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وذحذدذذذاؾذ
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ذذحذجذرذذذو
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ذذذذؿذ
ذذذذذحذجذرذذذو
ذذذذار
ذذذذاذغذذيذد
ذذذذاـذذذيذب
"أذذذـذذاذر
ذذ ذ
وذ خذؾذذقـذذذي"
ذذذ ذؾذكذذذؼذذذاؾذذذهذذذذ:ذ ذ
ذذجذذذؽ
ذذذذذذاوذ
جذذاذاؾز
ذذ ذ
ذذذي"
ذذذذار
ذذذذاذغذذيذد
ذذذذاـذذذيذب
ذذ"آبذذذعذطذذقـذذذيذر
ذذ:ذ ذ
ؼذذاؾذذذهذذ
ذذ ذ
ذذذذاذكذذذبذذذاذغذذقذفذذا"
ذذذذؾذذذيذر
ذذذذذذذار
ذذدذقذذراذاؾد
"ؽذ
ذذ:ذ ذ
ؼذذاؾذذذهذذ
ذذ ذ
ذذقذذفتذذذي"
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ذذذذؿذ
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ذذ:ذ ذ
ؼذذاؾذذذهذذ
ذذ ذ
ذذذقذفذتذذي"
ذذذذذؿ
ذذذدذريذتذذيذو
ذذذذبذذذاذغذذيذؽذ
ذذذذو
ذذػذتذذاذحذفذذاذذذحذدذقد
ذذذذؿذ
ذذذذو
"ذذرذاـذذذيذ ذبذذاذغذذقذفذذاذذذحذدذذقد
ذذ:ذ ذ
ذذذذذذابذذذعذذذؼذذذاؾذذذهذذ
جذذاذاؾر
ذذ ذ
ذذذي"
ذذذذار
ذذذذاذغذذيذد
ذذذاـذذذيذب
"آذذبذذذر
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ؼذذاؾذذذهذذ
ذذ ذ
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ؼذذاؾذذذهذذ
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ذذذذذاذذعذطذذقـذذذيذؽذ
ذذػذتذذاذحذفذذاذذذرذقذذنذو
ذذذذؿذ
"ذرذنيذذذو
ذذ:ذ ذ
سذذذذؼذاؾذذذهذذ
ذذ ذ
ذذذخلذذا ذؿ
جذذاذا
ذذ ذ
ذذذي"
ذذذذار
ذذذذاذغذذيذد
ذذذاـذذذيذب
"آذذبذذذر
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"ؽ
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ذذذقذفذتذذيذ"
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ذذذدذقذذرتذذذيذو
ذذذذاذذعذطذذقـذذذيذؽذ
ذذذصذبذذذو
ذذػذتذذاذحذفذذاذؼذ
ذذذذؿذ
"ذؼذذصذبذذذو
سذذذذؼذاؾذذذهذذ:ذ ذ
ذذ ذ
ذذذذدذذا ذد
جذذاذاؾ
ذذ ذ
ذذذي"
ذذذذار
ذذذذاذغذذيذد
ذذذاـذذذيذب
"آذذبذذذر
ذذ:ذ ذ
ؼذذاؾذذذهذذ
ذذ ذ
ذذدذقذرذذا"
"ؽذ
ذذ:ذ ذ
ؼذذاؾذذذهذذ
ذذذقذفذتذيذ" ذ
ذذذذذؿ
ذذذدذقذذرتذذذيذو
ذذذذاذذعذطذذقـذذذيذؽذ
ذذذـذدذذوذلذذذو
ذذػذتذذاذحذفذذاذؼذ
ذذذذؿذ
ذذذـذدذذوذلذذذو
ذذذذاذغذذقذفذذاذؼذ
ذذذاـذذذيذب
"ر
ذذ:ذ ذ
ذذذذدذذابذذذعذذذؼذذذاؾذذذهذذ
جذذاذاؾ
ذذذي"
ذذ
ذذذذار
ذذذذاذغذذيذد
ذذذاـذذذيذب
"ر
ذذ:ذ ذ
ؼذذاؾذذذهذذ
ذذ ذ
ذذدذقذرذذا"
"ؽذ
ذذ:ذ ذ
ؼذذاؾذذذهذذ
ذذذ ذ
ذذذقذفذتذذيذ"
ذذذذذؿ
ذذذدذقذذرتذذذيذو
ذذذذاذذعذطذذقـذذذيذؽذ
ذذذذاذفذذذو
ذذػذتذذاذحذفذذاذؽ
ذذذذؿذ
ذذذذاذفذذذو
ذذذذاذغذذقذفذذاذؽ
ذذذذاـذذذيذب
"أذذذـذذاذر
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ذذذجذدذذ
ذذ
ذذذذذتذذذوذجذهذذذو
ذذذذؼذرذقذةذو
ذذذنذذذذذذذذق ذكذذاؾ
ذذذجذرذذذؿ
ذذذرذذاذدذهذذ،ذفذ
ذذذؼذذاذغذذيذبذ
ذة،ذؾذ
ذذ ذذذذدذبذعذ ذ
ذذذؿذؾذفذمذذذفذ
عذـذدذؿذذاذ ذؽ
ذذعذـذدذ ذفذاذذ
ذذذ
ذذذذذوؾذذذةذ
ذذ ذذقذكذذذاؾغ
ذذذذذفذ
ذذذذذوؾذذذةذو
ذذذحذدذذذاؾغ
ذذذدذؽذنذذذػذذذقذفذذاذوذ
ذذذدذؽذـذذىذتذ
ذذ ذذقذكذذذاؾ
ذذذذذفذ
ذذذدذؽذـذذىذو
وذحذدذذذاؾ
ذذذذذدذذاؼذذذقذهذذ.ذ ذ
ذذرذؿذهذذذو
ذذذذؽذ
ذذذذو
ذذذذذحذؿذذار
بذـذتذذذو
ذذ:ذ ذ
ذذذقؾذذذهذذ
ذذذـذذاد
ذذلذذذذصذبذذاذحذذذتذذذجذذيذتذ
عذـذدذؿذذاذذذدذؽذنذذذ ذؽ
ذذذ ذ
ذذوذذاذحذذذـذذذزذؼذذو".
