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で'み3属 |〔 者<r部分lつ 'こ 皮した励崎ある風の:,豊 t、

穐線,こ わす・f7Nの 脚:離 t‐ 営農男誓頂上:1■ っ.

今回のLll行 中唯一∩標:畿産1たんひ豊I;ミ 意:え写:軋と

PhOtO♭ ンkOM0

唯ョ島宝法へ硝 リ
[1lFJ;さ

lδ ノ勲餅県

.し ρ`レ 、ヽラτくメンル 澪´林ハ Fl`入 ィ tあ ヒカ、

輸,た、∩セリハ¢ちのつヽ ざ,11つ
!)わ

っ、夕れヽ
2]、 )

ン、∫り 澤(ル ト段彰 こョ 3-L333の
'｀

から

1冬♪、111(室に 可る。脅ぃ 7れぅ か直1澤 らみ、ゅご

|(´ヤイし′フヽ1′う'オ 燿したしヮ|デ たでしてヌス1-
|―こヽし、、り妥ぁ てψ′、びり珪L虜 ほぃっkん 千〕卜と
tlデ してりう́ た す携→じじ弾ら、7,(ざユ|う じ`′

tL

テ)卜 7ッ トのLト ホレ〕1)が ていきltiう 。な多発
め〕仁が、ヵ、 手を,7き てし3,7こ 工4し のルとけ

"ブ ιや`

大 ζヽご避、イ
｀`
ぅ重んや` わり′=メ(こ ガ、ぅと,こ ぁ0ムヘ

い
い
ぅ2ブ、ストリしk)】寺間があ,「このざ胸よ0た↓ぎ

胡日の夜き、 本弩さん も考●ん 市吹kで トイレ
Qじじイト /ゝ弩さん sLル で

｀
″、ァがりιっがノとk

nこ イト3が | サィト,こ 妙、ら2星 い́とぃぅのご政の
コ 男十F早 が 井`ュレ レこ並 <ltっ くりな蒸ヽし

rt tlし 殊 、]キ、ビ
｀

.―
_

二J員 し.)11tる 。

早ひ)、・ 夕/懲 こっくり し月日

(咸 lヽコ まこ)

12目 31日

1朝 ,起こうこ5'相.通りの素瞬独ιヽ夭気,風も殆んど

黒く妥色好のスキー日未口。 朝食とιこrき ま腹に諾〃亀

んだ
｀
後,f可 ら空身と変ゎり/」 t)7リッ7サ

'リ フと斉負ι),出良

野岳と目1昌 tて .〕兄■地不調のへ`―スキャンプと出果iす 0.
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庄ヽ と試 み ろ予定 だ った ^た が、怖 めヽてのぬ

す或て朦慟分ケ源 ぬ花死念が よく つか めす● 庭に

大候 t良 (は が` ったなら良賢鷲象巻頂 しか采

たすことが できなかつた。

今日¢台あて^北 海道でもあり、不崎れマ

イ希報不足竿 が奎な 1)入 下ム に峙向■とうψt

てしまった。次回はア7・ D― ,が tう 0卜 し

短 ぃ場 所マ 行し)た 、)。 ね )に t雑 復 ∠t僑

行凄 ^予 のができ,ヒ 遊重多^の ア フ。b一 手は

吹適だった。
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