News Release
平成 29 年１月６日

食品に関するリスクコミュニケーション
～食品中の放射性物質の検査のあり方を考える～
開催及び参加者の募集について
消費者庁は、内閣府食品安全委員会、厚生労働省及び農林水産省と共同で、平成 29 年１月 30 日
（月）に福島県、２月２日（木）に東京都、２月 17 日（金）に大阪府において、食品中の放射性物質に関
する意見交換会を開催します。食品中の放射性物質のこれまでの検査結果や、検査の在り方の検
討状況等を報告し、消費者、生産者、流通事業者、学識経験者、報道関係者、行政関係者等が、今
後の食品中の放射性物質の検査の在り方について意見交換を行います。
参加申込みを始め、開催の詳細については、以下を御覧ください。
なお、本会は公開です。報道関係者によるカメラ撮影は冒頭のみ可能です。
1.

概

要

食品中の放射性物質のリスク管理については、東京電力（株）福島第一原子力発電所の事
故を受け、放射性セシウムの基準値を設定し、これに基づき、関係者が協力して、低減対策や
検査の実施、出荷制限等の管理措置を行っています。これまでに実施した低減対策等により、
現在では基準値を超える農畜産食品はほとんど確認されなくなりました。
このような状況の中、関係府省は共同で、平成 28 年８月～９月に、食品中の放射性物質に対
する検査の在り方について意見交換会を開催し、参加者から様々な御意見を頂きました。
これらを含めた関係者からの御意見を参考に、現在関係省庁では検査の在り方を検討して
います。
本会では、これまでの検査結果や、検査の在り方の検討状況等について情報提供し、消費
者、生産者、流通事業者、学識経験者、報道関係者、行政担当者等の関係者によるパネルデ
ィスカッション及び参加者の皆様との意見交換を行います。
食品中の放射性物質の検査の在り方について、一緒に考えてみませんか。
なお、本会の配布資料及び議事録は終了後に消費者庁及び関係府省ウェブサイトへ掲載
します。
＜参考＞
平成 28 年８月～９月に開催した意見交換会については以下から御確認いただけます。
・福島会場

http://www.caa.go.jp/jisin/r_commu/160829_koriyama_giji.html

・東京会場

http://www.caa.go.jp/jisin/r_commu/160902_tokyo_giji.html
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2.

開催日時及び会場
開催地

開催日時

会場

参加申込書

ビッグパレットふくしま 中会議室
福島県

１月 30 日（月）

（福島県郡山市南２丁目 52 番地）

13：30～16：00

http://www.big-palette.jp/07access/index-g.ht

別紙１

ml
２月２日（木）

東京都

13：30～16：00

全電通労働会館 多目的ホール
（東京都千代田区神田駿河台３丁目６）

別紙２

http://www.zhall.or.jp/access.html
ＣＩＶＩ研修センター 新大阪東 Ｅ5Hall

大阪府

２月 17 日（金）

（大阪府大阪市東淀川区東中島 1 丁目

13：30～16：00

19 番４号 新大阪ＮＬＣビル５階）

別紙３

http://www.civi-c.co.jp/access.html#higashi

3.

主催・共催
○福島会場
主催：消費者庁、内閣府食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省
共催：福島県
○東京会場
主催：消費者庁、内閣府食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省
○大阪会場
主催：消費者庁、内閣府食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省

4.

募集人数
各会場 150 名
※お申込み多数の場合には、抽選とさせていただく場合があります。

5.

プログラム内容
別紙の参加申込書を御参照ください。

6.

参加申込要領
(1) 申込方法
参加を希望される方は、インターネット、電子メール又はＦＡＸのいずれかの方法でお申し
込みください。幅広い参加を図る観点から、同一団体からの複数名の参加は御遠慮いただ
く場合があります。
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申込先