ذذوذذاذنذذذرذ
ذذذاذذذحذدذذقدذ
"ف
ذاذ:ذ ذ
قذؼذذوذؾذذ ذفذذ
ذذذؼذذقذتذذ"ذ ذ
"أذذذـذذاذ ذز
ذذوذذاذحذذذـذذذحذطذبذذ"ذ ذ
ذذوذذاذنذذذرذ
ذذذاذذذحذدذذقدذ
"ف
ذاذ:ذ ذ
قذؼذذوذؾذذ ذفذذ
"أذذذـذذاذذذحذطذبذتذذ"ذ ذ
ذذذذذؽذرذؿذذوذسذذ"ذ ذ
ذذذجذذقبذذذواذاؾ
ذذذوذذاذحذذذذـذ
ذذوذذاذنذذذذرذ
ذذذاذذذحذدذذقدذ
"ف
ذاذ:ذ ذ
قذؼذذوذؾذذ ذفذذ
"ـذذذذاجذبذتذذ"ذ ذ
ذذذيذ
ذذ
ذذذذذوذذذذالذقذؽذلذذذػ
ذذذحذؿذذار
ذذذ ذكذذذاؾذ
ذذذؼذوذمذذذذعذؾذذىذفذ
ذذذ،ذقذ
ذذذذار
ذذوذذرذذاهذذذذػذذذاؾد
ذذذرذذوذحذذذتذذذجذذقذبذذذفذ
ذذذذيذتذ
عذـذدذؿذذاذف
ذذذذـذتذذ.ذ ذ
ذذذذقذكذذذاؾبذ
ذذذذيذذ
ذذذذذقذذعذ ذبذؾذفذذاذػ
ذذذؽذرذؿذذوذسذذذو
ذذقذكذذذاؾ
ذذذذوذحذهذذ.ذ ذ
ذذذذقذذذبذؾذعذذذذعذؾذذىذر
ذذذذو
ذذذذذذار
ذذذـذؼذزذذذػذذذيذاؾد
ذة،ذقذ
ذذذشذذوذػذذفذذاذذذجذذاقذذ ذ
عذـذدذؿذذاذقذ
ذذذذذعذشذذيذ
ذذ
ذذصذبذذاذحذذذو
ذذذذاقذذذـذشذذ،ذ
ذذذذاذب
ذذذذحؾذذذفذذذـذذذتذذاذعذفذذاذؿ
ذذذذذؾذذؽذنذذذاؾ
ذذذذو
ذذذذقه
ذذذذؼذعذدذذذذحذذاؾذذذػذهذذذذػ
فذذيذذتذ
ذذحذدذذذذ
ذذحذذذوذ
ذذدذذارذ
ذذبذريذذ،ذ
ذذحذدذذذاذذإلذـذدذذاذنذذذؽذ
ذذعذذذوذ
ذذشذذاذتذذذتذذذالذؼذذاذتذذذؿذ
ذذذذؿذ
ذذذذفذذار
ذذذحذدذذذاؾذـ
ذذجذذاذوذ
ذذذقؾذذذهذ ،ذ
تذـذذاد
ذذ:ذ ذ
ذذذذاتذذذؾذهذذ
اذؾذذغذـذمذذ.ذؼ
ذذذعذذاذيذذذذ
ذذذذذقذذزذؼذذيذ ذؿ
ذذعذرذضذتذذذذعذؾذذقه
ذي،ذ
ذذفذوذؾذـذ ذ
ذذذذذؿ
ذذحذدذذذاذذجلذذار
ذذذذاهذذذذوذ
ذذذـذذاذر
ذذذيذأذ
ذذذذاذدذذقد
ذذدذذيذق
"قذذذاوذ
ؿازق ،ذعرضت ذعؾقه ذحيطب ذؿعاي ذؿا ذحطب ،ذعرضت ذعؾقه ذقعين ذقؽرؿسذ
ذذ:ذ ذ
ذذذذاؾذذذهذذ
ذذذذذ ذذاذؼ
ذذرذؿذسذذ".ذف
ذذذاؽذ
ؿذعذذاذيذذذؿ
ذذذذرذقذفذذاؾذذذهذذ"ذ ذ
ذذذ ذذذذحذذقؾذذذهذذذذبذذغذذقتذذذيذدقذ
"أذذذوذدذذيذفذ
ؼذذاتذذذؾذهذذ:ذ ذ
ذذذذذ
ذذذذبذذذاه
ذذذقػذذذاهذذذذـذذذدذذقر
ذذذذؽ
ذذ ذذذاذذحلذؿذذار
ذذذذفذ
ذذذذـذتذذذو
ذذذذاؾبذ
ذذذذاذ
ذذذذاهذذذذذقذذعذ ذبذذذػذذذيذف
ذذ ذذاذر
ذذذذذوذفذذذفذ
"أذذذوذدذذيذ
ـذؼذبذضذهذذ"ذ ذ
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ؼذذاؾذذذهذذ:ذ ذ
ذذخذذذذ
ذذذؿاذذ ذـذذذؼذذوؾذذذوذ ذعذـذدذهذ ذؿذ
ذذ ذذقذذؽذذوذنذ ذقذذذعذـذذيذ ذعذـذدذهذ ذؽ
ذذذدذذذانذ ذؽذبذريذ ذوذ
ذذذيذ ذإـذ
ذذذ ذذاذ ذقذذذؾذذقذقذ ذتذذذشذذوػ
"ف
ذذذ،ذ
ذذ
ذذذذاذذذحلذؿذذار
ذذذظذفذرذذذتذذذاع
ذذذذوذقذذذاؾ
ذذذذذػ
ذذذذذتذذذطذؾذذقه
ذذذذخذذذـذذذتذذاذعذذوذو
ذذذذتذذذدذذيذادلذ
ذذذذو
ذذذؾذقذقذذذتذذذؼذضذبذذقه
ذذذ ذذاذقذ
ؽذبذريذذ،ذفذ
ذذ ذ
ذذذ".
