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Τλίkβ, κ Ιουζίου β014 

Πρόβそηたα 1.  Έjkω             たかα うπiすとさ αせてそてυしかα しikすせほち αせiとαかωちέ                   
Να απてhiかつiki ふkす υπうとχiす たてちαhすせふな αせえとαすてな     kえkてすてな ほjki                      
 

Πρόβそηたα 2.  Έjkω     αせえとαすてなέ Θiωとてへたi えちαち      jせαせすjkすせふ πかちαせα πてυ απてkiそiかkαす 
απふ    たてちαhすαかα kikとうけωちαέ Έちαな jχさたαkすjたふな απふ    πへとけてυな ji αυkふち kてち πかちαせα iかちαす 
iδλβθδεσμ, αち せうしi けとαたたお せαす せうしi jkおそさ kてυ πかちαせα πiとすえχiす αせとすくほな えちα πへとけてέ Βとiかki kて 
たえけすjkて αせえとαすて   πてυ iかちαす kえkてすてな ほjki, けすα せうしi iδλβθδεσ jχさたαkすjたふ απふ   πへとけてυな, υπうとχiす 
えちα      kikとうけωちて kて てπてかて hiち πiとすえχiす  πへとけて ji せαちえちα απふ kα    たてちαhすαかα kikとうけωちう 
kてυέ 

 

Πρόβそηたα 3.  Κυとkふ kikとうπそiυとて       えχiす                έ Τて jさたiかて    iかちαす kて 
かχちてな kさな せうしikさな απふ kて   πとてな kさ hすαけほちすて   έ Τα jさたiかα   せαす   くとかjせてちkαす πうちω jkすな 
πそiυとえな    せαす   , αちkかjkてすχα, えkjす ほjki kて jさたiかて   ちα くとかjせikαす jkて ijωkiとすせふ kてυ 
kとすけほちてυ     せαす  
                                         
 

Να απてhiかつiki ふkす さ iυしiかα    iかちαす iφαπkてたえちさ kてυ πiとすけiけとαたたえちてυ せへせそてυ kてυ kとすけほちてυ    . 
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ΣikΪλkβ, λ Ιουζέου βί14 
 
Πρόβそηたα 4.  Τα jさたiかα   せαす     くとかjせてちkαす πうちω jkさち πそiυとう     kてυ てつυけωちかてυ kとすけほちてυ    , えkjす ほjki            せαす           έ Τα jさたiかα   せαす   くとかjせてちkαす πうちω jkすな 
iυしiかiな    せαす   , αちkかjkてすχα, えkjす ほjki kて   ちα iかちαす kて たえjて kてυ    せαす kて   ちα iかちαす kて 
たえjて kてυ   έ Να απてhiかつiki ふkす てす iυしiかiな    せαす    kえたちてちkαす πうちω jkてち πiとすけiけとαたたえちて 
せへせそて kてυ kとすけほちてυ    .  

Πρόβそηたα 5.  Γすα せうしi しikすせふ αせえとαすて  , さ Τとうπiこα kてυ Κえすπ Τうてυち iせhかhiす せえとたαkα αつかαな 
   . 

Αち hてしiか たすα πiπiとαjたえちさ jυそそてけお kえkてすωち せiとたうkωち (ふχす απαとαかkさkα たi hすαφてとikすせえな αつかiな) 
たi jυちてそすせお αつかα kて πてそへ       , ちα απてhiかつiki ふkす iかちαす hυちαkふち ちα χωとかjてυたi αυkお kさ 
jυそそてけお ji     お そすけふkiとiな てたうhiな, えkjす ほjki せうしi てたうhα ちα えχiす jυちてそすせお αつかα kて πてそへ  .   

 

Πρόβそηたα 6.  Έちα jへちてそて iυしiすほち jkて iπかπihて iかちαす ji ΰiθδεά γΫjβ, αち hiち υπうとχてυち hへて 
iυしiかiな kてυ παとうそそさそiな, てへki kとiすな iυしiかiな kてυ πてυ πiとちてへち απふ kて かhすて jさたiかてέ  Έちα jへちてそて 
iυしiすほち ji ΰiθδεά γΫjβ χωとかこiす kて iπかπihて ji χωとかα, たiとすせう απふ kα てπてかα えχてυち πiπiとαjたえちて 
iたくαhふ, πてυ kα てちてたうこてυたi πiπiλαjηΫθα χωλέα kてυ jυちふそてυέ Να απてhiかつiki ふkす けすα ふそα kα 
αとせikう たiけうそα  , ji せうしi jへちてそて   iυしiすほち ji  ΰiθδεά γΫjβ iかちαす hυちαkふち ちα χとωたαkかjてυたi 
たπそi kてυそうχすjkてち n   απふ kすな iυしiかiな, せαkう kえkてすて kとふπて ほjki せαちえちα απふ kα πiπiλαjηΫθα 
χωλέα kてυ ちα たさち えχiす ふそiな kすな πそiυとえな kてυ χとωたαkすjたえちiな たπそiέ     

βηiέωjβμ Απてkiそえjたαkα jkα てπてかα kて n  えχiす αちkすせαkαjkαしiか απふ kて c n しα くαしたてそてけさしてへち 
たi たてちうhiな πてυ しα iつαとkさしてへち απふ kさち kすたお kさな jkαしiとうな  .    
 