申込方法

福島会場
http://2016riskcom.net/fukushima/
インターネット

東京会場
http://2016riskcom.net/tokyo/

左記の「参加申込み入力フォー
ム」に必要事項を明記の上、お申
し込みください。

大阪会場
http://2016riskcom.net/osaka/
別紙参加申込書の参加者記入欄
電子メール

shouhishacho@intergroup.co.jp

の項目を明記の上、左記の申込
先にお送りください。
別紙参加申込書に、必要事項を

ＦＡＸ

03-5549-3201

明記の上、左記の申込先にお送り
ください。



電話でのお申込みは御遠慮ください。



複数名でお申込みの場合は、お一人ずつお申し込みください。



お申込みによって得た個人情報は厳重に管理し、参加確認に関する問合せ等、
御本人への連絡を行う場合に限り利用いたします。



保育ルームを用意しています。御希望の方はお申込みの際にその旨お書き添え
ください。詳細について、改めて事務局から御連絡いたします。

(2)

申込締切
福島会場：平成 29 年１月 23 日（月）必着
※保育ルーム御希望の方は、１月 23 日（月）12：00 までにお申し込みください。
東京会場：平成 29 年１月 23 日（月）必着
※保育ルーム御希望の方は、１月 23 日（月）12：00 までにお申し込みください。
大阪会場：平成 29 年２月３日（金）必着
※保育ルーム御希望の方は、２月３日（金）12：00 までにお申し込みください。

(3)

留意事項

① 参加の可否については、開催前日までに、お申し込みいただいた方法（電子メール又は
ＦＡＸ）で御連絡します（インターネットからお申し込みいただいた方には電子メールにて
御連絡します。）。参加者には、「参加証」を電子メール又はＦＡＸでお送りしますので、本
会当日に会場の受付で御提示ください。開催前日までに何も連絡がなかった場合には、
お手数ですが「９ 申込みに関するお問合せ先」まで御連絡ください。
② 本会は、質疑応答・意見交換での発言内容を含め、公開です。発言者、参加者の写真及
び映像が配信、報道される可能性があることをあらかじめ御了承ください。
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③ 本会の参加に当たっては、次の留意事項を遵守してください。これらを守っていただけな
い場合は、参加をお断りすることがあります。
（ア） 携帯電話等の電源はお切りいただくこと。
（イ） 本会合の開催中は静粛を旨とし、以下の行為を慎むこと。
・発言者の発言に対する賛否の表明又は拍手
・意見交換時における長時間の発言
・開催中の入退室（ただし、やむを得ない場合を除く。）
・報道関係者の方を除き、会場におけるカメラ、ビデオ、IC レコーダー、ワイヤレス
マイク等録音及び録画機器の使用
・新聞、雑誌その他本件に関係のない書類等の読書
・飲食（お茶等を除く。）及び喫煙
（ウ） 銃砲刀剣類その他危険なものを会場に持ち込まないこと。
（エ） その他、事務局職員の指示に従うこと。
7.

報道関係者の皆様へ
本会は公開ですが、写真及び動画撮影は冒頭のみとさせていただきます。取材を希望される
方には、別途席を御用意しますので、「６ 参加申込要領」に従い、「６（２）申込締切」までにお申
し込みください。お申込みの際、報道関係者である旨を必ず明記してください。
また、開催日当日は、受付で名刺の御提出をお願いします。

8.

その他
本会の開催案内及び参加者の募集は、関係府省等においてもプレスリリース等を行っています。

9.

