
86.12,30～ 8孔 l.2 ■11.■ 00。正n幸絆
L.郡司七砲 ,SL佐酔[為 ′亀山な,自 ,島颯饉爾′:llFttA

今年 |ヽ Fc卑 1ゴ ■う■1

も,ヒ じ毛峰t言臼とかに こう言わ■■常 乞わヾ ちらむゝ 調
～
ろ

一   のも いんどこさい.

正n6日  前 日■“浦 彙お`ら

'烹

へ 高速 五 tt行 中、●イャザ :、

°ン

クしf=.

■の花 t瑠が降 う中t摯帝1からf.Tヒ か月ネt■tt晟 うミ 仲敲場
かむ たら

“

η・.K聴魚へ達点 1).

工114日  鸞段 t踏 お嗜可
゛
η,

■日31ヨ  、)ヒ ■豊 ヒ身苺占へ々 ,tう マ゙ に街くが1占 門千マ・■

浅滞.せ 8ぃ 急7JttC t u、 !時間 哺ビねげうか。つ、)1■ こ椒

匂んrが「1部14ぃ)t4:ぅ わ■t14tざう73気 か■ b.

距悌係苺。 も,ヒ t以下 電くことし みん73閣

“

tいら,崎間の亀

ぃる!■ な のな行 L説ゎ|ひ 皐甦1)う 。

何 とか すヽ もに颯彙tの 11ち 琴 |も ピ。 このうらl斤 rrl、■こ

ztぃ |)晒■'っ た。

み々た い lnl口 t・ 呵. 稿Lり 響 K風
絡為0ヒこぅ=ち の名議の索輸ヒ呵比ギょう。■ 1)ボ ;覧

「

,た .

む。うπ‐■. こ“ヤlビ し■、〕たTz“ t■ Lπ しヽ:ち もヽ  3■・【1,7Jい オ13

)て の 2n「―考ノ■ビう■゙。
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