ذذذمذذذتذذذؼذضذبذذقه
ذذذذخذذذـذذذتذذاذعذهذذذقذذذؾذدذؼذهذذ،ذتذ
ذذذذ ذذاذادلذ
ذذذذقذذذؾذدذقذذذذقذذعذـذذيذف
ذذذاه
ذذوذذذقذذذرذؽذبذذذػذذذوؼذذذهذذذر
ذذذذاهذذذذفذ
عذـذدذؿذذاذر
ذذذدذذاتذذذهذذذذ
ذذ
ذذذاذدذهذ ذو
ذذ ذؼذذذصذتذؾذهذ ذر
ذذذومذ
ذذذذاد
ذذذؽذبذريذذ،ذ ذضذرذبذذاتذذذهذ ذبذذذاؾؼ
ذذذشذذقذخذ ذاؾ
ذذ ذكذ ذاؾ
فذذيذ ذذؼذذضذبذتذ ذفذ
ذذ:ذ ذ
ذذذصذبذذاذحذذ
ذذعذذذاؾ
ذذوذذاذنذذذؿذ
ذذذذؼذذذاؾذذذتذذذؾذذذحذدذذق ذد
ذذذتذذاذعذهذذذو
ذذذخذذذذـذ
ػذؾذؼذتذؾذهذذذادلذ
ذذ ذ
ذذذالذذ".
ذاذ:ذ"
ذذذذاذؾذذفذذذ
ذ"،ذؼ
ذذوذذاذحذذذـذذذحذطذبذ ذ
"رذ
ذذوذحذتذذذذ
ذذذذذرذ
ذذذذؽذبذقذذرذو
ذذذشذذقبذذذاـذذذيذاؾ
ذذذاذكذذذاؾ
ذذذخذذذـذذذتذعذذذذ
ذذذذذبذذفذ ذكذذذادلذ
ذذذار
ذذذذحؿ
ذذذ ذكذذذاؾ
ذذرذالذتذءذفذ
ذذذيذ
آهذذذذف
ذذعذيذذ،ذ
ذذ
ذذعذيذذ،ذ
ذذذؼذعذدذذذذالذصذقذذ،ذ
ذذذ،ذذأ
ذذذاذكذذذاذذحلذؿذذار
ذذؽذبذذذػذذذوذقذذذذ
ذذذؼذزذذذذر
ذذذقذشذذاػذذذفذذذا،ذـذ
ذذذوذذذؽ
تذحذطذبذذ،ذفذ
ذذذضذبذذاتذذذهذذذؼذذذاؾذذذفذذذا:ذ ذ
ذذعذـذدذؿذذاذذؼ
ذذالذتذذ،ذ
ذذذعذبذذاذتذذفذذاؾذذذهذذذوذ
ذذذيذؾذ
ذذذعذدذذذذالذصذقذذذذعذـذدذؿذذاذذذذذذاػذذذتذهذذذف
عذيذذ،ذذؼ
ذذذقـذذذيذ ذػذذذيذذ
ذذذ
ذذذقر
ذذضذعذذقذفذ ذقذذذؾذذقذقذ ذد
ذذؼذذقذقذ ذذو
ذذذرذوذكذ ذأذذذـذذاقذذذاذ ذذر
ذذ ذؼذذذاذؾذذفذذاذ ذذ:ذ ذ"دذ
ذذدذذيذ ذذذذوػذذذي"
"قذذذاوذ
ذقة ذـذذذتذذاذعذكذذذذ
ذذذذػذؿذقذذؾذذ
ذي ذذذؼذذاعذ ذاؾذ
ذذ ذؾذذذيذ ذـذذذدذؿذنذ ذتذذذعذرذضذ ذ
ذذ ذذـذذفذذارذ
ذذلذ ذوذ
ذذ ذذتذذعذطذذقـذذذيذ ذـذذذا ذؽ
ذذذةذ ذوذ
ؿذطذؿذذور
ذذذ ذ
ذذذبذريذذة".