申込みに関するお問合せ先
「食品安全に関するリスクコミュニケーション」運営事務局
TEL：03-5549-6912

E-mail：shouhishacho@intergroup.co.jp

＜添付資料＞


（別紙１） 福島会場 参加申込書



（別紙２） 東京会場 参加申込書



（別紙３） 大阪会場 参加申込書

担当：桝渕、佐藤、二宮
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本件に関する問合せ先
消費者庁 消費者安全課
担当者：石川、大浦、野田（内線 2485）
代表：03-3507-8800
直通：03-3507-9280
内閣府食品安全委員会事務局 情報・勧告広報課
担当者：武元、香月
代表：03-6234-1166
直通：03-6234-1191
厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部
企画情報課
担当者：海老名、佐々木
代表：03-5253-1111（内線 2493）
直通：03-3595-2326
農林水産省 消費・安全局 消費者行政・食育課
担当者：縄田、今野、佐藤
代表：03-3502-8111（内線 4600)
直通：03-3502-8504
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ൌڴ८તᆛཇใѢૈআ҆ଥх̜
ၐ૽ౕҭҩҘӒѢ࠰୮ඏ҆ಇ
ชы̜
чҀџ࠰љс̜
࠘ऒрࢤᆛыњ̜
ฃॲഴ੪Ѹख़ਮѢમ̜
ॺݝѢࠉᅫೂ҆৪їњиѲэ̝
чҀѲћџમыѓฃॲഴ
੪џѼѾ̜
ॵћѣ࠰୮ඏ҆ූмѿඞઌ௳࿀ѣѯќ҇ѝްщҀўуўѾѲыѓ̝
̛чѢѼкўࢳѢඨ̜
࠘ऒ࿒ஶѣࢢຍћ̜
ဓౖɍɓϮै̻ϯैџ̜
௳࿀ඨѢၐ૽ౕ૱џഴэѿख़ਮѢѾၑџјињॣڝপ߹҆ݵ
ލਹы̜
݇пѽᄻ̳ўঞ҆ॣڝේсѲыѓ̝
̛чҀѽ҆ࠞѵѓ࠘ऒпѽѢঞ҆ॣڝৣџ̜
ॵ࠘ऒஶසџњख़ਮѢѾၑ҆ख़ыњиѲэ̝
̛ႎݵћѣ̜
чҀѲћѢख़ਮॅݐѸ̜
ख़ਮѢѾၑѢख़ࢳџјињ၇ณ࢝ы̜
யྉ̜
ౠઌ̜
ᅺ෬ૈࣄ̜
ૡप५̜
၇
ທ࠘ऒ̜
৪൶Ѣ࠘ऒџѼѿӃҿӝҹҕҫҝҵҩәӥࡸѧ݇ѢމᄻќѢॣڝপ߹҆৪иѲэ̝
̛௳࿀ඨѢၐ૽ౕ૱Ѣख़ਮѢѾၑџјињ̜
ڴџৣмњѳѲя҇п̝

ͶӉӟҢӛӒᄴ
̠ݵލ
̠৪൶џѼѿ၇ณ࢝
͐௳࿀ඨѢၐ૽ౕ૱ख़ਮџјињ݂̈́͑ͅ
̠ࡷठ
̠Ӄҿӝҹҕҫҝҵҩәӥ
ӇғҩӜҸ̶ұ̶̡ਇᅵോၓగෙਫ਼ോ̛ৃ၇ಗᅸႎ̛୨ࢱନ̛̛ႋ̛ڷત̛ળ
ӃҿӜҫҺ̡யྉ̜ౠઌ̜ᅺ෬ૈࣄ̜ૡप५̜၇ທ࠘ऒ
૱ܤഴ̡ܤ࿒௳࿀̜ݵڿڙڊౠᇕஶ̜ᆟయઌஶ̛൶
̠ݵќѢॣڝপ߹
̠ဘݵ

