
田 �已言 可昌 」■這 �5 ．5 ロコ ���コ： 5 亘 〔∃ ��声 ．ヨ 亡】 ��邑 Ei J ��●≡ 宮 【コ ��LJ Lノ �已 q こ： ㌫ E王 ； Lノ L ��′‘≡ ヒ q ご〕 �．≦ 【コ �声 ．三 二： �を だ �．5 ⊂コ �　F　声 針目喜＝畠 ．5 �十針目打‖日昌 　　′・・■・＿．J コl已】仁義」三 �ー妄 言 �芦≡ rナ ⊆■C J．コ こ：こ． �一二三 トトト 射喜一頁、 二」エコl≡ ��十← 

引ヨほ �����l′1 ��宗l宗 nll・N ����⊂＞ ＜⊃ ����������eIl三三1占 －21笥 
卜　　　DC �� � �＼〇 

軍l賀l符l宗 �引貫目Hs座 ���■√l　二つ l／「・丁 

●冨 � ���上と �言喜描．董 �����������������■■一　　　一　　　●－　　　■－ 
＋ご＿ 已望 登．さ ら．く C≡ �l2 2 し �ごI 星空 （喜 ‘≧ � �＝h ．ヨ1三 割2 ‾し′ 

唱． 占ヨ �宣誓．蔓 占ヨ �首．毒 占∃ �����������������．暑髭 純 ��猥紺裏芸 �計量捌紺姜喜 �壬二 ・■亘計 〇こく 一三；■ し【し �≡＿∵＝ 各室夏季 ぎ訃≦一重 と三C：∠ �⊥ lp■三＿ ご12≡ FlL′‾し 」 �星…ま ぎ訃ぎ �� 

〇U　訂U－ 　　　L ����������������　　一・Jl土＿． ㌍司ほ乳∬ 

呂　呂 ��し 亡」 U ��し・ U � �U U ��g　g �������������� ��‾　し一＝ �� 
しノ 【コ �しノ こ： �己　己 亡】⊂〕 �しノ �打ほほ l＝＝＝ �こ」ニlこl三 ）－、ノ） �ニl三二lJ ｝）＼J ��シ」lシ L　L �ー　　　　　」／ 

三 �〕： ’き 巨 を ［： 止】 �．至，至 紆亘 封ぷ ��� �エコ I＝差＝ ‘＝′・＝ ≡∈ ぎぎ 宣l賀 【」■」＋【リ ����ゴ 壬 h 亡： ����������������ー　　　　しノ 

蒜 L」 試 てヽl ��日長 ∽「 ‘、lf、 トle、 ・〇’1 d⊂＞ El第 〇 hト �� 
】＝I＝ 針目室日夏 ニー キンへハ ヨ＋」＋「 ここニ 曇lH＝孝 二⊥LJ �戸≡トド ぎーFJF？l≠・ ＝＝＝＝ ヨJj1■喜J≡ ー■一一一一一■ �，三 ≠・ 十 �三・三 ≡」＋声 ヒこ こ■′． ニ二 十＋⊥ �≡≡ ’＝＿，≡ ■≡ご にご； トト 十T 字l宣1≡ � � 

⊂） �」⊃　⊂＞ 胃l謁 ���S　吉 r、Ir、】 �����U �� �������������� 

烹l日日g �累日雲日日等 �萎日日票 r－1〔t　r・l �� 

M �� �M �N ��完1さ∃1望 �����������������（」　「一　　√リ ���ーr　　　r1　　　、〇 

扇lJ：三」望 �謁1扁l㍊J宍 �書l石l只l㌍J＝lγ ��� 

竺いりい＝E IN－N ������ElE：lコ rついIn ������� 

罠 ⊂） �������E　　　　rr　　T �竺」亡Hl⊂⊃」ト ■‾　「」（」＿， �⊂ヽ　〔一　トl ■■　（l←l ��亡■　l・〔rJl持 �ニ 
冨Sは 苗131第 u U よ1⊂ 紺服 ����������������������「】　　トl　　（ �1　－　　－　「」　＿ � �（l　　T � � 顎1⊂11軍 dllくつO l′ヽロ、′（ りつ勺・一丁 鉦沼吊 ������� �U ���罠 で ��������� 

