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Hpo3aTBepLPKeHHHHePemKyaLrMiHicTpaTHBHHXHOCJlyr，ⅢOHa肺OTbCHPaiZoHHOIO

揮p氷aBITOrOaFtMiHicTPaqicmTarrCTPyKTyPHHhIHHiFIPO3F血aMH匝HtIH恥I

TaIOP朋HtIH恥IOCO6aWI

KepymtmcB CT・CT・6・133aKOHyyKPalHHくくHpo MicIIeBiFteP）KaBHiamIiHicTPaIIir〉〉，

3aKOHOM yKPalHH〈〈Hpo aFIMiHicTPaTHBHiHOCJTyr恥，3rlFlHO3PO3HOP租況eH朗M Ka61HeT）′

MiHicTPiB yIqarHH王癌16TPaBHfl2014p・N9523や　〈〈Fle創d HHTa誓Ha相聞H

aFuvIiHICTPaTHBHHXHOCJTyrOPI・aHiBBHKOHaBT‡0IBJIa畑tIePe3IIeHTPHHaLtaH朋aFfMIHICTPaTITBHHX

nOCHyr〉），3MeTOIOHi郎HTeH誓mtOCTi．Taed）eKTHB苧OCTi．Ha皿HHEa柵iHicTPaTHBHHXHOCn）′r・，

3a6e3HeHeHH鬼∴HPO30pOCTLBl珊HTOCTITa3PO3｝′MlHOCTl揃y揮Hi首cdIePi，3a6e3HeqeHFg

PeaHi3aHir d）13HHHHMH．．．TaIOPHHHHHH竺OCO6aMHuIIPaB，CBO60Hi．．．3aKOHHHXiHTePeCIB，

BPaXOByIOtIHHPOHO3HIIllCTPyI（TyPHHXHlFIPO3陣HiBPaHIIeP）aFtMiHICTPa叫1：

1・3aTBeP押TH HePeHiKi卸博iHICTP rIdBHHXIIOCJyr，ⅢO HaHamTbC刃　PaHOHHOIO

EeP竺BHOIO aFLMiHicTPaIIieIO Ta汀cTPyKTyPHImlH HiHPO3加mヱI HePe3Hemp Ha雅HHg

anMImCTPaTHBHHXHOCJDrr（Ⅱ0月aeTBC兄）．

2・Po3HOP瑚放eHH坤a宜OHHOrHeP況aBHOia君MiHicTPaHirBiA O4・09・2013p・M481／A－2013

くくHpo　3aTBeP群eHH5I THMtIaCOBOI・0　HePeJIIKy aFIMiHICTPaTHBHHX HOCJIyr，ⅢO HaHaIOTもC汀

Pa宜oHHOK）iHeP）KaBHOIO a蝉iHicTPaHieRj Ta丘cTPyKTyPTHMH Hi神03HinaMH申開HHM Ta

mpHHHtHHMOCO6aM〉〉》BBa）KaTHTaKHM，HIOBTPaTHJIOl王HHHICTも．

3．KoHTPOJIも aHOrOPO3ITOpIIFPKeHH兄3aJIHmaR〕3aCO60IC．

臨　i膠　C・InbueHKO 凋舵 

撼 

i鰹 

擬 

辛∴「： 



真 書∴〇 cc，a L∴〇 三三 〇∴ロ二曇 ら昌… �トー �　○ 　さく ト○ 　○ 表∴g 貝毒∴争 ・・二＿、」 �；●－1 　0 　ゝ－ 、＿： 　くつ －∴∴三 択葦∴争 　C） 