ဓౖɍɔɍैɍ໘
̈́ცͅɌɎ̡Ɏɋ̻Ɍɑ̡ɋɋ
ช̛ڿɌɐɋ

Ӌьᝲ
ų૰

ଥ࿋ލડૐࠖȻɌɎɕɋɋᾄ

оఇਔѳണాѢ৽ѣ̜ඬರќщяњиѓєу৽ржѾѲэ̝

ఇਔนಂ̡ဓౖɍɔϧैɍɎ໘̈́ै̛ͅྡྷට
 ̛ ݵ

ใ෬ᇕ̛ࠛݵണწศӍ̶ӝ
ɥɭඨ̠ܡದ̛ঞඥӀయ̛۾ౣࢲ๊̛ံɐက

Ҕ ҡ ҭ ҫ ࢜ӓҺӟโದ̛ఁঞඥӀయ̛۾ϸɎ๊̛ံɐက
࢜ӓҺӟࠝӀದ̛ൺᇓ̛۾Ϸɐ๊̛ံɐက
๒۪එ݀าఁୗದ̛சಖ̛۾ɜɒ๊̛ံɐက

ေڱӝ̶Ӓ҆ঞᄿڝыњиѲэ

ޒႋ෬∽

ʃʏʏʋɕɊɊʒʒʒɉʕʃɼʇʇɉʊʍɉʅʋɊɼɾɾʀʎʎɉʃʏʈʇ

එ݀าโದ
ఁঞඥӀయ̈́۾ϸϨͅ

ႎࢻ෬∽

ɌɋɌɈɋɋɑɍ̛࢜๒โࣤఊโ୧ݓൊϩწϬȻ

ЀЈঞඥӀయ۾

ใ෬ᇕࠛݵ
එ݀าโದ
ఁঞඥӀయ̈́۾ϸϩͅ
๒۪එ݀า
சಖ̈́۾ɜɒͅ

එ݀าࠝѢದ
ൺᇓ̈́۾ɜɐͅ

ঞ࠵ၰѢၑѣɌैɍɎ໘̈́ैͅɌɍ̡ɋɋѲћџоఇыਔѳиѓєс̜
̛ёѢયосุмуєщи̝ނѵњૈჃࣅпѽঞᇌᅛиѓыѲэ̝

̛̛̛͝ଗਹ̛͞யྉස̛࿒௳࿀̛ݵڿڙڊౠᇕஶ̛ᆟయઌஶ
оჴ৽я̠оఇਔѳၑၓѣ̜ᅮნ҆ঞᅥуєщи̝

௴࿁Ѡ࠙юҀӝҬҢҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ
̼௴࿁ඩѣၑ૾ౖѣग़ਯѣзѿၒ҇нҀ̼

࢝ݶȼȼઅ݈ఈਕ
оఇਔѳѢၑၓ

݇҆࠵ၰщҀѿၑѣ̜Җӥұ̶ҿҵҺ̜ใતӓ̶ӝႦѣϼϷЎѢиюҀпѢၑၓћоఇыਔѳуєщи̝

Җӥұ̶ҿҵҺ http://2016riskcom.net/tokyo/
14.665:.4312

GBY

GBYћѢоఇਔѳѢၑѣ̜݀ࡋఇਔџྡྷᅅૈ৶҆ঞࡋѢ̜ࡋৼџоѾуєщи̝

ใતӓ̶ӝ

tipvijtibdipAjoufshspvq/dp/kq
ใતӓ̶ӝћѢоఇਔѳѢၑѣ̜
͐ႎဌ͑џ݀ࡋGBYᄿఇਔќຍьᄴ҆ࡋы̜௸ыњуєщи̝

оఇਔѳണాѢ৽ѣ̜ඬರќщяњиѓєу৽ржѾѲэ̝
݇Ѣཱུ݈џјињѣ̜ލਹಶ໘ѲћџоఇыਔѳиѓєиѓၑၓћঞᇌᅛыѲэ̝
݇џѣ͐݇ெ͑҆ใતӓ̶ӝႦѣGBYћоѾыѲэѢћ̜໘џݵѢଥ࿋ћঞณуєщи̝
ލਹಶ໘Ѳћџ݃Ѷᇌᅛрўпїѓ৽џѣ̜ঞଚాћэр̜݀ڒѢૈჃࣅѲћঞᇌᅛуєщи̝
ေڱӝ̶Ӓ҆࠵ၰщҀѿၑѣ

