪȳȔȃǯƴӼƚƯൟዮѣՃႎƳ˳СƕЈƯஹƯƍǔŵƜƷ
ЭƷౕΨᬍႻƷႆᚕǛऀǖƠƍǋƷƩƱ࣬ƍǇƠƨŵƋƷʴƕŴǪȪȳȔȃǯǛࡽƬࢌƬƯƍƘȪ
ȸȀȸƳƷưƢƶŵᅶƸΨŷǹȝȸȄƸᒊưƢƕŴǹȝȸȄƷᅛχƱƍƏǋƷƴ᩼ࠝƴদွႎƴ
ƳƬƯƠǇƏŵǹȝȸȄƱᢌƬƯŴǢȸȈƱƍƏǋƷƴƸŴӳྸႎƴᚘምưƖǔȞȋȥǢȫƸƳƍŵ
ᭃƖưƋƬƨǓŴሉƑƷƳƍఌஜႎƳբƍƔƚƕǢȸȈưƢŵƦƷχႎƳ̊ƕʻׅƷь߷ȗȭǸ
ǧǯȈƩƱ࣬ƍǇƢŵƦǕƴݣƠƯŴƲƏƠƯǋǪȪȳȔȃǯƕࠊئኺฎƱƩƿƬƯƠǇƏƷƸŴ
ࢽໜƳƲƴǑƬƯŴૠ҄ƴǑƬƯѨƕൿǇƬƯŴƚǔᎍƸӊǓƳƞƍƱƍƏᛅƴƳƬƯƠǇ
ƏƜƱŵࢽໜǍૠ҄ƴǑƬƯѨƕൿǇƬƯƠǇƏǹȝȸȄǛŴൟƷɟ˳ज़Ǜ᭗ǊǔƨǊƴ
ሊƱƠƯМဇƠƯƍƘǪȪȳȔȃǯǛƲƏᎋƑƯƍƘƷƔŵʻưƸǪȪȳȔȃǯƴӼƚƯ૨҄ǋƲ
ǜƲǜႆ̮ƠƯƍƔƳƚǕƹƳǒƳƍƱƍƏƜƱƴƳƬƯƍǔǘƚưƢƕŵ
    ࠰ˌɥЭƴɢҦǍǪȪȳȔȃǯƴǑƬƯٽƬƯƍƬƨ࠼ԓˊྸࡃƕŴ૨҄ǋኺฎǋȡȇǣ
ǢǋŴᅶƨƪƷ࣬ᎋƷᐯဌǋƩǜƩǜૅᣐƠƯƍƘŵƦƷɶưήƷƋƨƬƨᑸᘐܼƕӕǓᡂǇǕƯ
ƍƘƷưƸƳƍƔŴဦڞƞǕƯƍƘƷưƸƳƍƔƱƍƏүᨖǛŴᅶƸज़ơƯƍǇƢŵƠƔƠƦǕǛ
ƍഥǊǔƷƕŴǈƳƞǜƷщŴᡲ࠘ưƢƶŵƜƏƍƬƨࠊൟǤȋǷǢȁȖƷщƱƍƏǋƷǛŴᅕ
ৎƩƚưƳƘி҅ƴƭƘƬƯƍƘ࣏ᙲƕƋǔŵி҅ƴఌࠀƢѣƱƍƏƷƔŴᅶƨƪƸƭƘǕƳƍ
ƚǕƲǋŴɟደƴᡲ࠘ƠƳƕǒŴ݃ǓชƬƯƭƘƬƯƍƘƜƱƕɟဪᙲơǌƳƍƔƱ࣬ƬƯƍǇ
Ƣŵ

ᲢදᲣஔଐૼᎥ  ࠰  உ  ଐஔБ žӒჷࣱɼ፯ſǁƷᜩᦩ
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ᇦϋ
   ǇƩݲƠƓ᧓ƕƋǓǇƢƷưŴႏƞǜƔǒǋƓᛅǛƍƨƩƚǕƹƱ࣬ƏƷưƢƕŴƍƔƕ
ưƠǐƏƔŵʻŴᕲέဃƷƓᛅƷƋƱưݲƠȏȸȉȫƕ᭗ƘƳƬƯƠǇƬƨƔǋƠǕǇƤǜƶäŵ
   ᅶᐯ៲Ʒज़ेǛဎƠǇƢƱŴʻׅŴ࣋ࡁ᚛ᛯưƷហקέဃƷƓᚕᓶƕҮᝋƴസƬƯƍǇƢŵ
ഏƴǇƨٻƖƳᩗƕឪƜƬƨǒŴଐஜƸǋƏኳǘǓƩƱ࣬ƏŵᅶƨƪƸƋǇǓƴቇҥƴᅦƷƜ
ƱǛǍǓᢅƝƠƯŴி҅ƷƜƱǋᎋƑƯƍƳƍƷưƸƳƍƔŴƱƍƏƜƱǛƓƬƠǌǒǕƨƷưƢ
ƶŵ࣎ƴǰǵȃƱƖǇƠƨŵƱǋƢǕƹŴଐŷƷဃƷɶưࣔǕƯƠǇƍƦƏƴƳǓǇƢŵƦƠƯ
இࢸƴŴžႏƞǜŴ៲᥉ǛЏƬƯᅦƴஹƯƘƩƞƍſƱŵƦƷӼƜƏƴƋǔྵܱǛेƠƯŴ᩼
ࠝƴᘔએǛӖƚǇƠƨŵᐯЎƷႸưᙸǔŵǑǓٶƘƷ૾ƕᐯǒƦƏƍƏᘍѣǛឪƜƤƹŴƦǕƕഏ
ƷଐஜǛᎋƑƯƍƘƜƱƳǜƩǖƏƱŴᅶǋǋƏɟࡇᅦƴᘍƔƶƹƱ࣬ƍǇƠƨŵ
ưƸŴஇࢸƴဋƞǜƴƓᫍƍƠǇƠƯŴʻଐƷ˟ǛዸǊƯƍƨƩƚǇƢưƠǐƏƔŵ

ဋ
   ь߷ȗȭǸǧǯȈƷʻࢸƱƍƏƜƱǛŴஇࢸƴƓᛅƠƠƯƓƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵƱᚕƬƯǋ
ᅶƕ᩿͂ǛǈǔǘƚưƸƋǓǇƤǜƕŵʻ࠰Ʒ  உƴŴƤǜƩƍȡȇǣǢȆȸǯưь߷ƞǜƷɤ˺
ႸƕπƞǕǇƢŵƜǕƸǇƨƢƝƍŵь߷ƞǜƷᚕƬƨžࣦǓſŵǯȸȫưǷȣȸȗƳь߷ƞǜ
ƕžࣦǓſƱƍƏᚕᓶǛ̅ǘǕƨƷưƢƶŵ
ஹ࠰ƸŴ˅ӨưᡲƷž᧸ɭမ˟ᜭſƕƋǓǇƢŵɭမɶƷƔǒ᧸᧙̞Ʒ૾ƕᨼǇƬ
ƯஹǒǕǔŵƦƜưь߷ƞǜƷ˺ԼǛޒᅆƠǑƏƱƍƏ૾ӼưᎋƑǒǕƯƍǇƢŵь߷ƞǜƷஜឋ
ưƳƘŴᛅ᫆ƮƘǓƱƍƏƜƱƴƳǒƳƍưഒƠƍƱ࣬ƍǇƢƕŴƦǕǛǳȳȈȭȸȫƢǔƷƸᅶ
ưƸƋǓǇƤǜƶŵ
ɤ˺ႸǇưƖǇƢƱŴᅕৎưʚ˺ႸǇưޒᅆƠƯኳǘǔƱƍƏǘƚƴƸƍƔƳƍưƠǐƏŵ
ƦƜǇưƸ୧ឥƞƤƯƍƨƩƖƨƍƱŴ୧ឥƠƳƍƱˁ૾ƕƳƍƱ࣬ƬƯƍǇƢƕŴƦǕƕƍƭƴ
ƳǔƷƔƸǘƔǓǇƤǜŵ࠼ŴඌጃŴᡲưŴƱƍƬƨƜƱǋӝƴЈƠƯƸƍǇƢƕŴᅶƕȗȭ
ǸǧǯȈǛȪȸȉƠǑƏƱƍƏƷưƸƳƘŴᐯƴឪƜƬƯᡶǜưƍƘǋƷƳǜƩƱŵᛡƔƕˁੑ
ƚǔƔǋƠǕǇƤǜƕŴƦƏƍƏೞᢃƕ᭗ǇƬƯŴӖƚλǕǔƱƜǖƕൿǇƬƯŴᐯƴᏋƬƯƍ
ƘǋƷƩƱ࣬ƬƯƍǇƢƔǒŴƦƷƨǊƴǋŴƦƷɟƭƷȢȇȫƴȁȣȬȳǸƠƨƱƍƏƷƕŴʻ
ׅƷȗȭǸǧǯȈưƋǓǇƠƨŵɤ˺ႸǋǇƨႏƞǜ૾ƱɟደƴᅕৎưưƖǕƹƍƍƳƱ࣬ƍǇƢŵ