ذذذوذذذعذؾذيذذذذحذػذؾذذةذؽذ
ذذذقر
ذذذذذتذذذ ذبذحذذوـذذذيذذذوذذذد
وذ تذجذذقبذذذقذفذمذذذقذذذشذذوػذذذوـذذذيذو
ذذ ذدذبذعذذذذ
ذذلذ ذقذذذوذمذ ذذتذذعذطذذقهذ
ذذذذة،ذ ذ ذؽ
ذذذطذؿذذور
ذذذقذكذ ذادلذ
ذذتذهذ ذػذذذيذ ذد
ذذذارذ
ذذذذذذايذ ذـذذذتذذاذعذهذ ذد
ذذتذ ذاؾر
دذذارذ
ذذذذقذذذوذرذقذفذذاذذذ
ذذذذتذذذعذرذضذذذذعذؾذذقه
ذذلذذذقذذذوم
ذذذوذذذ ذؽ
ذذذوذكذذذذدذبذعذذذذحذؿذصذذاذتذذ،ذفذ
ذذذذد
ذذذعذطذذقه
ذذعذـذدذؿذذاذذت
حذؿذصذذاذتذذ،ذ
ذذذوذرذقذفذذاذذذغذذيذذذصذبذذاذعذهذذ.ذ ذ
ذذذرذذاذعذهذذ،ذقذ
ذذذوذرذقذفذذاذ ذ
ذذذوذذذذعذـذدذذؿذاذقذ
ذرذذاذعذهذذ،ذفذ
ذذذنذذذذ
ذذذذذاذنذذذؿ
ذذذذقهذق
ذذذرذذاذعذهذذ،ذإ
ذذذاذ ذ
ذذذرذذاف
ذذذرذذاذعذهذذ،ذذذعذـذدذؿذذاذوذ
ذذذذقذذذوذرذذقذفذذاذ ذ
ذذذ،ذذذذذرذرذتذذذذعذؾذذقه
ذذذذفذذار
وذحذدذذذاؾذـ
ذذكذذ"ذ ذ
ذذذجذذبدذ
ذذذذذقذذؾذذذققذذذذـذ
ذذذذذوم
ذذذذذاذكذذذذدذؿذـذتذذذاؾق
ذذذذاتذذذؾذهذذ:ذ"ر
ؼذذاذلذذ.ذؼ
ذاذ:ذ ذ
ذذذذؼذذذاذؾذذفذذذ
ذذذذاه
ذذذذذبذذغذذاذتذذذتذذذدذبذحذهذذ.ذق
ذذذدذؽذنيذذذو
جذابذذذتذذذاؾ
ذذذذذ ذ
عذـذدذؿذذاذذذجذبذدذذاتذذذهذذذو
ذذذذذ
ذذذوه
ذذؽذذيذ ذتذذذ ذبذحذذيذ ذعذدذذوذكذذ،ذ ذقذذذؾذذقذقذ ذحذتذذىذ ذقذذذشذذوػ
ذذذاذو
ذي،ذ ذف
ذي،ذ ذتذذذ ذبذحذقـذ ذ
ذذ ذ
ذذذقر
ذذذيذ ذد
ذذذذذاؽ
"وذ
ذذخذذاذخذفذمذذ،ذ ذتذذذمذذذذ
ذذذيذ ذؿذ
ذذ ذذقذذصذوذرذذوـذذذيذ ذػ
ذذ ذـذذذتذذاذعذكذذ،ذ ذقذذذؾذذقذقذ ذذتذذعذرذضذذقذفذمذ ذقذذذشذذوػذذذوـذذذيذ ذوذ
ذذذقؾذذذقهذ
ذذذذاؿ
اؾػ
ذذذ ذ
ذذذحلذػذؾذذة".
ذذذيذا
ذذدذذقر
ذذذذجذذيذذعذؾذذقذكذذذوذ
ذي،ذت
وذ الذدذبذحذتذذقـذذ ذ
ذذذوذذذذ
ذذ
ذذذذتذذاذعذفذذذا،ذفذ
ذذذقؾذذذقةذـذ
ذذذذذاؿ
ذذذذاذحذتذذذتذذذجذذقذبذذذاؾػ
ذذذيذر
ذذذذذاذيذذذفذ
ذذذاذكذذذاؾر
ذذذذذ
ذذخذذاذضذتذذذذعذؾذذقه
عذـذدذؿذذاذ
ذذذذطذذقذبذذذذ
ذذذذحذمذ ذـذتذذاذعذفذذاذق
ذذذذاؾؾذ
ذذذار
ذذذذذد
ذذذذذؾذذذبذسذذذاذذجلذؾذدذذذـذذذتذذاذعذفذذاذو
ذذذبذحذفذذاذو
ذذذذـذتذذذـذذذتذذاذعذفذذاذ ذ
ؼذضذبذذذاؾبذ
ذذذذذ
ذيذدذذـذقه
ذذذػ ذذ
ذذذذؾذذذقبذذذذرذاذ
ذذذذار
ذن،ذد
ذذذذذاذػذذفذمذذذذجذذاقذذذقذ ذ
ذذعذـذدذؿذذاذ
ذذذذذاذػذفذمذذذذجذذاقذذذنيذذ.ذ
ذىذحذتذذىذ
وذ ؼذعذ ذدذذذذقذدذتذـذ ذذ
ذذذاذؾذذفذذاذ
ذذ
ذذذذذـذتذذذؿ
ذذذ ذذذذاؾبذ
ذذذـذؼذزذفذمذذذقذذذؼذذوؾذذذوؾذذذفذمذذذف
ذذذدذؾذمذذذذعذؾذذقذفذمذذذقذذذـذؼذزذفذمذذذذعذـذدذؿذذاذقذ
ذذجذؿذذقذعذذذؾذذذيذقذ
عذـذدذؿذذاذ
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ذذذنذذذذدذـذهذذذذ
ذذذذعذذاذلذذذؿ
ذذ ذذيذ
ذذذحذشذذذفذ
ذذذاذاؾوذ
ذذغذيذؿذ
ذذذذ ذذيذ
ذذذؼذذوؾذذذفذمذذذبذذذؾذذيذف
ذذذذذوؾذذذةذتذ
ذذ ذذذاؾغ
ذذذتذؽذؾذمذذذفذ
ؿذفذبذذوؾذذذةذتذ
ذذ ذ
ذذذالذذو.