ఇ ਔ น ಂ ໘

2ै34໘
̈́ैͅ
!ྡྷට

2ै34໘
̈́ैͅ
23̡11Ѳћ

݇ࡋᅡ

 ࢜ ݵ

ѩѾрў
ળ



ӓ ̶ ӝ
ҔһӞҫ

ใᇭৼ

̛̛̛̛̛̛̈́ͅ

G

̛̛̛̛̛̛̈́ͅ

B

Y

ͱ

ഔ
ޜэѿৼџڴјєх͵҆࿋хњуєщи̝

ഔࣤက

2̛யྉ̈́ආല҆ࠞѴ̝
ͅ

3̛ౠઌ̈́ආല҆ࠞѴ̝ͅ

4̛௳࿀࠘ᇌૈࣄ̈́ආല҆ࠞѴ̝ͅ

5̛৪࠘ऒ

6̛̠ࢱ࠘ڱऒ

7̛ڭᆑ̠વ࠘ऒ

8̛၇ທ࠘ऒ̈́ҝӓӛ̛ᄛ!̠!Ⴥͅ 9̛ౠ

:̛ёѢഢ̛̈́!!̛̛̛̛̛̛̛̛ͅ

Ͷо࠳яиѓєиѓঞॣڝѣ̜ӃҿӝҹҕҫҝҵҩәӥѢੑџঞாݴщяњиѓєиѓѾ̜
̛ႎݵସᆇঝџ࠘ऒ࿒ஶҘҙӈҧҖҺџडщяњиѓєиѓѾэѿ৽ржѾѲэ)ॼగ၇џјињडэѿчќѣшъиѲя̝҇*̝
Ͷா̹ݴड҆࠵ၰщҀўиၑѣیᅡџҳҙҵҡ҆оࠪиыѲэ̛̛̝ड҆࠵ၰыўи̛!ͺ

ঞ ॣ ڝ
ঞ ૱ ჴ

о࠳яиѓєсѲыѓঞॣڝѣ̜ૐࠖѢ๒৽̜њ҆ଘѾцѽҀўичќѶжѾѲэѢћ̜жѽпьѵঞᆇуєщи̝

ঞࡋиѓєиѓආലѸॼగѢ၇ѣ̜ૈჃࣅћสಂџࠉᅫиѓыѲэ̝ႎݵџऒѿᇌᅛѢѳџᅦᄿы̜މᄻѢ൞ўуൌંџณ࢝иѓыѲя̝҇

о ჴ ৽ я ಐ

͐௳࿀ڊџ࠘эѿӜҫҡҥӑӗҽң̶ҩәӥ͑ૈ۪ۥჃࣅ̛൶̡Ⴃᝨ̜ਨ̜ࡺ
UFM;!14.665:.7:23!Fnbjm;!tipvijtibdipAjoufshspvq/dp/kq

別紙 3

Լ↚᧙ↈ↺∐⇟⇕⇙∅∋⇱⇗∞⇝∍∙
⊡Լɶ↝્ࣱݧཋឋ↝౨௹↝ⅱ↹૾⇁ᎋⅷ↺⊡
ئ˟᧵ٻ
̛௳࿀ඨѢၐ૽ౕ૱ѢӜҫҡࠉᅫџјињѣ̜
࢜ใᆛ
̈́ߖͅ
ൌڴ८તᆛཇใѢૈআ҆ଥх̜
ၐ૽ౕҭҩҘӒѢ࠰୮ඏ҆ಇ
ชы̜
чҀџ࠰љс̜
࠘ऒрࢤᆛыњ̜
ฃॲഴ੪Ѹख़ਮѢમ̜
ॺݝѢࠉᅫೂ҆৪їњиѲэ̝
чҀѲћџમыѓฃॲഴ
੪џѼѾ̜
ॵћѣ࠰୮ඏ҆ූмѿඞઌ௳࿀ѣѯќ҇ѝްщҀўуўѾѲыѓ̝
̛чѢѼкўࢳѢඨ̜
࠘ऒ࿒ஶѣࢢຍћ̜
ဓౖɍɓϮै̻ϯैџ̜
௳࿀ඨѢၐ૽ౕ૱џഴэѿख़ਮѢѾၑџјињॣڝপ߹҆ݵ
ލਹы̜
݇пѽᄻ̳ўঞ҆ॣڝේсѲыѓ̝
̛чҀѽ҆ࠞѵѓ࠘ऒпѽѢঞ҆ॣڝৣџ̜
ॵ࠘ऒஶසџњख़ਮѢѾၑ҆ख़ыњиѲэ̝
̛ႎݵћѣ̜
чҀѲћѢख़ਮॅݐѸ̜
ख़ਮѢѾၑѢख़ࢳџјињ၇ณ࢝ы̜
யྉ̜
ౠઌ̜
ᅺ෬ૈࣄ̜
ૡप५̜
၇
ທ࠘ऒ̜
৪൶Ѣ࠘ऒџѼѿӃҿӝҹҕҫҝҵҩәӥࡸѧ݇ѢމᄻќѢॣڝপ߹҆৪иѲэ̝
̛௳࿀ඨѢၐ૽ౕ૱Ѣख़ਮѢѾၑџјињ̜
ڴџৣмњѳѲя҇п̝
ͶӉӟҢӛӒᄴ
̠̈́ݵލɌɎ̡Ɏɋͅ
̠৪൶џѼѿ၇ณ࢝
̛̛͐௳࿀ඨѢၐ૽ౕ૱ख़ਮџјињ݂̈́ͅ
͑
̠ૡप५џѼѿ၇ณ࢝
̛̛͐ඐїњосѓиၐ૽ದ࠰ඐૡ݂̈́ͅ
͑
̛̛রᅵോၓగॡᅵݎڭോ࿋ഔྸ̛ۇၐ૽ದଠ৬ਸ਼̛ஃࢱ̛̛ਨ̛ࡵન̛ળ
̠ࡷठ
̠Ӄҿӝҹҕҫҝҵҩәӥ
̛ӇғҩӜҸ̶ұ̶̡ਇᅵോၓగෙਫ਼ോ̛ৃ၇ಗᅸႎ̛୨ࢱନ̛̛ႋ̛ڷત̛ળ
̛ӃҿӜҫҺ̡யྉ̜ౠઌ̜ᅺ෬ૈࣄ̜ૡप५̜၇ທ࠘ऒ
̛૱ܤഴ̡ܤ࿒௳࿀̜ݵڿڙڊౠᇕஶ̜ᆟయઌஶ̛൶
̠ݵќѢॣڝপ߹
̠ဘݵ