   ʻׅŴហקƞǜƱ᭗ƞǜƷݣᛩŴƦƷƋƱƷ࣋ࡁ᚛ᛯƸŴᅶƷ˖ဒƷɶ࣎ƱƠƯᎋƑƨƜ
ƱưƠƨŵᡶᘍࢫƱƠƯƷᅶƷщɧឱǛज़ơƯƠǇƍǇƠƨƕŴь߷ƞǜƷᚕᓶƷɶƴǋŴᇦϋƞ
ǜƷᚕᓶƷɶƴǋŴហקƞǜƷᚕᓶŴƋǔƍƸ࣋ࡁ᚛ᛯƷئưƷᅦƷᜭᛯƕ᩼ࠝƴҮᝋƴസƬƨ
ƱƍƏƜƱƸŴᅶƴƱƬƯǋǘǕǔ࣬ƍưƢŵ
ݣᛩƴƭƍƯƸŴޥඬȖȃǯȬȃȈƔǒЈ༿ƢǔƱƍƏƜƱưŴ૨܌ឪƜƠƸኳǘƬƨƷư
ƢƕŴ͂ןႎƴȜȪȥȸȠƕឱǓƳƍƱƍƏƜƱưŴƜǕƔǒᎋƑǑƏƱƍƏƜƱƴƳƬƯƍǇƢŵ
ʻׅŴӋьƠƯƍƨƩƍƨܓپƞǜƱហקƞǜƕŴᅕৎૼᎥƷኡɥưࢮࣄቇƱƍƏǋƷǛᘍ
ƏƜƱƴƳǓǇƠƨŵܓƞǜƕហקƞǜƴቇǛᡛǓŴƦǕƴݣƠƯហקƞǜƕࣖƑǔŵ உ 
ଐƱ  ଐƷᅕৎૼᎥƴਫ਼᠍ƞǕǔƱᎥƍƯƍǇƢŵܓƞǜƷᛖǓЈƠƕŴKIITO ưហקƞǜƷ
ᜒǛᎥƍƨƱƜǖƔǒƳƷưƢƶŵޥඬȖȃǯȬȃȈƴǋλǕƹŴƱƯǋॖԛƷƋǔƜƱƩƱ࣬
ƍǇƢŵ
ॖ፯ƷƋǔȗȭǸǧǯȈƱƍƏǋƷƸŴஜ࢘ƴᐯƴᏋƬƯƍƘŴǈǜƳƷൢਤƪƕᨼኖƞ
ǕƯƍƘǋƷƩƱŵƦƏƍƏщƸஜ࢘ƴƢƝƍƱ࣬ƍǇƢŵǋƪǖǜь߷ƞǜƷዋƷщƕƋƬƯƜ
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加川広重
巨大絵画が繋ぐ東北と神戸 2014

『雪に包まれる被災地』2011 年

5.4ｍ×16.4ｍ

『南三陸の黄金』2012 年

5.4ｍ×16.4ｍ

『雪に包まれる被災地』・『南三陸の黄金』二作品同時公開
（日）
（金）
㸯᭶㸳᪥ࠉ㹼㸯᭶㸯㸵᪥

2014.

11：00 〜 19：00

*17 日は 15：00 まで * 6 日（月）と 14 日（火）は休館

会場：デザイン・クリエイティブセンター神戸
主
催：加川広重 巨大絵画が繋ぐ東北と神戸プロジェクト実行委員会
共
催：神戸市、
アート・サポート・センター神戸
特別協力： 加川広重、一般財団法人 音楽の力による復興センター・東北、公益財団法人 仙台フィルハーモニー管弦楽団、一般財団法人 アーツエイド東北
後
援：大学コンソーシアムひょうご神戸、財団法人 CLASSIC FOR JAPAN
助
成：兵庫県
協
賛：公益財団法人「神戸文化支援基金」
協
力：デザイン・クリエイティブセンター神戸
「KIITO」、神戸大学大学院国際文化学研究科、神戸市立灘区民ホール、NPO DANCE BOX、
科研基盤（B）
「復興・防災まちづくりとジェンダー」、
日本ピアノサービスKK、
ギャラリー島田
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Message
3.11 当日の風景とその後の風景。二作品を同時に展示することで経過した時間の要素が加わり、そして阪神大震災が起きた 1.17 を
会期中に迎えることは大変意義深いことに思います。巨大画は観る者を取り巻く空間をつくる装置でもあります。3.11 に急に降り
出した雪の冷たさ、南三陸の失われた町に吹く風。その場に立っている感覚を少しでも感じて頂けたらと思います。

加川 広重 Hiroshige Kagawa
水彩画家。1976年宮城県蔵王町生まれ。2001年武蔵野美術大学油絵科卒業。2003年より
「巨大水彩展」
をせんだいメ
ディアテークなどで計10回開催。震災後、
「雪に包まれる被災地」、
「南三陸の黄金」の2点の巨大画を発表。2012年8月
と2013年8月に、巨大画を舞台背景に様々なアーティストが震災への想いを表現するイベント
「かさねがさねの想い」
を主催。2013年3月には神戸で巨大画を展示。現在福島をテーマにした巨大画を制作中。平成24年度宮城県芸術選奨
新人賞。

加川広重の巨大絵画は、東日本大震災からインスピレーションを得て描かれた、類例のない大きな作品（5.4ｍ×16.4ｍ）
です。
この作品には
宮城生まれの加川自身が被災者として震災に出会い、
そこからしか生み出しえない根源的な力があり、
あらゆる人に震災がもたらしたものを、
時間と場所を超えて、一瞬にフラッシュバックさせるでしょう。
この震災がもたらしたものを、
アートの力で本来のソーシャルデザイン
（社会構想）
へと高めていくこと、そのための触媒となる場を、
ともにつくることが本プロジェクトの目的です。
今回は、二つの作品を同時に展示するという仙台以外では、初めての試みです。
この加川広重の巨大絵画を、同じ被災地である神戸で展示
することにより、神戸市民をはじめ、震災を体験した人々がまざまざと当時の記憶を呼び起こし、
またこの作品に出会うことでより多くの人々が、
今、被災地で困難な状況にある人たちへの思いを真剣に共有できる場をつくっていこうとするものです。同時に、東日本大震災にとって福島原
発は容易に解決できない課題であり、福島県立博物館館長である赤坂憲雄氏と作家の高村薫氏を迎え、
この巨大絵画のある空間で、原発が
抱える課題や福島の復興、
そこから見えてくる日本の課題を、多くの人々、専門家と、
さらには学生たちとともに考えていくための機会も創出し
ます。
巨大絵画からインスパイアーされて、様々なひとたちが美的な自己表現、
パフォーマンスを紡ぎだし、個々の人間のかけがえのない「いのち」
を輝かせ、都市やコミュニティのあるべき姿を、
ともに幻視すること。わたしたちの「まち」の未来を、夢をもってイメージすることが、東北と神戸
の、そして世界のソーシャルデザインを、個々の利害を超えてともに語りだすための原点となることを願っています。
実行委員長 藤野 一夫

Proﬁle【出演者プロフィール】
藤野 一夫

神戸大学大学院国際文化学研究科教授（音楽文化論、文化政策、
アートマネジメント）
、
（公財）びわ湖ホール理事、
（公財）神戸市民
文化振興財団理事、
（公財）神戸文化支援基金副理事長ほか。近
著に
『行政改革と文化創造のイニシアティヴ』
（美学出版）
、
『公共
文化施設の公共性』
（水曜社）
、
ワーグナー『友人たちへの伝言』
（法政大学出版局）など。

1000 人のチェロ
1000人のチェロは1998年11月29日に阪神淡路大震災の犠牲
者の方々への鎮魂と被災地の復興支援を願って13カ国1013名
のチェリストで第１回目のコンサートを開催。以来神戸で2回、広
島で1回、計4回の1000人のチェロを開催し、主にそれらに参加
くださったチェリストたちが東日本大震災の鎮魂と復興支援を願
って参集しました。
チェロならではの癒しの響きをご拝聴ください。