ذذذاذ ذؽ
ؿذذاذذذذذػذتذفذؿذشذذ،ذذذعذـذذدؿ
ذذذيذ
ذذ
ذذذـذذاد
ذذذبذدذذاذقذ
ذذنذذذػذذذقذفذذاذوذ
ذذدذذاؽذ
ذذذذؾذذذيذ
ذذذذذار
ذذذذقذكذذذاؾد
ذذخذلذذذػذذذيذذ
ذذذاذكذذذاذذجلذؾذدذذذدذ
ذذوذذذؼذذذؾذعذذذذ
ـذؼذزذذذفذ
ذو،ذ
ذذ
ذذذذذقذذذـذدذبذذ
ذذذذذذالذوذذذقذذذبذؽذذوذو
ذذذذاذضذذوذو
ذوا،ذـ
ذذدذؿذعذذذ
ذذعذـذدذؿذذاذ
ذذذذذؾذذقذسذذ.ذ
ذذذذـذتذذذػذذذيذاؾتذ
ذذذاذسذذذاؾبذ
تذذقذسذذذتذذذقذسذذذر
ذوذاحلذلذذذذ
ذذذذاؾذذذذذ
ذذذوذو
ذذذقر
ذذذاد
ذذذعذذاذيذذذؿ
ذذذوذ ذؿ
ذذذقر
ذذذاذشذذذد
ذذذذذاذشذذذو
ذذ:ذ"و
ذذذذاذشذذذذقذذؽذتذؾذذوهذذذذؼذذذاذؾذذفذمذ ذ
فذذاذجذؿذذوهذذذذذقذذعذـذذيذب
ذى ،ذتذذذمذذذذ
ذذذدذؽذـذ ذ ذ
ذذ ذعذـذدذؿذذاذ ذتذذذحذؿذذاذ ذاؾ
ذذذذذارذ
ذذ ذدذذقذرذذوذ ذاؾـ
ـذتذذاذعذؽذمذ ذإذذالذ ذتذذذتذوذجذفذذوذ ذتذذذجذذقبذذذوذ ذاذذحلذطذبذ ذوذ
ذذذذاذ
ذذ
ذذـذذاذ ذذتذذضذذرذبذوفـ
ذذ ذعذـذدذؿذذاذ ذتذذذوذصذؾذذواذذ ذفذ
ذذ ذوذ ذتذذذجذذوذ ذتذذذجذذرو
ذذذذؾذذقدذ
ذذذيذ ذاؾ
ذذ ذػ
ذذذذذقدذ
ذذذوذ ذاؾؾذ
ذذذقر
ؿذبذعذضذ ذد
ذذذذذ
ذذذاذكذ ذاذذحلذطذبذ ذؼذذذدذذاو
ذذ ذجذذابذذذوذ ذذ
ذذذذذاذيذ ذوذ
ذذذاذكذ ذاؾر
ذذ ذذ
ذذ ذعذؾذذقهذ
ذذذ ذعذـذدذؿذذاذ ذخذضذذاوذ
ذذذاذ ذؾذذذي".
وذ تذفذدذؿذذوف
ذذذذذ
ذذذ ذذاذكذذذاذذحلذ ذدذقد
ذذذذيذفذ
ذذضذرذبذذوذػ
ذذعذـذدذؿذذاذ
ذذذذقذذذجذرذذوذ
ذذجذذاو
ذذذؿذؽذذاذنذذذوذ
ذذذعذـذذيذذؾ
ذذذاذحذذوذقذ
ذذذذر
ذذذذو
ذذذذذار
فذ ذذقذكذذذاؾـ
ذذؼذنيذذ.ذ
ذذمذذذذغذذاذر
ذذذذفذ
ذذوذذذـذذذاذجذحذذذو
ذذذصذؼذذوذذذصذبذحذذذفذ
ذذذعذـذدذؿذذاذذؾ
ؾذصذؼذذوذذ

"أحمد و الغول"
ذذذعذتذذوذؾذذهذ
ذذ
ذذعذـذدذذؿذاذـذ
ذذذخذدذؿذذةذ
ذذذحذوذسذذذذعذؾذذىذ ذاؾذ
ذذشذذىذقذ
ذذذعذـذذيذ ذؿذ
ذذرذدذذذ"قذ
ذذحذؽذذاقذذذةذذذأذذذحذؿذدذ ذ ذؽ
فذ ذذيذ
ذذذذذعذؾذؿذذوهذذذذؼذذذاؾذذذوؾذذذهذ :ذ
ذذذذذوذلذذذو
ذذذذاؾغ
ذذذذاذ
عذؾذذىذف
ذذذذاذذؽذذؾذهذ
ذذ
ذذحذذـذاذق
ذذذذؼذذوذلذذ
ذذذاذذـذ
ذذذذقؿ
ذذذخذ ذمذذذذعذـذدذذذذقذذعذـذذيذؽ
ذذذذوذلذذذذجذؿذذقذعذذذؾذذذيذقذ
ذذذذ ذذذاؾغذ
ذذذدذذيذف
ذذذذاذوذ
"بذذذؾذذيذق
ذذذاذ ذتذذذـذجذؿذشذ ذتذذذخذدذمذ ذعذـذدذذذذ
ذذذةذ ذتذذذاذعذكذ ذـذذذاؼذذذصذ ذذبذذزذذاذفذذ،ذ ذؿ
ذذذذذقؿ
قذعذـذذيذ ذعذذؿاذذ ذـذذذشذذوػذذذوذ ذقذذذعذـذذيذ ذاؾؼ
ذذذذوذلذذ"ذ ذ
اؾغ
ؼذذاذؾذذفذمذ ذ
ذذ ذ
ذذذذ ذذاذذذذذغذؾذذي"
"أذذذـذذاذف
ذذ:ذ ذ
ذذذذغذذوذلذذ
ذذذغذذوذلذذذؼذذذاؾذذذهذاذؾ
وذصذلذذذذعذـذدذذذاذؾ
ذذ ذ
"تذذذـذجذمذذذتذذذخذدذمذذذـذذذتذذ؟"
ذذذ"ذ ذ
ذذذذذاه
ذهذ:ذ"و
ؼذذاؾذذ ذذ
ذهذ:ذ ذ
ؼذذاؾذذ ذذ
ذذذ ذ
ذذذدذذاؼذذذقذذة".
