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1/ 〞┶ベ┿┣╊ベポ └‒مل╃صプ ベ‶プ حل┕【└ يف . 〞ぇ｠╋┟╊プ ベ』┘ベ┆آ 〈‶ 〞┷ポ┘أ┖╆┙ أ.
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3 /┷╊プ أ┕｠‶ ┕ぇ┟┋┟┃╊ من‒┖ج ┅ぅ┕حلプ‒〉ベ╃╊プ 〞╊プ┕ ╅╊┖ ┍ض】  ′う┞إلプ  يف 〞ぇ〉.

4/┽ぅ┙┣╊プ ┅ぅ┕حلプ 〈‶ ┕ئプ‒┾ 〞┷ポ┘ج أ┙┓┃┞プ

نقベطプ6جلزء プ╊ثベين  

 ]ベ┟〉إلプ ╀‒╃┎ 〈‶ : ┙╇┿╊プ 】 ぁプ┙╊プ 〞ぅ┙┎ 】  ┕╃┃┷ملプ 〞ぅ┙┎.

 い┕┃┟‶ ベ[【┎┙┢プ ベ‶ を╋┶ ╈‒╃│.

〝└ベ‶ :〞ぇ‶う┞إلプ ′‒╋┷╊プ─ベぇ╊‒┎  ]プ‒┊ 〝┘】└ ベぅ┘‒╊ベ╇ポ2010   ┵ぅ┚‒┃╊プ 】 ┙┣《╋╊  ペベ｠╊ألプ 〞』┛〉 ┘プ└ . 】 ¨╋┷╊プ 〞‶┕┒ يف
プمل┷┙┾〞 
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2/ 〞╂┙┟╊プ ┕┎ ىلプ ┽ぅ┙┣╊プ ┅ぅ┕حلプ ┘ベ┢مي .أ┙╇╊プ ]آ┙╃╊プ يف 『╋ぇ╊└ ┙╆┖أ 『《ぇポ.
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نقベطプ6جلزء プ╊ثベين  

 ]ベ┟〉إلプ ╀‒╃┎ 〈‶ : ┙╇┿╊プ 】 ぁプ┙╊プ 〞ぅ┙┎ 】  ┕╃┃┷ملプ 〞ぅ┙┎.

 い┕┃┟‶ ベ[【┎┙┢プ ベ‶ を╋┶ ╈‒╃│.
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 ペملط╋وプ:

1/ 〞┶ベ┿┣╊ベポ └‒مل╃صプ ベ‶プ حل┕【└ يف . 〞ぇ｠╋┟╊プ ベ』┘ベ┆آ 〈‶ 〞┷ポ┘أ┖╆┙ أ.

2/ 〞╂┙┟╊プ ┕┎ ىلプ ┽ぅ┙┣╊プ ┅ぅ┕حلプ ┘ベ┢مي .أ┙╇╊プ ]آ┙╃╊プ يف 『╋ぇ╊└ ┙╆┖أ 『《ぇポ.

3 /┷╊プ أ┕｠‶ ┕ぇ┟┋┟┃╊ من‒┖ج ┅ぅ┕حلプ‒〉ベ╃╊プ 〞╊プ┕ ╅╊┖ ┍ض】  ′う┞إلプ  يف 〞ぇ〉.

4/┽ぅ┙┣╊プ ┅ぅ┕حلプ 〈‶ ┕ئプ‒┾ 〞┷ポ┘ج أ┙┓┃┞プ

نقベطプ6جلزء プ╊ثベين  

 ]ベ┟〉إلプ ╀‒╃┎ 〈‶ : ┙╇┿╊プ 】 ぁプ┙╊プ 〞ぅ┙┎ 】  ┕╃┃┷ملプ 〞ぅ┙┎.

 い┕┃┟‶ ベ[【┎┙┢プ ベ‶ を╋┶ ╈‒╃│.

〝└ベ‶ :〞ぇ‶う┞إلプ ′‒╋┷╊プ─ベぇ╊‒┎  ]プ‒┊ 〝┘】└ ベぅ┘‒╊ベ╇ポ2010   ┵ぅ┚‒┃╊プ 】 ┙┣《╋╊  ペベ｠╊ألプ 〞』┛〉 ┘プ└ . 〞┾┙┷ملプ 】 ¨╋┷╊プ 〞‶┕┒ يف



 〝└ベ‶ :─ベぇضベぅ┙╊プ  ]プ‒┊ 〝┘】└ ベぅ┘‒╊ベ╇ポ ─ベぇ╊‒┎2010┛〉 ┘プ└ ペベ｠╊ألプ 〞』 .   ┵ぅ┚‒┃╊プ 】 ┙┣《╋╊ . 〞┾┙┷ملプ 】 ¨╋┷╊プ 〞‶┕┒ يف



 〝└ベ‶ :─ベぇضベぅ┙╊プ  ]プ‒┊ 〝┘】└ ベぅ┘‒╊ベ╇ポ ─ベぇ╊‒┎2010┛〉 ┘プ└ ペベ｠╊ألプ 〞』 .   ┵ぅ┚‒┃╊プ 】 ┙┣《╋╊ . 〞┾┙┷ملプ 】 ¨╋┷╊プ 〞‶┕┒ يف
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 〝└ベ‶ :─ベぇضベぅ┙╊プ  ]プ‒┊ 〝┘】└ ベぅ┘‒╊ベ╇ポ ─ベぇ╊‒┎2010┛〉 ┘プ└ ペベ｠╊ألプ 〞』 .   ┵ぅ┚‒┃╊プ 】 ┙┣《╋╊ . 〞┾┙┷ملプ 】 ¨╋┷╊プ 〞‶┕┒ يف



 〝└ベ‶ :─ベぇضベぅ┙╊プ  ]プ‒┊ 〝┘】└ ベぅ┘‒╊ベ╇ポ ─ベぇ╊‒┎2010┛〉 ┘プ└ ペベ｠╊ألプ 〞』 .   ┵ぅ┚‒┃╊プ 】 ┙┣《╋╊ . 〞┾┙┷ملプ 】 ¨╋┷╊プ 〞‶┕┒ يف



 〝└ベ‶ :─ベぇضベぅ┙╊プ  ]プ‒┊ 〝┘】└ ベぅ┘‒╊ベ╇ポ ─ベぇ╊‒┎2010┛〉 ┘プ└ ペベ｠╊ألプ 〞』 .   ┵ぅ┚‒┃╊プ 】 ┙┣《╋╊ . 〞┾┙┷ملプ 】 ¨╋┷╊プ 〞‶┕┒ يف
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