山本 祐ノ介
両親ともに作曲家（山本直純、岡本正美）の家庭に生まれる。東京
芸術大学を経て同大学院を修了。
第21回民音コンクール第1位入
賞。東京交響楽団首席チェロ奏者、ハレーストリングクァルテット
チェロ奏者などを経て、現在ソロチェリスト、指揮者、作曲家として
活躍中。都立芸術高校及び、洗足学園音楽大学講師。著作「チェロ
が弾ける本」、ＣＤ「愛のあいさつ」
「魅惑のチェロワールド」
、楽譜
「チェロ名曲ピースセレクション」などの出版物がある。

TSUNAMIヴァイオリン−千の音色でつなぐ絆−プロジェクト

岡村 映武

このプロジェクトは、東日本大震災の被災者支援のために、
ヴァイオリンドクターの中澤宗幸氏が被災地で生まれ育った木材で
ヴァイオリンを製作し、
その楽器の演奏を通して被災された方を励まし、亡くなられた方に鎮魂の祈りを捧げ、震災でおきたこと
を風化させずに世代を超えて語りつないでいくと同時に、最も心にやさしい音楽として、
より多くの方にクラシック音楽にふれて
いただくことを目的としております。
ヴァイオリン製作に使う木材は、奇跡の1本松や大切な思い出のつまった家屋床柱梁です。
被災地で暮らす人々の歴史が刻まれた木を弦楽器として蘇らせ、世界中の千人のヴァイオリニストがリレーのようにその楽器を
受け継ぎながら、千の音色を奏で思い繋げてくプロジェクトです。2012年3月11日よりリレーが始まり、世界中の演奏家1000人
によるリレー達成を目標に活動を行っています。 主管 財団法人Classic for Japan http://www.classic-for-japan.or.jp

相愛大学音楽学部卒業。1999年仙台フィルハーモニー管弦楽団
に入団、現在に至る。これまでに、青砥華、田辺彰、小栗まち絵の各
氏に師事。その他、K・ヤコーヴィッチ、A・Pシュトゥッキのレッスン
を、京都フランス音楽アカデミーにてピアノ室内楽をC・イヴァル
ディに、草津国際音楽アカデミーに室内楽奨学生として参加しI・パノハ、
W・ヒンク 各氏のレッスンを受講。オーケストラの活動に加えて、
ソロ、室内楽、
また、仙台ジュニアオーケストラの講師を 務めるなど
後進の指導にもあたっている。

『天ノ花 宙ノ風』

庄司 拓

井手 智佳子

相愛大学音楽学部器楽科卒業 。
ユトレヒト音楽院（オランダ）
ポス
トグラジュエートコース修了。2006年より大阪フィルハーモニー
交響楽団のチェロ奏者 。
自宅での室内楽イベント
「音空間503」、
東豊中の旧家での
「室内楽の午後」
、生まれ育った北摂に根ざした
活動にも力をいれている。千里音楽園チェロ講師。
http://senriongakuen.com

神戸市出身。
兵庫県立西宮高等学校音楽科卒業。
大阪音楽大学音
楽学部器楽学科を経て、同大学院音楽研究科ピアノ研究室修了。
2007年演連コンサートオーディションに合格。
第3回神戸芸術セン
ター記念ピアノコンクール入選・招聘賞。室内楽や伴奏においても
積極的に活動している。関西国際大学非常勤講師。神戸音楽家協
会会員。

岡 愛子
フリーアナウンサー。元 NHK 神戸放送局キャスター。
夕方のニュース情報番組「ニュース神戸発」を 5 年間担当。現
在は、震災や芸術に関する催しの司会進行のほか、朗読、イベ
ント企画などを行っている。

『阪神大震災・被災ピアノによる献奏』
阪神大震災で被災したNEW YORK STEINWAY Model:B-211
'Art-Vintage' ニューヨーク工場製（1908年）のスタインウェイが
日本ピアノサービスの名匠たちによって復元再生されたピアノで
献奏していただきます。
出演：
イトウユミ、竹田 景子、下村 実紗子、智内 威雄、佐野 えり子
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舞踏カンパニー今貂子＋倚羅座：
芸能の源流にみられる“たまふり〜命の活性化〜”の力を現代の舞
踏に甦らせ、独自の境地を開拓。京都を拠点に国際的に活動を展
開している。
能管奏者 野中久美子 ：
様々な楽器や舞、朗読との共演を行い、能管がもつ感覚性や情動
性、
屹立する力感から生れる音楽に取り組む。
全国の神社寺院での
奉納演奏も数多い。

関 典子
舞踊家・振付家・神戸大学大学院 講師。幼少よりクラシックバレエ
を学んだ後、
コンテンポラリーダンスに転向。
これまでに、
イシグロ
ダンスシアター、H・アール・カオス、和栗由紀夫、冨士山アネット、
サイトウマコト、いいむろなおき、村本すみれ（MOKK）
、黒田育世
（BATIK）
、寺田みさこ作品などに出演。
お茶の水女子大学大学院
人間文化研究科博士課程を経て、2008年度より現職。兵庫県芸
術奨励賞（2008）
、神戸市文化奨励賞（2011）など受賞。

神戸大学発達科学部人間表現学科 舞踊ゼミ

ロニー・アレキサンダー

村井 雅清

関典子の指導の下、実技と理論の両面から身体表現を探究中。
アーティスティック・ムーブメント・イン・トヤマ3年連続受賞。
（松本
千代栄賞2012・特別賞2011／2013）
、
こうべユース賞（2012）
、
横浜ダンスコレクションEX入選（2014）。兵庫県立美術館屋外大
階段にて、Site Speciﬁc Dance Performance（GATE 2009・KIRA
2011・春の祭典2013）
を発表。

神戸大学大学院国際協力研究科教授（国際関係論・平和学）。
1977年、エール大学卒業。後に来日広島で働く。国際基督教大学
大学院(修士)、上智大学大学院（文学博士）。1989年に神戸大学
法学部に助手として赴任、1993年に現職。平和研究と運動を両立
し、2006年に
「ポーポキ・ピース・プロジェクト」
を立ち上げ、
自作の
絵本をベースに被災地を含めて国内外で活動を展開中。

被災地NGO恊働センター代表。阪神・淡路大震災後、被災地に発
足した被災者支援ボランティア
「ちびくろ救援ぐるーぷ」の立ち上
げにかかわり、一方阪神大震災地元NGO救援連絡会議の一分科
会「仮設支援連絡会」代表となり、その後現NGOの代表となる。東
日本大震災後、拙著『災害ボランティアの心構え』
を上梓。

川口 謙造

杉浦 健

関西学院大学社会学部（専攻、社会福祉学）
を卒業し、大阪ボラン
ティア協会に入職。
テキスト、情報誌の編集、研修会の企画等を担
当。2003年、大阪大学人間科学部博士前期課程修了
（ボランティ
ア・NPO論）。2005年、神戸学院大学に着任（ボランティア活動支
援室担当)。非常勤講師として帝塚山学院大学、大阪人間科学大
学、神戸学院大学でボランティア論、地域学を担当した。

1965 年生まれ。関西大学卒業。市民活動総合情報誌 Volo 総
編集委員。40 歳を過ぎて立志、会社役員を辞し関西学院大学
大学院総合政策研究科へ。3.11 をきっかけに関西学院ヒュー
マンサービスセンターの事務局長・ボランティアコーディネー
ターに就任。

林 大造
神戸大学学生ボランティア支援室ボランティアコーディネーター・
学術推進研究員。
神戸大学大学院文化学研究科
（博士課程）
修了。
専門は理論社会学。阪神・淡路大震災を踏まえた震災教育プログ
ラム作成プロジェクト
（神戸大学都市安全研究センター）に関わ
る。東日本大震災後、神戸大学東北ボランティアバスの運営に従
事。

藤田 佳代

赤坂 憲雄

藤田佳代舞踊研究所主宰。1977年〜78年ロンドン、
ロサンゼル
スへ留学。1978年藤田佳代舞踊研究所設立。第1回藤田佳代舞
踊研究所発表会開催。2009年ダウン症ダンサーハスミのダンス
作舞。2013年第19回創作舞踊劇場構成・演出・振付。ふれあい
の祭典
「希望の森」
企画・振付。
1968年サンヨー新人賞受賞、
2006年
兵庫県功労者賞受賞、2008年神戸市文化賞、2013年兵庫文化
賞受賞。

民俗学者。学習院大学教授、福島県立博物館館長、遠野文化研究センターを主宰。東日本大震災復興構想会議委員。＜東北学＞を提唱
し、1999年『東北学』
を創刊。2007年刊行の『岡本太郎の見た日本』
（岩波書店）
でドゥマゴ文学賞、芸術選奨文部科学大臣賞受賞。福島
県復興ビジョン検討委員会委員として、
また
「ふくしま会議」の代表理事として、東北の復興、
とりわけ福島の復興について大胆な発想によ
る創造的提案や、構想力に富む日本の未来への提言を行なっている。民俗学者として地域の古層から知り尽くした上で、幻想を排しなが
ら現実的でなお革新的な提言は示唆に富む。
著書に
「東北学/忘れられた東北」
「柳田国男を読む」
「3･11から考える
『この国のかたち』」
「方法としての東北」など多数。
2012年7月に神戸にて講演「東北の復興―日本の明日」
を開催。