ذذذؿذذاءذذذذاؾ
ذذذوذحذذذذجذذقبذذذنذذذاذؾ
ذذذذذر
ذذذؼذرذبذذةذو
ذذ ذذذاؾذ
ذة،ذذذخذ ذذذفذ
ذذذألذوذؾذ ذ
ذذذجذرذبذذةذاذ
"اؾتذ
ذذذ ذكذذذذ
ذذذيذ ذف
ذذ ذتذذذؼذذقذسذ ذػ
ذذذذذذذذ ذتذذذؼذطذعذ ذوذ
ذذرذدذ ذؾذذذؾذدذذاؼذذذقذذةذ ذذؼذذعذدذ ذؼاؾؼربة
ذذشذذىذ ذأذذذحذؿذدذ ذ ذؽ
عذـذدذؿذذاذ ذؿذ
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ذة،ذ ذقذذذعذـذذيذ
ذذ
ذذذؼذرذبذ ذ
ذذ ذكذ ذاؾذ
ذذؿذؾذتذ ذفذ
ذذذدذذاؼذذذقذذةذ ذحذتذذىذ ذؽذ
ذذذقذكذ ذاؾ
ذذ ذقذؼذذقذسذ ذػذذذيذ ذذ
ذة،ذ ذقذذذؼذطذعذ ذوذ
اؾذذدذذاؼذذذقذ ذ
ذذذوذدذذذؾذذذؼذذاهذذذذتذذذمذذذؼذذذاذعذدذذ.ذ ذ
ذذذحذذاذلذذ،ذذذعذـذدذؿذذاذ ذف
ذذذذاؾذ
اذؾذذغذذوذلذذذبذذذطذذاذذذعذؾذذقه
ذذ:ذ ذ
ؼذذاذلذذ
ذذـذذذايذذ"ذ ذ
ذذذذؿذذاءذذذذذؼذذعذدذتذذذفذ
ذذذذعذثذتذكذذذبذذذاذشذذذتذذذجذذقبذذذؾذذيذاؾذ
ذذذقػذذذاهذذب
"ؽ
ذذ:ذ ذ
ؼذذاذلذذ
ذذذدذذةذ
ذذ
ذذـذتذ ذعذطذشذذاذنذ ذذقذذعذـذذيذ ذؿ
ذذذعذ ذؾذذذيذ ذؽذ
ذذذؿذذاءذذذ،ذ ذأذذذـذذاذ ذؿ
ذذذؾذكذ ذاذؾ
ذاه ذذذأذذـذاذ ذػذذذاذشذ ذـذذذجقبذ
"ذذأذذـذذا ذذذؽذقذذػذذ
ذذـذتذ ذعذطذشذذاذنذ ذعذطذشذذةذذذ
ذة،ذ ذؽذ
ذذـذتذ ذجذذاذيذ ذـذذذبذحذثذ ذعذنذ ذاذذخلذدذؿذ ذ
رذوذذقؾذذذةذ ذعذـذدذذيذ ذؿذؾذذيذ ذؽذ
ذذذذوذذيذ
ذذ
ذذحذذاذصذؾذتذؾذذيذ
ذذذيذ
ذذذذاؼ
ذذذيذب
ذذذذاف
ذذذشذذقذتذذذـذذذشذرذبذذذذذذرذبذتذفذذاذذذخذالذصذذ،ذذذعذدذذاذر
ذة،ذذذعذـذدذؿذذاذؿذ
ؽذبذريذذ
ذذذ ذ
ػذذاؾذذذبذؾذحذذة".
ذهذ:ذ ذ
ذذذذوذلذذذؼذذذاؾذذ ذذ
اؾغ
ذذعذذؾذقذشذذ"ذ ذ
ذذذذطذؾذعذذذذؿ
"أذذذـذذاذـ
ذذذذاذلذذذقذذذؾذذذققذذذذ
ذى،ذؼ
ذذخذرذ ذ
ذذحذذاذجذذةذ
ذذيذ
ذذذجذرذبذهذذذػذ
ذذذعذـذذيذقذ
ذذذغذذاذذق
ذذذتذعذفذمذذ،ذذب
ذذذذذؾذدذؽذـذذىذـذ
ذذرذؾذعذذواذؾ
عذـذدذؿذذاذ
ذذذ ذكذذذأذذذحذؿذدذذذذ
ذذشذذىذفذ
ذذذحذطذبذذ،ذ ذؿذ
ذذذذذطذهذذذقذذذجذذقبذذذؾذهذذذاؾذ
ذذعذـذدذؿذذاذزقػذ
ذذذحلذطذبذذ،ذ
ذذذطذهذذذقذذذجذذقبذذذؾذذيذا
ـذذزقػذ
ذذذذذ
ذاذعذذؾذقه
ذذذذغذذوذلذذذبذذذ ذطذذ
ذذعذـذدذؿذذاذاذؾ
ذذذعذضذذ،ذ
ذذذعذضذفذذاذذب
ذذذذيذبذ
ذذحذزذؿذفذذاذػ
ذذذؾذفذذاذ
ذذذغذذابذذذةذؽذ
ذذ ذقذكذذذاذؾ
ؽذرذدذذؼذطذبذذذفذ
ذهذ:ذ ذ
ذذذذمذذذذؾذذؼذاهذذذذؼذذذاؾذذ ذذ
ذذذحذؼذذوذتذ
ذذرذدذذ،ذؾذ
ذذذحذؿذدذذذؽذ
فذ ذذاذأذ
ذذذ ذ
ذذذغذذابذذذة".