・喜彊 ー喪 ��∴∴∴ �諜報 

Ciくれ 羅 ＝i ��∴：∴ �三三三三‥≡ 

畦8．巨．董 �∴：∴「 
Er岩i≡峯子雲 

L 葺き 三三 �＼、○ �○ ：∴ ：∵ O f十 日 O i． 〔つ ① 一二、 �〇 円 ○ 〔十 日 C） ÷ 〔り q⊃ しこ 

〔さ …量 ⊂）∴くつ �Lrヽ �轟 �：∴∴∴∴ 

∴「∴∴∴∴ 
・冨冒 痛苦 ��》8 トJL一 書宣 Co．．＿ 二三 �「∴∴∴「 　　空き至 

彊 ���宅罵∴∴i＞薫 
善嘗《 臼∴纏∴里 �　C）0 ∴∴∴ 

目 ��三‡ミ 

Cd　OLl ‾（∴：÷i二言， �日夏裏書善書雲喜薫 

’…… 謹呈 �1寸－ �；コ ＝： Cc CL ÷ C） 巳） 三 〇 雲．曽 三三 、三∴三 �韓豊 

．評‘ ���∴：∴ 二二∴∴∴∴÷ 

操童 ���hO　へ美 髪∴∴∴ヒ雪山 8　－⊂）， 寓・800 
巨嵩む邑 ��三三 寓 言 て∴二 王∴目 塞墨 ‡≡ ：三三 百〇 千「∴：二 �浩一芝8呂 

田富と； もど－… ���£慎重：＿冨 

‘昌…‘雲 で：（定∴ロ二 三三二 虞∴串 ���∴ 

露 �ぐでヽ �巨害 �巨富 

菖∴薫 ��む∴喜一 裏書 �Cj∴∴＝1 三三 〔も∴くつ か∴応 賢∴○∴i 羅 〇　日 こ∴への∴∴デ ‘摘記 ��es ∽∴真 ∴≡…三三 

霊薬評重量 ��墨謹賀 
さ光害冨毒害 ��墨講 

耳謂 �N �N C⊃ �ぐ′） ⊂⊃ 
〔、－ ●′） �卜 ぐ′〕 

三三≡ ��∞ くつ �∞ くつ 

睾呈 � �一書 �N 

」

茸

0

0

自

首

塞

雪

害

も

昌

王

寺

昌

専

守

串

巨

富

H

巻

島

h

芭

毒

草

邑

暴

O

d

雪

白

呂

害

毒

J

喜

美

巨

岩

壬

e
露
白
土
某
日
も
昌
H
ま
専
三
g
0
日
党
費
京
黄
白
○
韓
日
○
畢
富
民
○
華
○
書
く
裏
呂
○
富

へ
」
へ
雲
U
O
口
唇
串
目
録
H
H
で
≒
〇
日
H
芝
芽
室
百
舌
冨
目

さ
惑
慈
善
密
謀
戴

】
益
〇
日
O
J
噴
巨
出
①
美
白
申
d
O
白
8
d
O
亘

菩

孟

夏

旨



〇 　日 　LQ 　C〉 ∴∴∴≡ 昌冒宮 �　〇 　㌧． トQ 　C） ∴∴∴三 言「 �　〇 　〇一 　＿二 　Cj X∴害 虫昌∴富 国∴円．2 �　⊂） 」． 　LQ 　C） ∴三 日∴∴∴ii 昌塞∴5 

「∴ �：∴： �：∴： �；∴ 
H∴雪ぎ2菩 �争．呂巨。＊ �千三三㌢÷ �争：声…十g邑 

∴：∴ �∴：∴ �∴：∴「 �∴：∴ 
○ ：二 二 〇 富 百 〇 i＿ Cn ① ［D �C） 出 こ： 〇 十 ∃ 〇 ㌧ の ① ［一〇 �〇 日 こ： ○ ○ ヨ 〇 ㌦ M q） ［」つ �〇 二 〔ロ 〇 〇 日 O t∠ Cn O ：＿二 

．雪 〔Q �q �網 �C） ∴ qj に〔 ⊂） L＿ ：÷ ∴ 目∴串 羅 �率ざま∴」三盆春着 

皇i∴宣言書の　　『 ���吾自害∴出口貴志 
甲 �さ∴∴貴重，占∴∴∴壱 ���肴宗主∴∴’ま　邑8 二、 墓　∞ �瞳。書結語 �三三三 二二 ��：∴：∴ 

∴： ��C）の 三二！≡＿ ��∴∴∴∴ 白Cへ、＿ ∴ささ �：∴：∴∴∴∴ �沖「』l∴∴むら合 毒舌∴烏貴 ��∴∴ 
HrS　H �9．墓誌．重言春日g雷自国 �巴．責∴息雷 

．葺き京 に＼Cel �∴∴∴∴∴： �：∴∴ 
Cへ‖芝 �三一三十予　言　三　二．㌻、∴〕∴」 �葦‖＞言も∴圭一貴 �cn＞、 �臼i邑i息子…露天　栗色 

⊂〉●一 」 くつ 翫 …喜 田 Cも 蔀 �目蓋 三三 C）∴d） 彊” 害冨 日2 ° �ヒ∴申∴） 目∴出∴日 韓 �≡ CY1 申 出 二＿ 」一 ＞ヽ 。 一二 …牒 