ɌɎ̡Ɏɋ̻Ɍɑ̡ɋɋ
ဓౖɍɔɍैɌɒ໘
̈́ࣞͅ
ช̛ڿɌɐɋ

ଥ࿋ލડૐࠖȻɌɎɕɋɋᾄ

Ӌьᝲ
ų૰

оఇਔѳണాѢ৽ѣ̜ඬರќщяњиѓєу৽ржѾѲэ̝

ఇਔนಂ̡ဓౖɍɔɍैɎ໘̛̈́ࣞͅྡྷට
 ̛ ݵ

ϹϿЌϿफ़ଲҭӥұ̶Ȼఁോਖ਼Ȼϻɐɣɼʇʇ

Ҕ ҡ ҭ ҫ ɥɭ
͐ఁോਖ਼͑
݀۾ଆ̛пѽɐɋʈ

ఁോਖ਼۾

ਖ਼۾
ЀЈఁോ
ౝჷϧɡ

東海道本線

ʃʏʏʋɕɊɊʒʒʒɉɾʄʑʄɈɾɉɾʊɉʅʋɊɼɾɾʀʎʎɉʃʏʈʇȾʃʄʂɼʎʃʄ

地下鉄御堂筋線

ɐɎɎɈɋɋɎɎ̛ോਖ਼࿒ോਖ਼દᅒಖࣤඨɌწ
ɌɔϪৼ̛ఁോਖ਼ЄЂϹӅӝϫގ

線

新幹
東海道

山陽・

ɞɤɱɤȻफ़ଲҭӥұ̶
ఁോਖ਼

එ݀าঞຎࣖದ
͐ఁോਖ਼͑
۾пѽ๊ံɐကȻ
ေڱӝ̶Ӓ҆ঞᄿڝыњиѲэ

ঞ࠵ၰѢၑѣϨैɎ໘̈́ࣞͅɌɍ̡ɋɋѲћџоఇыਔѳиѓєс̜
̛ёѢયосุмуєщи̝ނѵњૈჃࣅпѽঞᇌᅛиѓыѲэ̝

̛̛̛͝ଗਹ̛͞யྉස̛࿒௳࿀̛ݵڿڙڊౠᇕஶ̛ᆟయઌஶ
оჴ৽я̠оఇਔѳၑၓѣ̜ᅮნ҆ঞᅥуєщи̝

௴࿁Ѡ࠙юҀӝҬҢҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ
̼௴࿁ඩѣၑ૾ౖѣग़ਯѣзѿၒ҇нҀ̼