、ニ　ト　r、■′ こ　　こ：こ＝　ニ �一l′－　■「． ー　r一　つ⊂　コ亡 －　ー　ー　こ＝ �㌣ �Kl卜 こ　こ � �＝亡 � 

冨Il号l琴1第 �卜　〇　一　卜 つ■■lT・′・「 � �√■l　　　′ヽl �竿IlE r■　・丁 � 

∴′ノM ノU ＋　三 ��U �し■ �〒ご 買主 真弓 LJ �〇一 三ご �亡；＿ 甲」lた ＋■－ ≡萱 �′、　　　　　「ヽ �r 〕＝■ ＋⊂； ここ〕 L〇十ぐ、一′、 ュl≡lと1白 星は �〇〇 ＝‾コ一 言は‖㌧ C）EL三 二【こ じしこ ‘′「・′「 ��千一1「・、 きl岳 �くゴ 
‾吉Ig U‾■ 【11つ．いり＿ ������‾U▲‾ ●■nIl．M ��������������≡吉 し・■‾ ��封⊆ほ 

くつ �� �く＝】 �� � �○ �� ��⊂） ��� �讐　■ハ 印・・ご �� �l′ヽ　ぐI トr（「 ��モl■鱒 二＞　r・ �．1 　rH �　‾　r1　－r Vヽ　d　⊂＞ �fつ　　一つ　　T　　rr � ��「M d：lくゴ ‾了■rLl C）eo 

くつ ��N ��1′l O � ��くゞ � �⊂） ��ざ ��qLl・り ⊂＞　ゴ ����鶉　レヽ NH．J �� � � �ヾ〉llく汚 くゴ〔J � �　⊂：〉 ■‾■′つて・ 巴d⊂⊃ �⊂＞⊂く⊃⊂⊃ nl（1－rl �d �1（！ ⊂）⊂⊃ 

完 ��q E‾ �� �� � � � � �⊂） �⊂＞　　こ＞　　こ＞　　⊂⊃ �り「rl ⊂〉く⊃⊂〉 十l■十 

rヽl ��n　Cl 　　く） ��マ 卜’ �� ���講 
こて ・J　rへ ��� � �雲l■竺 くつ（l � �・・：lO �ー　　；C　　r」　「、 �誓．l雪：lJ ��′　　　　＿二 

Cヽ ��� �� � �n �� ���買 

r－つ　　り1　　－　　「」 ������ �上 �シつ　　　　つ　　　J　　　rl �rl　r－　rl r一　十l �� 

－こ〉l＋（「 �����⊂）　－　　N ����rll　tl �����鍔 

rll　■M　　．＿ �������������講日日科冥日日岩 ������笥日等l琴lR ��‾■　〇、1、　叫 ′ヽ　7　rTl（ �ヽ′ヽ　　■（　　7　　∽ ��〇亡一丁 （一′●（ ：ノニノ ⊥t JL＿ 聖l＋d ＝＝ ノヽ二へ 舌」舌 

■真 二 と ��‘弓 と－ ��●5 亡＝ と �．空 言 亡■ �⊂； こ こヽ �� �苫 亡■ ��’裏 と ��‘与 と■ ��■喜 こ こt ��E 率 �写 ＞ヽ 身 �コ 2 ざ �言 ニ �弓 と： �与 コ 崇 �壬 を L �こ三 きき 二：U ÷〇 二 �日等J考l宣 むむむむ ‾■・＝＝ 引≦十封書 �考l宰l：gl宣 二三三三 〇uUu ー＝＝－ ■一一一一 封書十封書 �√ll′一 軍 ≡ ・妄 二‾ �ミノし て」＋宅 とl＋聖 ここ ニーコ ノー二一， 身J葺 


