
二 IIbム ∂6.J.3～」

メンバ 一` :L、 呼 ソ子′(ガ浴不,1,が 本`た,オ半■)

よ月3日 (● →◎)

イん

`t/θ
高名ャ7‐ 卑|く 末ってムハ .遊 外́力,日 ヒ深ネサミットのんの人

多点澤のネ7:3θ †与ヒ橋ネ島1・ Cから)類 赳負勤キιに入b。 その後もノロノロ

ニ戦、1滋も小_前 橋に/θ :″ ′形曰[、 こ/θ f」θ′嬌行イに/2:/′着.

鳩 行ムfi事 人友奪卑マ`ち,ス クヾ`こ在くら主卑びさス.4ttt tセん/3:′θム

/多 の′亀預 pヽ′:.ヽ k匂 けてムハ拓に,途 中車想の人も力く.よ リケホ
‐
ら

ケしラft″ ヽヽヽてだ
“
″ム′阜へ渚ヽヽた。ムノ島|● テントの人″ギみだz“こ

Zヽ スヽ .プミ1晨 l■ ]τ
‐
J・す

"両
も時 ,そ少ζ

…
みく,′ |ヽ ジトとめJ/2二

`ム

J^/″θ風

t辺′多び ,ト ー嬌 1司 さ ソL与 らttlすく,丁 り|・よ/′かもか∂ヽらす ムノ鼻 に

晨
ヽ
ぉ_た。

島為キ6t/′ ―ギ求島ICフミ3θ 一―ラZ″ 工、C/′オ′一だ夢世シみ′′

//3:θ ο  
一 ′え 頼

つ ヽ
ン ソ β

:`19/Frィ :3θ 一
一 二 ′ム ム ″ ″ Mだ

夫 /よ り
a//`:′ ′

―‐え瘍きpッ プ /メ t/ο

よH4日 (◎ → ① )

朝奈後 クイよノ亀蒻費ロツジ 1ム う。盆キ /1コ イ不急■摯り./グ″ユ

iム ニ頂 渚.人 バ'ノノい.J、 1不たの後 ヮルス ■/7"“ 夕Cれて…永供k

オ ,た。ネムのフト浮さてS′」/級 の虎前でで太獨たのラ骨リダ彙 tめ

た。アヽフしヽゆ曖¢テ計誇う後機ピー,t/ぴ 乾猾.この後全ソ」2し /ト

|キ ケ々六ツら 予・ .ム 項にマ′運∀2の 後 ιヽン方ス ■オ略 すぞくム発.

しかし,ム し`アが、の上をpl■ _2Fタム¬けれて1ヽ た。2′イよ燿のた貞から

へ〕r声 禾 t依孟 に́環コゴした。めままたへ帰3の ももったい存いι全

中から鼻左右規いん4襲 へ誉り乏́ ヒ′tら に一ラ骨り嶺 tん た
｀
tス え

|す 裳く与り /ま θ′宅落,牟 幸 )ざう1■ Zツハソ 4燕 だ交ウ7し
｀

一′し′,｀フイン′7つ ンア―`一ていムンア項19ズめなよち ,く つろヽ たヽヽ

え,練 pヽンプ 7:4← 一 五′ムよ頂 ″(ノθ′′/ノぶ3θ ― ワ
'レ
メえ/7夕

'"″
“///:3θ 一三ム去7真 /2tβ

`)/13:J′
一ムデォ沢τ″ア/タ イオ/全 りlL

じ″ ′2//4ミ ダ ー ん嶼 りヽソ)ィ
‐
/g_t″

よ日5日 (0)
朝日″ヾ`ま′5く｀t′

ヽ`守■ス́テ襖 ロッグ 7ィθl質 ムイト.今 日1各 帰り″為

行掏 ttt R菅 霙,て いЬめぴをてま端にくも。咋 eヒ ロし`く盗守ず一

|口 f本 建、■取り,至 |ム ム頂 ノθt2θ 落.ル t総 くれたは ワ′レズ上lFを

一-13-―



一′臀
i)し

|く

`T,ア
。メ` 日|■ ヨ午13∫ リメヽ|↑ ウい力ヽ".■14看 0上 6 rJク bン

ーフリヽ`｀`
`モ

.11し ,そ もIの 人にか,ス よスャ
`´

肇 tん マ` 〕ヽ′Ьわ
‐
:¨

を,ま しいだヽ しヽかぎtネ .3人 は、1■ 3´イ)t… 爆メ き「1./1/12θ い「
｀ヽよハ

ム絹 後こ誓 。,ν tt t伏

れ ∫ #語 1:五 IT、 飢 視

ト

マ`多′1名 ,スノーフリ、ソ)｀ ■ら在ll 
ガく

かぎふ,′をヽ傘ヒし ,k′ りlレ ちκ、めたヽ
`′=,Z黛

多く`ここう■1破 りι サ1フ24t

妻姜や、脅彗5tオんヽヽ
.ブジも行ユiンt誉 :|五 :́1.及 帰りのだ1カ滋紹ウカ字適́

|´■ 最 後 マ…
κ須 ラ孝 スヽ入り

′〃よ 3ε 島34名 .存 あヽ £ 守 片湯石 土

夕、幾 17ヒ マ`
^、 `ふ

,すリノ`ヾり[■ り旱市、しスこ
`t″

p ttι zおt(・
(ム デ

`象

,ο
‐ヽ
)

え蒻 りヽソソ 7tイ0-三 仏ムT勢 /´ (20//ρづθ フレス上方「希吟
//ンθ′/ノノご2ζ  ツンち【ラ骨職 ‐―ィャマスよハ ||:イυ,/ん賀′ター

焼 ′寺」、手 /夕 :θ ο            (`午 叶 ウι)