髙村 薫

徹底討論『福島の復興と日本の明日』

1990年「黄金を抱いて翔べ」
で第3回日本推理サスペンス大賞受賞。1992年「リヴィエラを撃て」
で第11回日本冒険小説協会賞受賞。
1993年「マークスの山」
で第109回直木賞受賞、1997年「レディー・ジョーカー」
で毎日出版文化賞。2006年「新リア王」
で第4回親鸞賞受
賞。2010年、
『太陽を曳く馬』
で第61回読売文学賞受賞。近年は津軽を舞台にした壮大な宗教・政治・現代芸術を総合した思想大河小説
「晴子情歌」
「新リア王」
「太陽を曳く馬」の3部作を発表、福島原発事故が起こる、はるか前から東北と原発が抱える深い闇を描き、混迷す
る孤独な魂の荒野を表出し、高さと深さを兼ね備えた比肩しうるもののない作品を紡ぎ出し続けている。社会問題に対する深い洞察力を
秘めたコメンテイターしての鋭い発言も異彩を放っている。

赤坂 憲雄（学習院大学教授、福島県立博物館館長）＋佐藤 健太
（一般財団法人 ふくしま会議理事、NPO法人 ふくしま新文化創造
委員会代表理事）
＋鎌田 千瑛美
（一般財団法人 ふくしま連携復興
センター理事、任意団体 peach heart代表）
＋高畑 恒志
（NPO法人
日本都市計画家協会理事、東日本大震災復興支援タスクフォース
福島チームリーダー）
による、復興への課題と神戸の各分野の専門
家による徹底討論。

季村 敏夫

震災・まちのアーカイブ

増田 美佳／相模 友士郎

詩人。
「ノミトビヒヨシマルの独言」
（現代詩花椿賞）
「木端微
塵」
（山本健吉賞）
「かむなで」
「日々のすみか」他・評論「窓
の微風ーモダニズム詩断層」
「山上の蜘蛛ー神戸モダニズムと
海港都市ノート」（小野十三郎特別賞）ほか。

災厄の記憶や記録に関わる市民グループ。阪神大震災時に発行
されたチラシや避難所でのボランティアの活動日誌などを収集保
存しながら、行政主導の公費解体に異議申し立て、
「人と未来防災
センター」創設時に徹底公論を提起、被災マンション立て替え問題
の聞き取り、更に記憶の分有のためのミュージアム構想展に参加
した。

増田美佳：

Ensemble Sonne

アンサンブル ゾネ

ドイツNRW州立Folkwang芸術大学舞踊科を卒業した岡登志子
主宰。1993年より神戸を拠点に活動。人間の実存を問う作品づ
くりを目指し、
年に1作品のペースで新作を発表している。
旧バニョ
レ国際振付賞日本プラットフォーム３回選出。
http://www.ensemblesonne.com

ア・カペラ 里井 宏次＆The TARO Singers
大阪音楽大学大学院オペラ科修了。
テノール歌手としてオペラ、
リサイタル、
コンサートに数多く出演。合唱指揮者として主宰する
「ザ・タロー・シンガーズ」
では1999 年・2010 年大阪文化祭本賞、
2008 年文化庁芸術祭優秀賞など受賞歴多数。多くの合唱団でも
指導、指揮を行っている。現在、大阪音楽大学教授、
日本合唱指揮
者協会会員。

1983年生まれ。
ダンサー、俳優。主な出演作品に
『庭のみたいな
もの』
（演出：山下残）
、
『石のような水』
（演出：松本雄吉）など。
相模友士郎：
1982年生まれ。演出家。主な演出作品に
『DRAMATHOLOGY』、
『それはかつてあった』など。二人の共同制作による舞台作品に
『中平卓馬／見続ける涯に火が…』や『天使論』などがある。

『君は愛されるため生まれた』
復興支援活動や音楽を通して、被災者の皆様と一緒に未来を創
りたい。復興支援活動に使命を持つメンバーと力を合わせ、歩み
続けたい。そのような熱い想いを持つ若者による、
「復興支援団
体のディスカッション」や「参加者の皆様との交流」
と共に
「朗読」
「コンサート」
を開催いたします。

橋本 次郎

松岡 万希

髙橋 侑子

音楽家。神戸在住。ZEIT（ツァイト）主宰。
2009年 サウンド・レーベル / プロジェクトとして
「ZEIT」
を設立。
CD・配信でのリリースをはじめ、
コンサートや展覧会等への楽曲
提供を多数手掛ける。
自身の作品では主にコンピュータを用い、
独自の音響空間を目指す。
http://zeit-label.com

兵庫県立西宮高等学校を経て、京都市立芸術大学音楽学部声
楽専攻を卒業、東京藝術大学大学院修士課程オペラ専攻を修
了。リリックな響きと豊かな声量を持ち 1999 年「第 53 回全
国学生音楽コンクール」
、2004 年「第 2 回東京音楽コンクー
ル」
、
「第 9 回コンセール・マロニエ 21」
、2009 年「第 28 回
飯塚新人音楽コンクール」にて総合第 1 位優勝と、その歌唱
は高く評価され続けている。東京二期会会員。

宮城県出身、4 歳からピアノを始め、京都市立芸術大学音楽
学部作曲専攻を首席卒業。これまでに作曲を林達也、松本守
一、中村典子の各氏に師事。現在、作曲活動をしながらコン
サートの伴奏も務める。東日本大震災以降、宮城県の避難所
や小学校で慰問演奏活動を行い、和合亮一の詩による歌曲を
作曲。

松坂 優希

特定非営利活動法人＠リアス NPO サポートセンター

被災地市民交流会

仙台市出身。桐朋女子高等学校、桐朋学園大学を経てロッテルダ
ム音楽院第二課程を卒業。
これまでに日本をはじめ、
オランダ、
イ
タリア、ベルギーなどでソロリサイタルを行っている他、仙台フィル
ハーモニー管弦楽団、室内楽でペーター・シュミードル、
フリッツ・
ドレシャルらと共演。CMへの出演や、新聞での連載執筆なども行
い、多彩な活動を展開している。

釜石市圏域及びその周辺住民がいきいきと元気に暮らすため、
まちづくりの推進と支援に関する事業を行うと共に、住民・企業・

1999年台湾921震災後、被災地神戸から様々な台湾支援に駆
けつけたのが始まりで、
その後中越地震、東日本地震後の市民交
流を繋いできた活動。支援から交流へを合い言葉に今後も被災
地市民交流をめざす。

行政のパートナーシップによる地域社会づくりに寄与することを
目的として2003年に設立。
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Program

* 記載がないものは無料です

１月５日（日）

１月 8 日（水）

１月 11 日（土）

13:00

13:00

司会：岡 愛子

13:45

『阪神大震災・被災ピアノによる献奏』

オープニングセレモニー

13:00

14:00

即興演奏
“加川広重巨大絵画、及び大震災によせて”

東北と神戸を繋ぐチェロアンサンブル
出演：国際チェロアンサンブル
「1000 人のチェロ」より有志 60 名
指揮：山本 祐ノ介

15:00

13:30

TSUNAMIヴァイオリン

下村 実紗子

14:30

智内 威雄

川上 統 「みちびき地蔵」より
『気仙沼大島みちびき地蔵』

公募企画

パフォーマンス『天ノ花

宙ノ風』

15:00

舞踏／舞踏カンパニー今 貂子 + 倚羅座
能管／野中 久美子（風迢舎）

佐野 えり子

シューベルト
「ピアノソナタ 変ロ長調 Ｄ.960 遺作」
より第１楽章、第２楽章

１月 13 日（月・祝）

１月 15 日（水）

ダンスパフォーマンス『春の祭典』
総合演出・振付・監修：関 典子
振付・出演：
神戸大学発達科学部人間表現学科 舞踊ゼミ 他

13:00

『3.11 から 1.17 へ
〜若者たちが語り合う震災と未来〜』

若者たちによるテーマ別グループ・ディスカッション
予定テーマは ①「福島原発と私」
②「仮設住宅から出発する」
③「世界と被災地」
④「ボランティアは続けられるか」
他
当日の参加も歓迎します。ぜひご参加ください。