ذذذذاذعذذذاذؾ
ذذذعذذثتذذذكذذذبذذذاهذذذذتذذذجذذقبذذذؾذذيذذذذذجذرذذةذذذحذزذؿذتذؾذذيذؼ
ذذذقػذذذاهذذذ،ذبذ
"ؽ
ذهذ:ذ ذ
ؼذذاؾذذ ذذ
ذذذذاذعذكذذذذ
ذذذذدذؽذـذذىذت
ذة،ذاؾ
ذذذغذذابذذ ذ
ذذذ ذذذاذؾ
ذذذؾذذقؼذذذؾذذيذفذ
ذذذذـذذذجذذقذبذذذذذذجذرذذذة،ذقذ
ذذلذذذقذذذوم
ذذذظذلذذذ ذؽ
ذذذشذيذـذ
"أذذذـذذاذؿذ
ذذذمذذ"ذ ذ
ذذذجذذقذبذذفذذاذتذ
ذذذغذذابذذذةذـذ
ذذذ ذذذاذؾ
ذذذذـذذذجذرذفذذاذفذ
ذذذذاع
ـذرذدذفذذاذذذجذـذذاذنذذ،ذذذغذ ذذيذؼ
ذة،ذ
ذذ
ذذذذذغذذابذذ ذ
ذذذجذذقذبذذذؼذذذاع
ذذذؼذؿذؾذذةذقذ
ذذذدذذذاؾذ
ذذ ذذاذؼذ
ذذذقػذذذاهذذذذفذ
ذذذذاذلذذذؽ
ذذذبذريذذةذؼ
ذذحذذاذجذذةذؽذ
ذذ ذذاذ
اذؾذذغذذوذلذذذذجذذاهذذذذفذ
ذذذ.ذ ذ
ذذعذذاذيذذذؼذذذاع
ذذذذ ذؿ
ذذذـذؼذذؾه
ذذ ذذاذذذغذذيذـذ
ذذذذاذذذعذؾذيذذذفذ
ذذذؼذضذذيذذذعذؾذيذذ،ذؿ
ذذ ذذاذقذ
ؼذذاذلذذذأذذذؿذلذذذفذ
ذذصذلذ ذؾذذذؾذدذؽذـذذىذ
ذذ
ذذوذذ،ذ ذعذـذدذؿذذاذ ذذو
ذذػذدذهذ ذفذ
ذذذذة،ذ ذذر
ذذذشذؽذذار
ذذفذذاذ ذػذذذيذ ذاؾ
ذذذارذ
ذذذشذجذرذذةذ ذد
ذذػذدذ ذاؾ
اذؾذذغذذوذلذ ذذر
ذذذ ذذذاذذإلذـذدذذذانذذ.ذ ذ
ذذذؽذتذلذذذف
ذذذيذذق
ذذذقػذذذاهذذذذذغذذاد
ذذذعذدذذذقذذذخذؿذمذذذؽ
ذذذ،ذذؼ
ـذتذذاع
ذذ:ذ ذ
ذذذذذؾذذقذ ذلذذذذؼذذالذذ
جذاذاؾ
ذاذ ذ
ذذذذذعذـذدذذؿذذ
ذذذؼذضذذيذذذعذؾذذقه
ذذذيذقذ
ذذذذذغذاد
ذؽذقذذػذاه
ذذ ذ
ذذقذذه"
ذذذرذؼذدذذذػذ
ذذذيذـذ
ذذذؽذذاذنذذذؾذذذيذذذغذذاد
ذذذوذذذاذدل
ذذ ذذاذفذ
"فذ
ذذذ"ذ ذ
ذذذذذاه
ذهذ:ذ"و
ؼذذاؾذذ ذذ
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ذذذقعذـذ ذذ
ذيذ
ذذرذ ذدذذ"ذ
ذذذحذؿذدذذذؽذ
ذذذ ذذاذأذ
ذذذذؿذؽذذاذنذذ،ذفذ
ذذذ ذكذذذاؾ
ذذؼذدذذذػذذذيذفذ
ذذذذذخذالذهذذذذر
ذذذغذذوذلذذذو
ذذ ذذذاذؾ
عذـذدذؿذذاذذذخذرذجذذذفذ
ذذشذذذبذذذحذذقؾذذذةذ
ذذ
ذذذذوو
ذذذذذؾذذؽذنذذذبذذذـذصذذذذحذذقؾذذذةذؿ
ذذذؼذتذذذؼذذذؾذقذلذذذو
ذذذغذذوذ ذلذذقذذذعذـذذيذذو
ذذ ذذذاذؾ
ذذعذذذفذ
ذذعذذاذشذذذؿذ
عذـذدذذهذ
ذذذذذقذلذذذذ
ذذذصذذذتذذذعذذذاؾؾذ
ذو ذلذذذذػذاذذؾذذؾذقذ ذلذذذذػذاؾـذ
ذذذذغذذ
ذذذذعذـذدذذؿذاذاذؾ
ذذذذذذغذطذذاه.ذ
ذذخذدذذةذو
ذذذذؿذ
ذذذذػذذذقه
ذذذار
ذذذلذذذؼذذذـذتذذذد
ذة،ذ ذؽ
ذذؾذ ذ
ؽذذاؿذ
ريذةذ ذبذذذاذهذذذذ
ذذبذ ذ
ذذ ذخذشذبذذةذ ذؽذ
ذذعذذاهذ
ذذخذلذذ،ذ ذجذذاذبذ ذ ذؿ
ذذ)20ذ ذرذـذذاذعذشذذ،ذ ذجذذاذ ذدذ