ൌਗ਼ݶȼȼઅ݈ఈਕ
оఇਔѳѢၑၓ

݇҆࠵ၰщҀѿၑѣ̜Җӥұ̶ҿҵҺ̜ใતӓ̶ӝႦѣϼϷЎѢиюҀпѢၑၓћоఇыਔѳуєщи̝

Җӥұ̶ҿҵҺ http://2016riskcom.net/osaka/
14.665:.4312

GBY

GBYћѢоఇਔѳѢၑѣ̜݀ࡋఇਔџྡྷᅅૈ৶҆ঞࡋѢ̜ࡋৼџоѾуєщи̝

ใતӓ̶ӝ

tipvijtibdipAjoufshspvq/dp/kq
ใતӓ̶ӝћѢоఇਔѳѢၑѣ̜
͐ႎဌ͑џ݀ࡋGBYᄿఇਔќຍьᄴ҆ࡋы̜௸ыњуєщи̝

оఇਔѳണాѢ৽ѣ̜ඬರќщяњиѓєу৽ржѾѲэ̝
݇Ѣཱུ݈џјињѣ̜ލਹಶ໘ѲћџоఇыਔѳиѓєиѓၑၓћঞᇌᅛыѲэ̝
݇џѣ͐݇ெ͑҆ใતӓ̶ӝႦѣGBYћоѾыѲэѢћ̜໘џݵѢଥ࿋ћঞณуєщи̝
ލਹಶ໘Ѳћџ݃Ѷᇌᅛрўпїѓ৽џѣ̜ঞଚాћэр̜݀ڒѢૈჃࣅѲћঞᇌᅛуєщи̝
ေڱӝ̶Ӓ҆࠵ၰщҀѿၑѣ

ఇ ਔ น ಂ ໘

3ै4໘
̈́ࣞͅ
!ྡྷට

3ै4໘
̈́ࣞͅ
23̡11Ѳћ

݇ࡋᅡ

ോ ਖ਼ ݵ

ѩѾрў
ળ



ӓ ̶ ӝ
ҔһӞҫ

ใᇭৼ

̛̛̛̛̛̛̈́ͅ

G

̛̛̛̛̛̛̈́ͅ

B

Y

ͱ

ഔ
ޜэѿৼџڴјєх͵҆࿋хњуєщи̝

ഔࣤက

2̛யྉ̈́ආല҆ࠞѴ̝
ͅ

3̛ౠઌ̈́ආല҆ࠞѴ̝ͅ

4̛௳࿀࠘ᇌૈࣄ̈́ආല҆ࠞѴ̝ͅ

5̛৪࠘ऒ

6̛̠ࢱ࠘ڱऒ

7̛ڭᆑ̠વ࠘ऒ

8̛၇ທ࠘ऒ̈́ҝӓӛ̛ᄛ!̠!Ⴥͅ 9̛ౠ

:̛ёѢഢ̛̈́!!̛̛̛̛̛̛̛̛ͅ

Ͷо࠳яиѓєиѓঞॣڝѣ̜ӃҿӝҹҕҫҝҵҩәӥѢੑџঞாݴщяњиѓєиѓѾ̜
̛ႎݵସᆇঝџ࠘ऒ࿒ஶҘҙӈҧҖҺџडщяњиѓєиѓѾэѿ৽ржѾѲэ)ॼగ၇џјињडэѿчќѣшъиѲя̝҇*̝
Ͷா̹ݴड҆࠵ၰщҀўиၑѣیᅡџҳҙҵҡ҆оࠪиыѲэ̛̛̝ड҆࠵ၰыўи̛!ͺ

ঞ ॣ ڝ
ঞ ૱ ჴ

о࠳яиѓєсѲыѓঞॣڝѣ̜ૐࠖѢ๒৽̜њ҆ଘѾцѽҀўичќѶжѾѲэѢћ̜жѽпьѵঞᆇуєщи̝

ঞࡋиѓєиѓආലѸॼగѢ၇ѣ̜ૈჃࣅћสಂџࠉᅫиѓыѲэ̝ႎݵџऒѿᇌᅛѢѳџᅦᄿы̜މᄻѢ൞ўуൌંџณ࢝иѓыѲя̝҇

о ჴ ৽ я ಐ

͐௳࿀ڊџ࠘эѿӜҫҡҥӑӗҽң̶ҩәӥ͑ૈ۪ۥჃࣅ̛൶̡Ⴃᝨ̜ਨ̜ࡺ
UFM;!14.665:.7:23!Fnbjm;!tipvijtibdipAjoufshspvq/dp/kq