11:00 〜 19:00

公募企画

公募企画

『音の情景 二つの巨大絵画のために』

トーク・セッション：
川内 淳史（関西学院大学講師）
柴田 和子（龍谷大学講師）
佐々木 和子、季村 敏夫
（震災・まちのアーカイブ）

雪に包まれる被災地・南三陸の黄金。
この二つの
巨大絵画から溢れ出てくるような音の情景を、希
望の光と共に。
二つの巨大絵画からインスピレーションを受け
て制作した音楽を展示に合わせて発表します。

ギャラリーにて

音楽：橋本 次郎
企画・制作：ZEIT（ツァイト）

トーク・セッション：被災地市民交流会

17:00

第2部
第3部

朗読 〜スタインウェイピアノの
音色とともに〜
若い世代の震災復興支援団体による
パネルディスカッション
メモリアルコンサート
出演：谷口 晴菜

１月５日（日）〜 1 月 17 日（金）
復興カメラ

と神戸の専門家たち

１月 17 日（金）
12:00/14:00
『震災メモリアルコンサート
〜歌でつなぐ想い〜』
ソプラノ／松岡 万希
作曲・ピアノ／高橋 侑子
曲目：詩／和合 亮一 曲／高橋 侑子
『きみは何をさがす』『振り向くと』
『果肉の奥の桃に』『邂逅Ⅱ』『邂逅Ⅲ』 他
ピアノ／松坂 優希（アーツエイド東北）

加川広重 小品展
1 月 6 日（月）〜 16 日（木）
12:00‐19:00
* 火曜日は 18:00 まで 最終日は 16:00 まで

白屋アートパネル展示 公募企画
大槌町定点観測写真展示 公募企画
主催：被災地市民交流会

ギャラリー島田 1F deux
アート・サポートセンター神戸と公益財団法人「神戸文化支援基金」について

ご協賛・ご賛同いただいた皆様
特別協賛 ：（株）
シスメックス
協賛 ：（株）
ロックフィールド （株）
フェリシモ （株）本家かまどや リッツ・ミュージック
株式会社神戸凮月堂 和田興産株式会社 ギャラリー枝香庵 (株)中村経営
ワッフル・ケーキの店 Ｒ.Ｌ（エール・エル）
久保 毅 森田博一
村岡正司 小林啓二
安田 正 浅木隆子
矢島 侃 竹野 巌
荒木きよこ 齋藤光國
岡下徳子 関屋宏彦
曽山秀樹 島田 剛
田村芳晴 リ・フォープ

赤坂 憲雄 + 佐藤 健太 + 鎌田 千瑛美 + 高畑 恒志

同時開催

会期中展示

公募企画

川本昭男
林 淳子
芋田豊子
黒瀬晴世
島田容子
美木陽子
宮本亜津子
佐々木純

要申込み

徹底討論『福島の復興と神戸の復興』

最終日の展示は 15:00 まで

主催：岩手県沿岸広域振興局、特定非営利活動法人 ＠リアスＮＰＯサポートセンター

南 輝子
中井明子
佐田俊美
中西宮子
島田 陽
藤野一夫
辻 雄史
森 孝一

17:00

18:00 公募企画 ¥2,000

『響け魂・届け心』
指揮：里井 宏次
合唱：The TARO Singers

講演：赤坂 憲雄
対談：髙村 薫 × 赤坂 憲雄
進行：島田 誠

『君は愛されるため生まれた』
第1部

¥1,000

ア・カペラ 里井宏次＆The TARO Singers

14:00
『福島の復興と日本の明日』

曲目：チャイコフスキー 『秋の歌』
ドビュッシー 前奏曲集より
『オンディーヌ』
『花火』 他

15:00
出演：増田 美佳／相模 友士郎
Ensemble Sonne

ダンス・パフォーマンス

『届ける〜東北の地震と津波と原発事故で
亡くなった数限りない命たちへ〜』

絵画のためのサウンドトラック

『被災地交流 1 万人市民団をめざして』

ダンス・パフォーマンス

13:00

振付：藤田 佳代
出演：藤田 佳代舞踊研究所ダンサー、拍踏衆

14:00

１月 16 日（木）

『記録をつなぐ−災厄の現場から』

13:00

司会：岡 愛子

コメンテーター：ロニー・アレキサンダー
村井 雅清
杉浦 健
川口 謙造
林 大造

武満 徹 雨の樹 素描Ⅱ
フォーレ ノクターン
ショパン ノクターン 遺作
スクリャービン 幻想曲

−千の音色でつなぐ絆プロジェクト−

17:00

竹田 景子

バッハ＝ブゾーニ シャコンヌ
シューマン トロイメライ（「子供の情景」より）
ウェーバー 舞踏への勧誘

14:00

ヴァイオリン／岡村 映武
チェロ／庄司 拓
ピアノ／井手 智佳子

イトウユミ

１月 12 日（日）

三瓶初美
太田敏郎
坪谷令子
セキヤマキ
本多利雄
藤浪芳子
新村恵美
樫野孝人

島田 誠
岩田弘三
藤墳智史
伊藤キミ
奥村和恵
木村佐和子
石井一男
堀 忠

四方敦子
石東直子
藤本秀樹
伊藤 徹
伊藤敬子
藤原真紀子
志水克子
栃原敏子

中須穂積
高橋 明
濱崎祥博
イトウユミ
竹内利江
三沢かずこ
藤田佳代
実吉 威

（2014年1月7日現在

井上よう子
井上由紀子
吉田正岳
伊藤ルミ
松本 巧
森松直毅
笹田敬子
匿名希望2名

敬称略 申し込み順）

アート・サポート・センター神戸は阪神淡路大震災を契機に震災１ヶ月後に設立された
「アートエイド神
戸」
を2000年に発展的に解消し、設立されました。兵庫・神戸の文化の土壌を豊かなものとするための
様々な試みを行なっています。
ギャラリー島田を拠点とし、267回のサロンや情報発信、文化政策提言、
「アーツエイド東北」
の設立に関わり、東北志縁活動などを行なっています。
「加川広重巨大絵画プロジェ
クト」
もその一環です。
公益財団法人「神戸文化支援基金」の源流は1992年に設立された公益信託「亀井純子基金」から発
展したもので一般財団法人「神戸文化支援基金」をへて
「亀井純子基金」
と合併、2011年に公益財団
法人としての認定を受けました。
これらは日本で初めての市民メセナとしての文化助成基金
であり新しい寄付の文化の地平を拓いてきました。意欲的な文化発表活動に200万円/年の
助成、継続的な文化活動に対しKobe Art Awardとして100万円/年の顕彰事業を行なって
います。
助成累計額：36,952,591円
（うち東北志縁10，
802，
591円）
基金残高：33,459,756円 ⚄ᡞᩥ
ᨭᇶ㔠
（2013年8月末現在）
アート・サポート・センター神戸についてはギャラリー島田HP http://gallery-shimada.com/
公益財団法人「神戸文化支援基金」については財団HP
http://kobushi-kikin.com/

加川広重 巨大絵画が繋ぐ東北と神戸プロジェクト実行委員会
委員長：藤野 一夫（神戸大学大学院国際文化学研究科 教授）
委 員：齋藤 光國（神戸市立灘区民ホール 館長）、大谷 燠（NPO DANCE BOX 代表）、島田 誠（アート・サポート・センター神戸代表）、竹内 利江（神戸学院大学 講師）

スタッフ 制作：岡野 亜紀子 中井 明子 衣笠 収 林 淳子 島田 容子 藤墳 智史

音響：出口 千寿 HP 作成：林 正樹 映像・記録：山口 順二
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『南三陸の黄金』2012 年

11:00 〜 19:00
入場無料

*17 日は 15：00 まで * 6 日（月）と 14 日（火）は休館

会場：デザイン・クリエイティブセンター神戸

5.4ｍ×16.4ｍ

-93-

1 月 5 日（日）

入場
無料

他

『雪に包まれる被災地』2011 年

5.4ｍ×16.4ｍ

『1000 人のチェロ・コンサート』

援
成
賛
力

出演：岡村 映武（仙台フィルハーモニー管弦楽団ヴァイオリン奏者）と仲間たち

後
助
協
協

ヴァイオリンドクター中澤宗幸氏により、奇跡の一本松や被災した家屋の木材を使用
して作られたヴァイオリンを奏でるコンサート

15:00 TSUNAMIヴァイオリン−千の音色でつなぐ絆−プロジェクト

指 揮：山本 祐ノ介
曲 目：三枝 成彰／レクイエム
ダヴィドフ／賛歌（イヌム）
チャイコフスキー／アリオーソ
ヘンデル／パッサカリア

国際チェロアンサンブル協会「1000 人のチェロ」より有志 60 名によるコンサート

2014

TSUNAMIヴァイオリン

2014.