告●昌ゝ �二三二 �蜜争‘貴書 

摘 �三三三 縄 �≡i三 ∴ �旨さ 二二 C） 一 〇 鵡 部 
三 旺 蓑書 の∴寓 買∴e∴ト 轟 �電 費 目 es 錆 藍 �申 寧 日 くさ 錆 合一 后主査 �虫 串 貴 簡 出 会H 、さら 

号音 ‘…2 �毒舌 ‘…竿 �書手 ●壬2 

弓∴函 ‘真倉 逼筆 �弓∴鵜 謹 �l●二 王∴宍 韓 

”tI” くつ r一 団 ∞ ⊂⊃ �くつ ○○ くつ 13” ＼e C⊃ �「「 ▼－1 ⊂⊃ “く宣 ＼、c c⊃ �1ミii C⊃ くつ 1才 ＼○ ○ 

ぐ′〕 �寸 �ln �e 



rl C） 二 一二∴∴、∴ C） 餌 シく○ 串∴∴∴（1 �○ ：と し○ ○ こ＿ Xc） 串∴∴∴∴ロ． �；●一一1 C） 1－ 、二 C） 畏∴書 目∴∴∴〔1 目星∴宣 �　C） 　ゝ一 　己〕 　Cj 　こ： シく⊂） 菖∴∴∴∴亀． 旨塞∴5 

至星∴宅 �目星∴寺 

∴「 �「∴ �「∴ �醒曇 
計重責2善 �：∴「 �∴∴ 
音意菖圭は ���；：∴「 

○ 三 船 C） m 三 〇 さく tn q） ［4 �〇 日 P］ ○ （十 日 くつ 一二 Cn O ［Q �〇 日 円 O i1 日 O L－ くつ （D LQ �〇 日 ここ C） ！丁 目 ○ 言 で、● o） ［一〇 

墳 日 ≒ “d） ※ �くつ ‡4 0） くコ二 〇 二 ：三 日∴串 一二二二 韓 �．　∴：∴∴ �O q t二 二二 三 cc∴∴∴∴（，「 ∴ �⊂） ∴ ；▼ー1 〔き 二手 ∵三十 彊 

口二 cc 邑：喜 ��∴：「∴∴ 。 

日∴富 ま∴二一 ��馬苫葺き胃5掴邑き賄冨〈 

羅 ��∴∴「∴∴ ��㍉三 と六 百二 害呈 出くつ 言∴÷ ：∴∴「∴∴∴∴ 
昌9 日○ 韓 日志 きり 貴書 。：－ 百官 �（寄i（定 十三 G．） 船も CC i三 田 ≒ 彊 i皇8 �＞ヽ H q ○ に くj Cも 二二 二 喜，首 墓：芋 �「∴∴ 韓 。＞く 二二 