ذذذقذسذ ذ(
ذذذاذ ذـذذذؼذذوؾذذذوذ ذؼ
ؽذذقؿ
ذذوذذذذضذرذبذذذذغذذيذ
ذذ
ذذضذرذبذذوذشذذذفذ
ذذذاذ
ذذذذذذؾذذؽذنذذذؿ
ذذضذرذبذذوذو
ذذذعذـذدذؿذذاذ
ذذرذدذذ".ذ
ذذذذحذؿذدذذذؽذ
ذذذ ذذاذ"أذ
ذذعذؾذذىذفذ
قذؼذضذذيذ
ذذ:ذ ذ
ذذذذؼذـذتذذذؼذذذاذلذذ
ذذذذاذاؾذ
ذذذطذؼذؾذذوذؿ
ذذذؼذطذعذتذذ،ذـذ
ذذذذخذدذذهذذذضذرذبذهذذذذحذتذذىذتذ
ادلذذذخذدذذةذادلذ
ذذذجذدذقذذاذنذذذتذذذوذعذكذذ"ذ ذ
ذذذذخذرذػذذاذنذذذتذذذوذعذكذذذأذذذوذذذاؾذ
ذذذاذؾذذؿذذقذتذذشذذذذعذؾذذيذاؾذ
ذذذقػذذذاذشذذذؿ
ذذذقػذذذاذشذذذؽ
"ؽ
خشذبذذذذ
ذذذاؾذذذ ذ
ذذذذـذذذؼذؾذبذذذو
ذذذوذسذذذؼذذذاع
ذذذذؼذذاد
ذذذ،ذاؾذ
ذذذاذ
ذذذذف
ذذذذاع
ذذذضذرذبذذةذؼ
ذذذقػذذذاهذذذذاؾ
ذذذتذػذؽذرذذذؼذذذاذلذذذؽ
اذؾذذغذذوذلذذذبذذذؼذذىذقذ
ذذعذؾذيذذ،ذ
ذذ
ذذذؼذضذذيذ
ذذذيذقذ
ذذذإلذـذدذذاذنذذذذغذذاد
ذذ ذذاذا
ذذذذاذلذذذفذ
ذذذذاتذذذشذذ،ذؼ
ذذذذاذؿ
ذذ ذذاذؿ
ذذذذذذاذذإلذـذدذذاذنذذذفذ
ذذذواذو
ذذذذذرذذار
ذذذذذار
تذعذذذاؾد
ذذّىلذذذؾذذذؾذؿذؽذذاذنذذذذتذذعذهذذ.ذ ذ
ذذتذذذوذ
ذذذغذذوذلذذذذخذرذجذذذذدذذاؽذ
ذذذؿذلذذذاذؾ
ذذرذذذذؿذعذذاهذذذ،ذأذ
ذذذتذحذذاوذ
ذذذيذـذ
ذذذذقػذذذاذشذذذذغذذاد
فذ ذذاذؽ
ذذذوذذقذنذذذذ
ذذذذذصذغذريذذ،ذ
ذذذذار
ذذذذقذذذعذـذذيذػ
ذذذدذذور
ذذرذدذذذقذذذعذـذذيذقذ
ذذذحذؿذدذذذؽذ
ذذ ذذاذأذ
ذذصذبذحذذذذؼذذعذدذذذقذذذـذتذظذرذذذفذ
اذؾذغذدذذوذ
ذذذذػذذذاؾذذذوذ ذنذذذذ
ذذ
ذذذ ذ ذاؾذذذػذذار
ذذذخذلذذذف
ذذذاذنذذذذغذذاذػذذلذذذذعذـذدذؿذذاذدذ
ذذذذغذذوذلذذذؽ
ذذذعذـذذيذاذؾ
ذذذغذذوذلذذ،ذقذ
ذذنذذذتذذذعذذذاذؾ
ذذذاذؾذذو ذ
ذذذهذػذ
دذذار
ذذفذيذذذؾذذذذيذ
ذذ
ذذذفذجذرذذةذ
ذذ ذكذذذاذؾ
ذذذذفذ
ذذذجذرذذذو
ذذذعذـذذيذفذ
ذذذذفذجذذقذجذذ،ذذق
ذذ ذكذذذاؾذت
ذذذذفذ
ذذذفذجذجذذذو
ذذ ذذاذذت
ذذذذغذذوذلذذذفذ
ذه،ذاؾذ
تذذاذعذ ذ
ذذذاذتذذ.ذ ذ
ذذعذذذذجذرذفذذذؿ
ذذعذذذذجذرذفذذذذعذـذدذؿذذاذذذرذذاذحذذذؿذ
قذعذـذذيذذذرذذاذحذذذؿذ
ذذؾذ ذفذذا،ذ
ذذ
ذذ ذكذذذاذذذألذرذضذذذؽذ
ذذؾذكذذذفذ
ذذذذذؿذ
ذذذذةذو
ذذذغذذوذلذذذبذذذاؾذذذحقؾ
ذذعذذذاذؾ
ذذعذذاذشذذذؿذ
ذذرذدذذ،ذ
ذذ ذذاذكذذذأذذذحذؿذدذذذؽذ
ؼذعذدذذذفذ
ذذذذاؾذذذحذذقؾذذذة.ذذ ذ
ذذذؾذؽذفذذاذب
ذذؾذؽذفذذذا،ذؿذ
ذذذغذذوذلذذذؿذ
ذذ ذكذذذتذذذعذذذاؾذ
اذألذؿذالذكذذذفذ
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