14:00 東北と神戸を繋ぐチェロアンサンブル

オープニング

のある空間で、原発が抱える課題や福島の復興、そこから見えてくる日本の課題を、多くの人々、とりわけ若い学生たちとともに考えていくための機会も創出します。

ていく、重要な意味を持っています。同時に、東日本大震災にとって福島原発は容易に解決できない課題であり、福島県立博物館館長である赤坂憲雄氏を迎え、この巨大絵画

と神戸を繋ぐアートの力であり、震災が忘れ去られていくことを許さず、単なる芸術作品の鑑賞から行動へと、今、あなたは何をすべきなのかを、人々に問いかけ、駆り立て

またこの作品に出会うことでより多くの人々が、今、被災地で困難な状況にある人たちへの思いを真剣に共有できる場をつくっていこうとするものです。それは、まさに東北

本活動は、この加川広重の巨大絵画を、同じ被災地である東北と神戸で展示することにより、神戸市民をはじめ、震災を体験した人々がまざまざと当時の記憶を呼び起こし、

して震災に出会い、そこからしか生み出しえない根源的な力があり、あらゆる人に震災がもたらしたものを、時間と場所を超えて、一瞬にフラッシュバックさせるのです。

加川広重の巨大絵画は、東日本大震災からインスピレーションを得て描かれた、類例のない大きな作品（5.4ｍ×16.4ｍ）です。この作品には宮城生まれの加川自身が被災者と

（日）〜 1 月 17 日（金）
2014. 1 月 5 日

『雪に包まれる被災地』
・
『南三陸の黄金』二作品同時公開

加川広重 巨大絵画が繋ぐ東北と神戸 2014

加川広重 巨大絵画が繋ぐ東北と神戸
主
催
共
催
特別協力

加川広重 巨大絵画が繋ぐ東北と神戸プロジェクト実行委員会
神戸市︑
アート・サポート・センター神戸
加川広重︑
一般財団法人 音楽の力による復興センター・東北︑
公益財団法人 仙台フィルハーモニー管弦楽団︑
一般財団法人 アーツエイド東北
大学コンソーシアムひょうご神戸︑財団法人 CLASSIC FOR JAPAN
兵庫県
公益財団法人﹁神戸文化支援基金﹂
デザイン・クリエイティブセンター神戸﹁ KIITO
﹂︑神戸大学大学院国際文化学研究科︑
神戸市立灘区民ホール︑ NPO DANCE BOX
︑
日本ピアノサービス KK
︑
ギャラリー島田

* 17 日は 15:00 まで * 6 日（月）と 14 日（火）は休館

17:00

赤坂 憲雄 + 福島在住 NPO 等と専門家たち

徹底討論『福島の復興と神戸の復興』「3 階会議室にて」

講演：赤坂 憲雄（学習院大学教授、福島県立博物館館長）
対談：髙村 薫（作家）× 赤坂 憲雄
進行：島田 誠

『東北の復興、福島の復興と日本の明日』

振付：藤田 佳代
出演：藤田 佳代舞踊研究所ダンサー、拍踏衆

17:00

指揮：里井 宏次
合唱：The TARO Singers
曲目：S. バーバー 『アニュス・デイ』
F. プーランク カンタータ『人間の顔』
武満 徹 『小さな空・島へ』
中村 八大『夢で逢いましょう』 他

ア・カペラ 里井宏次＆The TARO Singers『響け魂・届け心』

出演：増田 美佳／相模 友士郎
Ensemble Sonne

ダンス・パフォーマンス

トーク・セッション：川内 淳史（関西学院大学講師）
柴田 和子（龍谷大学講師）
佐々木 和子・季村 敏夫（震災・まちのアーカイブ）

『記録をつなぐ−災厄の現場から』

〜未来へ語り継ぐ復興という希望〜

〒650-0003 神戸市中央区山本通 2-4-24 リランズゲート B1F
TEL&FAX 078-262-8058 e-mail gallely.shimada@dream.com
http://www.gallery-shimada.com

アート・サポート・センター神戸（ギャラリー島田内）

お問合せ・お申込み

1 月 6 日（月）〜 16 日（木）
ギャラリー島田 1F deux

加川広重小品展

口座 アート・サポート・センター神戸
みなと銀行 北野坂支店 （普）1511086

本プロジェクトは様々な充実したプログラム自体への財政の裏付
けはゼロから出発しています。ご賛同いただける方は下記の要領
でお願いいたします。下記の口座にお振り込みいただくか、ギャ
ラリー島田の窓口へお持ち下さい。後日、実行委員から領収書を
お届けいたします。お手数ですが、振り込みと同時にメールまた
は FAX でお名前、ご住所、お電話などをお知らせ下さい。
賛同金、一口 5,000 円から

加川広重巨大絵画プロジェクト 2014 への
賛同者を募集しています。

ホールの HP に随時掲載予定ですので、そちらをご覧下さい。
同時開催

* 様々な公募による企画も計画されています。これらの詳しい情報はギャラリー島田の HP、および神戸市立灘区民

特定非営利活動法人＠リアス NPO サポートセンターによる
釜石・大槌地域の震災、復興の様子の写真展示

復興カメラ

11:00 〜 19:00 * 17 日は 15:00 まで * 6 日（月）と 14 日（火）は休館

ソプラノ／松岡 万希
作曲・ピアノ／高橋 侑子
曲目：詩／和合 亮一 曲／高橋 侑子 『邂逅Ⅱ』
『果肉の奥の桃に』 他
ピアノ／松坂 優希（アーツエイド東北から）

『震災メモリアルコンサート〜歌でつなぐ想い〜』

1 月 5 日（日）〜 17 日（金）

12:00
2 回目 14:00
1 回目

1 月 17 日（金）

¥1,000

15:00

13:00

ボランティアコーディネーター）

http://kiito.jp/

松岡 万希 & 高橋 侑子

里井 宏次

Ensemble Sonne

増田 美佳／相模 友士郎

赤坂 憲雄

『届ける』

『春の祭典』

阪急・JR・阪神「三宮」駅よりフラワーロードを南へ徒歩 20 分
ポートライナー「貿易センター」駅より徒歩 10 分
神戸市バス 29 系統「税関前（デザイン・クリエイティブセンター前）」下車

神戸市中央区小野浜町 1-4

The TARO Singers

髙村 薫

ダンス・パフォーマンス『届ける〜東北の地震と津波と原発事故で亡くなった数限りない命たちへ〜』

1 月 13 日（月・祝）

要申込み

14:00

13:00

〜若者たちが語り合う震災と未来〜』

コメンテーター：ロニー・アレキサンダー（神戸大学大学院国際協力研究科教授）
村井 雅清（被災地 NGO 恊働センター代表）
西垣 千春（神戸学院大学総合リハビリテーション学部教授）
杉浦 健 （関西学院ヒューマンサービスセンター事務局長

『3.11 から 1.17 へ

総合演出・振付・監修：関 典子（神戸大学大学院発達環境学研究科講師）
振付・出演：神戸大学発達科学部人間表現学科 舞踊ゼミ 他

ダンス・パフォーマンス『春の祭典』
（ストラヴィンスキー作曲）

1 月 12 日（日）

14:00

13:00

1 月 11 日（土）

東北への志縁を続けるみなさんによるイベント* 記載がないものは無料です

11:00 〜 19:00

場所：デザイン・クリエイティブセンター神戸

加川広重巨大絵画展示 1 月 5 日（日）〜 17 日（金）

11:00 〜 19:00
入場無料

*17 日は 15：00 まで * 6 日（月）と 14 日（火）は休館

会場：デザイン・クリエイティブセンター神戸

5.4ｍ×16.4ｍ
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要申込み

髙村薫（たかむらかおる）
「リビエラを撃て」
「マークスの山」
「レディー・ジョーカー」など社会派推理小説家として圧倒的な人気を博し、
日本推理サスペンス
大賞、直木賞、毎日出版文化賞などを受賞、近年は津軽を舞台にした壮大な宗教・政治・現代芸術を総合した思想大河小説「晴子
情歌」
「新リア王」
「太陽を曳く馬」の3部作を発表、
「親鸞賞」
「読売文学賞」などを受賞。福島原発事故が起こる、はるか前から東北
と原発が抱える深い闇を描き、混迷する孤独な魂の荒野を表出する。

『雪に包まれる被災地』2011 年

5.4ｍ×16.4ｍ

※センターに駐車場はございませんので公共交通機関をご利用ください

東北の復興とはなにか。
福島の未来図はどのように描けるのか。
これからの日本は・・・。
壮大な構想力で語るお二人による、熱く、深い対話を・・・

援
成
賛
力

赤坂憲雄（あかさか・のりお）
民俗学者。学習院大学教授、福島県立博物館館長、東日本大震災復興構想会議委員。＜東北学＞を提唱し、1999年『東北学』
を創
刊。2007年刊行の『岡本太郎の見た日本』
（岩波書店）
でドゥマゴ文学賞、芸術選奨文部科学大臣賞受賞。
福島県復興ビジョン検討委員会委員として、
また
「ふくしま会議」の代表理事として、東北の復興、
とりわけ福島の復興について大胆
な発想による創造的提案や、構想力に富む日本の未来への提言を行なっておられます。2012年7月に神戸にお招きし講演してい
ただきました。

髙村 薫 × 赤坂 憲雄

後
助
協
協

赤坂 憲雄 + 佐藤 健太 + 鎌田 ちえみ + 高畑 恒志 と神戸の専門家たち

「3 階会議室にて」
徹底討論『福島の復興と神戸の復興』

講演：赤坂 憲雄（学習院大学教授、福島県立博物館館長）
対談：髙村 薫（作家）× 赤坂 憲雄
進行：島田 誠

『東北の復興、福島の復興と日本の明日』

振付：藤田 佳代
出演：藤田 佳代舞踊研究所ダンサー、拍踏衆

2014

17:00

14:00

入場
無料

『届ける〜東北の地震と津波と原発事故で亡くなった数限りない命たちへ〜』

1 月 12 日（日）

13:00

2014.

のある空間で、原発が抱える課題や福島の復興、そこから見えてくる日本の課題を、多くの人々、とりわけ若い学生たちとともに考えていくための機会も創出します。

ていく、重要な意味を持っています。同時に、東日本大震災にとって福島原発は容易に解決できない課題であり、福島県立博物館館長である赤坂憲雄氏を迎え、この巨大絵画

と神戸を繋ぐアートの力であり、震災が忘れ去られていくことを許さず、単なる芸術作品の鑑賞から行動へと、今、あなたは何をすべきなのかを、人々に問いかけ、駆り立て

またこの作品に出会うことでより多くの人々が、今、被災地で困難な状況にある人たちへの思いを真剣に共有できる場をつくっていこうとするものです。それは、まさに東北

本活動は、この加川広重の巨大絵画を、同じ被災地である東北と神戸で展示することにより、神戸市民をはじめ、震災を体験した人々がまざまざと当時の記憶を呼び起こし、

して震災に出会い、そこからしか生み出しえない根源的な力があり、あらゆる人に震災がもたらしたものを、時間と場所を超えて、一瞬にフラッシュバックさせるのです。

加川広重の巨大絵画は、東日本大震災からインスピレーションを得て描かれた、類例のない大きな作品（5.4ｍ×16.4ｍ）です。この作品には宮城生まれの加川自身が被災者と

（日）〜 1 月 17 日（金）
2014. 1 月 5 日

『雪に包まれる被災地』
・
『南三陸の黄金』二作品同時公開

加川広重 巨大絵画が繋ぐ東北と神戸 2014

『南三陸の黄金』2012 年

加川広重 巨大絵画が繋ぐ東北と神戸
主
催
共
催
特別協力

加川広重 巨大絵画が繋ぐ東北と神戸プロジェクト実行委員会
神戸市︑
アート・サポート・センター神戸
加川広重︑
一般財団法人 音楽の力による復興センター・東北︑
公益財団法人 仙台フィルハーモニー管弦楽団︑
一般財団法人 アーツエイド東北
大学コンソーシアムひょうご神戸︑財団法人 CLASSIC FOR JAPAN
兵庫県
公益財団法人﹁神戸文化支援基金﹂
デザイン・クリエイティブセンター神戸﹁ KIITO
﹂︑神戸大学大学院国際文化学研究科︑
神戸市立灘区民ホール︑ NPO DANCE BOX
︑科研基盤︵ ︶﹁
B復興・防災まちづくりとジェンダー﹂
日本ピアノサービス KK
︑
ギャラリー島田

17:00

15:00

指揮：里井 宏次

18:00

第1部
第2部
第3部

12:00
14:00

〜未来へ語り継ぐ復興という希望〜

アート・サポート・センター神戸

みなと銀行

北野坂支店 （普）1511086

南輝子 川本昭男 久保毅 森田博一 三瓶初美 島田誠 四方敦子 中須穂積 井上よう子 中井明子 林淳子
太田敏郎 岩田弘三 石東直子 高橋明 井上由紀子 佐田俊美 安田正 浅木隆子 坪谷令子 藤墳智史
吉田正岳 中西宮子 黒瀬晴世 矢島侃 竹野巌 セキヤマキ 伊藤キミ 伊藤徹 イトウユミ 伊藤ルミ 島田陽
斉藤光國 本多利雄 奥村和恵 伊藤敬子 竹内利江
（2013年12月20日現在

村岡正司 小林啓二
藤本秀樹 濱崎祥博
島田容子 荒木きよこ
敬称略 申し込み順）

特別協賛：
（株）
シスメックス
協賛：
（株）
ロックフィールド、
（株）
フェリシモ、
（株）本家かまどや、和田興産株式会社、
ギャラリー枝香庵、(株)中村経営、
ワッフル・ケーキの店 Ｒ.Ｌ（エール・エル）

【ご賛同くださった皆様】

口座

本プロジェクトは様々な充実したプログラム自体への財政の裏付けはゼロから出発しています。ご賛同いただける方は下記の要領で
お願いいたします。下記の口座にお振り込みいただくか、ギャラリー島田の窓口へお持ち下さい。後日、実行委員から領収書をお届
けいたします。お手数ですが、振り込みと同時にメールまたは FAX でお名前、ご住所、お電話などをお知らせ下さい。
賛同金、一口 5,000 円から

加川広重巨大絵画プロジェクト 2014 への賛同者を募集しています

詳しくは 加川広重 巨大絵画が繋ぐ東北と神戸 2014 ホームページ http://gallery-shimada.com/kagawa/ を ご覧ください

神戸・台湾アートプロジェクト実行委員会によるパネルの展示

白屋アートパネル展示・大槌町定点観測写真展示 ( 神戸大学＋大槌高校 )

釜石・大槌地域の震災、復興の様子の写真展示

復興カメラ

11:00 〜 19:00 * 17 日は 15:00 まで * 6 日（月）と 14 日（火）は休館

ソプラノ／松岡 万希
作曲・ピアノ／高橋 侑子
ピアノ／松坂 優希（アーツエイド東北から）

『震災メモリアルコンサート〜歌でつなぐ想い〜』

The TARO Singers

『春の祭典』

（ギャラリー島田内）

阪急・JR・阪神「三宮」駅よりフラワーロードを南へ徒歩 20 分
ポートライナー「貿易センター」駅より徒歩 10 分
神戸市バス 29 系統「税関前（デザイン・クリエイティブセンター前）」下車

神戸市中央区小野浜町 http://kiito.jp/

TEL&FAX 078-262-8058
e-mail gallely.shimada@dream.com
http://www.gallery-shimada.com

神戸市中央区山本通 2-4-24 リランズゲート B1F

〒650-0003

アート・サポート・センター神戸

松岡 万希 & 高橋 侑子

里井 宏次

Ensemble Sonne

増田 美佳／相模 友士郎

TSUNAMIヴァイオリン

『1000 人チェロ・コンサート』

お問合せ・お申込み

二つの巨大絵画からインスピレーションを受けて制作した音楽を展示に合わせて発表
音楽：橋本 次郎 企画・制作：ZEIT（ツァイト）

1 月 5 日（日）〜 17 日（金）

2 回目

朗読〜スタインウェイピアノの音色とともに〜
若い世代の震災復興支援団体によるパネルディスカッション
メモリアルコンサート 出演：谷口 晴菜

『音の情景 二つの巨大絵画のために』絵画のためのサウンドトラック
11:00 〜 19:00

1 月 17 日（金）
1 回目

合唱：The TARO Singers

『君は愛されるため生まれた』

1 月 16 日（木）

¥2,000

Ensemble Sonne

ア・カペラ 里井宏次＆The TARO Singers『響け魂・届け心』

出演：増田 美佳／相模 友士郎

ダンス・パフォーマンス

トーク・セッション：被災地市民交流会

『被災地交流 1 万人市民団をめざして』（ギャラリーにて）

トーク・セッション：川内 淳史 柴田 和子 佐々木 和子

『記録をつなぐ−災厄の現場から』

1 月 15 日（水）

¥1,000

13:00

13:00

季村 敏夫

コメンテーター：ロニー・アレキサンダー 村井 雅清 西垣 千春 杉浦 健

〜若者たちが語り合う震災と未来〜』

ダンス・パフォーマンス『春の祭典』
（ストラヴィンスキー作曲）
出演：神戸大学発達科学部人間表現学科 舞踊ゼミ 他

『3.11 から 1.17 へ

1 月 13 日（月・祝）

14:00

13:00

能管／野中 久美子（風迢舎）

『阪神大震災・被災ピアノによる献奏』〜スタインウェイが奏でる献奏〜

1 月 11 日（土）

13:00

宙ノ風』

出演：舞踏／舞踏カンパニー今 貂子 + 倚羅座

パフォーマンス『天ノ花

1 月 8 日（水）

17:00

岡村 映武（仙台フィルハーモニー管弦楽団ヴァイオリン奏者）と仲間たちによるコンサート

TSUNAMIヴァイオリン−千の音色がつなぐ絆−プロジェクト

国際チェロアンサンブル協会「1000 人のチェロ」より有志 60 名によるコンサート

東北と神戸を繋ぐチェロアンサンブル

14:00
15:00

オープニングセレモニー

13:45

司会：岡 愛子

東北への志縁を続けるみなさんによるイベント * 記載がないものは無料です
1 月 5 日（日）
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䛧䛶䛟䛰䛥䜜䜀ᖾ䛔䛷䛩䚹
2014 ᖺ 1 ᭶ 5 ᪥
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NPO ᅜ㝿䝏䜵䝻䜰䞁䝃䞁䝤䝹༠
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㜰⚄㟈⅏䛻䜘䜚ቯ⁛ⓗᡴᧁ䜢ཷ䛡䚸ே䚻䛜⚄ᡞ䛾ᆅ䛻䜃௨๓䛾άẼ䛜ᡠ䜛䛣䛸䜢㢪䛳䛶㛤ദ䛥䜜䛯䛭䛾୍

㝿ᖹ䜢㢪䛳䛶άື䛧䛶䛔䜎䛩䚹

䝏䜵䝻䜰䞁䝃䞁䝤䝹䜢ዎᶵ䛻❧䛥䜜䛯⤌⧊䛷䛩䚹䝏䜵䝻䜢㏻䛨䛶⅏ᐖ䛷ⱞ䛧䜐ᆅᇦ䛾᪉䚻䜈䛾ຬẼ䛵䛡䞉⯆ᨭ䜢䚸䛭䛧䛶ᅜ

⚾䛯䛱䛾 NPO ᅜ㝿䝏䜵䝻䜰䞁䝃䞁䝤䝹༠䛿 1998 ᖺ 11 ᭶ 29 ᪥䛻⚄ᡞ䝽䞊䝹䝗グᛕ䝩䞊䝹䛷 1013 ྡ䛻䜘䜛
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使用ピアノについて

1995年、阪神淡路大震災で被災し、
名匠により修復された

'Art-Vintage'

1908年製造 NEW YORK STEINWAY Model:B-211 'Art-Vintage' ニューヨー
ク工場製のスタインウェイです。
震災時には灘にある日本ピアノサービスのショールームで被災し、天井や壁の下
敷きになり脚やペダルが折れ、本体も大きく傷つきました。
ピアノ内部にも砂埃などが大量に進入し被害を受けましたが、可能な限りオリジ
ナルの部品を残して復元されました。
'Art-Vintage' について
名器を熟知した技術者たちがリビルトした、古きよき時代に製造された楽器だけ
に与えられる特別な称号で、日本ピアノサービス株式会社のオリジナルトレードマ
ークとなりました。

被災状況

修復の様子

修復後

写真提供：日本ピアノサービス株式会社
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「雪に包まれる被災地」2011年


 




「南三陸の黄金」2012年






1月5日(日)17:00―
出演：舞踏／舞踏カンパニー今貂子＋倚羅座
今貂子、佐藤野乃子、ニコ、地案、髙橋真理子

能管／野中久美子(風迢舎)
会場：デザイン・クリエイティヴセンター神戸（KIITO） 1F
Photo:Hiroshi Mimura

※入場無料・投げ銭制 (収入の一部を東北の復興への寄付といたします）
◇舞踏カンパニー今貂子＋倚羅座◇
白虎社出身の舞踏家・今貂子主宰の舞踏ワークショップを母胎に、
2000年結成。2005年ヨーロッパツアー。2007年より、京都・五條

Photo:Hoi Kisyu

會館の連続公演に取り組み、2012年「花軍」2013年「閃光」で
は、文化庁芸術祭参加。
1613年の三陸大震災復興策として始まった日本スペイン交流400周
年を顕彰した公演「¡Vamos!」−舞踏㱣フラメンコ−を、2013年2月
京都芸術センターで上演。芸能の源流にみられる“たまふり〜命の活
性化〜”の力を現代に甦らせた、独自のアバンギャルドな舞踏の境地
を切り拓き、京都を拠点に国際的に活躍中。

◇野中久美子(風迢舎)◇
能管奏者。能管を松田弘之(能楽森田流)に師事。能管の独奏のほか、世界の様々な楽器
や舞、朗読との共演も行う。全国での神社寺院での奉納演奏も多く、海外遠征も行う。
1998年より、京都・大徳寺大慈院で、「風響の会」を主催。2013年、能管と歌曲のコ
ンサート「シューマン《詩人の恋》の世界」（京都・青山音楽記念館）を開催。笛の音
は、地球の息吹である風が、人に身体を吹きぬけて人の耳に聞こえる響きに変じたもの
であるとの思いから、その響きが遥か彼方に吹き抜けるよう願い、「風迢舎」を主宰。
Photo:Hiroshi Mimura

問合せ：舞踏カンパニー今貂子＋倚羅座
E-mail

ima̲kiraza@yahoo.co.jp

TEL

090-7098−2869

主催：加川広重巨大絵画が繋ぐ東北と神戸プロジェクト実行委員会
URL

http://gallery-shimada.com/kagawa/

アクセス
デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）
〒651-0082 兵庫県神戸市中央区小野浜町 1-4
デザイン・クリエイティブセンター神戸
電車: 阪急、JR、阪神三宮駅よりフラワーロードを南へ徒歩20分、国道2号線を
超えた神戸税関の東向かい。ポートライナー貿易センター駅より、徒歩10分
バス: 神戸市バス29系統三宮ターミナル前より乗車、
税関前(デザイン・クリエイティヴセンター前)下車
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阪神淡路大震災・被災ピアノ
スタインウェイ

'Art-Vintage' による献奏

バッハ=ブゾーニ : シャコンヌ
シューマン : トロイメライ 「子供の情景」
(
より)
ウェーバー : 舞踏への勧誘

「加川広重 巨大絵画が繋ぐ東北と神戸2014」主催プログラム

デザイン・クリエイティブセンター神戸 KIITOにて http://gallery-shimada.com/kagawa/
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『南三陸の黄金』
『南三
南三陸の黄
南三
陸の黄金
陸の黄
金』 201
金』
2012
2 年 5.4
5
5.4m×16.4m
4m×1
m×1
16
6 4m
6.4m
6.4

加川広重 巨大絵画が繋ぐ東北と神戸

君は愛されるため生まれた
2014
. 1 . 15 ( 水 )
17:30 OPEN 18:00 START 20:00 CLOSE
第１部
第２部

第３部

朗読 ～スタインウェイピアノの音色と共に～
若い世代の震災復興支援団体によるパネルディスカッション
●ファシリテーター
若者ボランティア団体繋 ( 今井直人 )
●パネリスト
* 若者ボランティア団体繋 ( 村上楓香 )
* 防災 ・ 減災活動推進団体 with( 久保力也 )
* 大阪大学災害ボランティアサークルすずらん （塩田朋陽 )
* つなぼら （大門大郎） 他
メモリアルコンサート
ゲストシンガー 谷口晴菜 Haruna Taniguchi
10 代から歌を志し、現在フリーランスの歌手として関西を中心に活動中。
2013 年夏より東京でのステージ出演も行う。透明感と優しさの中にも凛
とした芯の強さが美しい歌い手として好評を得る。邦楽曲カバーを得意と
し、社会貢献活動のための舞台にも挑戦。今注目の若手アーティスト。

[ お問合せ・お申込み ] メールで承ります
宛先： info@musicdesigner-aj.com
件名： KIITO イベント予約
本文： ①お名前 / フリガナ ②連絡先 TEL
③社会人 or 学生 or 高校生以下
[ チケット ]

2,000 円 代金は当日受付にてお支払い下さい
＊前売り 1,500 円 ＊学生 1,000 円 ＊高校生以下無料
[ 会場 ] デザイン・クリエイティブセンター神戸 ＫＩＩＴＯ
兵庫県神戸市中央区小野浜町 1-4 http://kiito.jp/
[ 主催 ] 復興支援イベント実行委員会
[ 協力 ] ギャラリー島田 しみん基金・ＫＯＢＥ 音楽企画ＡＪ
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