∴ 三言 �8争 ．！胃 �、三三 三… LC）① �・輔畠 
C）こ4 富貴 ：rl く∴〇 ㌧ �＝∴ミ∴こ ．CQ �三 〇） の �∴：： 

至冨旨 �描 �○∴］∴∴∴国 中塞き葦墨 
富澤塞 ��吾妻∴喜美 

∴∴ �若宮 �葺合至言雲 
出　OLO ��（中　に〔亡〔［ニ∴王 

＝： 三 重 日 日 ＞っ 亡二＿ 手邑 �目 重 電 （粛 �買 国 軍 よ �￥ ＞－〕∴＿ 至宝 」、⊂） 

鑓 真ら �竃＿ 怠）ら 

leへ、 冒旨 ・′一CD �需 ●Ot∴くり �毒舌 ●＝∴P �．毒舌 等箪 

∑∴巨 弓∴＊ ‘貴会 �芝∴F T∴！ 日吉争 �≡∴rt 弓∴H 堅；完” �′⊃ ＝‘三 ●貴書 

蕾… �三三 �蕾至 �．雪iS 鎗芝 

ぐミ �TS �ぐ∩ �Lr） 

TS �くつ �くつ �⊂⊃ 

くつ �くつ �⊂⊃ �▼‾‾1 

て章 �一書” �“く「 �1寸i 

ヽ⊃ �＼○ �＼く⊃ �∞ 

くつ �くつ �くつ �くつ 

亡、－ �∞ �の �⊂⊃ 18 



〇 　二 トq 　Cj 　こ： ；く○ 雪∴∴∴〔主 只∴呂∴∴∴要 �：8 　0 1． 　＿二 　C） 　二二 ∵∴∴∴∴二 田∴∴∴∴S， 束∴因∴∴∴要 �：－1 　0 　㍉ iヽ 　C） ∴∴“三 田∴∴∴（⊃、 天∴目∴∴∴要 �：▼ー1 　0 　と∠ トQ 　くつ 　ここ ∴i∴∴∴J 寓∴∴∴〔1 本∴目∴∴∴要 �；●ー1 　0 　∴ 　言、 　Cj 　船’ シく○ 呂∴∴∴；主 賓∴目∴∴∴士 �言、 巧葺き 

昌葺・貫目 �昌篤・書目 �鵡轟 �航善書 �醜　皇喜 �三三三 

∴∴∴ �貴墨∴早専 ����鵠 ∴∴∴ �∴∴∴ �∴∴　∴∴ ・・－1；⊃＿○ �∴∴∴ 
三三三三三 �計重責吉富 �計重富告蓋 �首里昌21首 �計雪ぎ2着 

∴：∴ �；：∴： �；「：∴「 �；：∴「 �富看善吉・蔓 �；∴ 

〇 二二 〔卑 〇 〇 日 C） L＿ 〔lつ q） LO �⊂） 三 円 〇 十 日 C） ÷ 〔、↑ q） ［」つ �○ 出 FQ 〇 十 日 〇 二 ⊂り q） ［」つ �〇 二 円 C） 白 目 ○ ∴ 〔n （D ［」つ �〇 日 P］ C） 十 ヨ 〇 二 十 〇） ［一口 �〇 円 C〉 〔」 白 C〉 さく M G） LO 

言落＄至蔦・豊筆意 �○∴国 活月 �班 �㌫昌 �苦言 き登 �彊 

韓韓i 二　言 �き邑 ��彊 
∴∴ �∴∴ �十十三 �誓，会 �∴三三 

ニ：二一 〇　〇 �日　額 二：∴∵－ �巷．巨 �田”a OH �∴‘三． ○○ 

予、大 言中1豊吉主 �≒÷ �三三 �鴬　宍 �￥∴C〉 ○∴キー、 �さ：〇 cc∴；＞ヽ 

葦の登 �雷の晋 �〕童的賞 �）嵩の筈 �珪○つ登 ，こ「ti 

緯…．H冨酒田 �：∴ �∴∴ �彊憲 �∴： �星．言霊 
空・2｛薫き電秦自余 �5話芸 �÷●三三 �①”各色 �空色邑 �喜美邑 

：∴「∴∴： �：「「 �：十㌧ �：「「 �春草に Cr）r／ヽ》 �るFE CY）∴r・‾I：》 

ぐう ：二 三 H 三 日二 〇ゴ i」 二 十 ＿＝ 〃 恩讐 巾∴出 ．口∴皐 こ、ここi �至昌ま仁∩ネ ：「：∴ �∴ �（六〇＞ヽi天 ∴∴ �OF）i木 謹三 �三、二 言重 C）：亡 ＞ヽ；天 q）I二 三°貴賓 ■くH くじI；，一国 

「∴： ��lC）の 症盲 �：∴ 予言一三 i（⊃ 謹告雷 �∽呂日か烏 ビ∴∴∴∴誉 �∴∴ �：措 �〔つ⊂）の 　出∴Fl ＞、〆）iカ 

：∴∴ �∴：∴ �∴：： �FO串 毒害e �一・一：∴工 巻講 

：∴∴ �∴：∴ �：∴∴ �三千こじ 白衣○① ；∴亡：！⊃1 ht∴∴，－L」 �⊂L∴〆）iコ ∴∴ Fic） ．裏CL 8番 �韓・塙 �∴∴∴ �豊　富謹 　申∴仁コ∴＊ �琶皇雪害 塞普日中室 �冨謹 d）∴〔種。 

昌．昌 �言霊喜「曾 �圭、i三三 に〔 �亘㍉三三三 �貴意ご昌 �峯・言一己 雨E〔 粥 �∴∴∴ �：∴∴ �：∴： �∴∴ �⊂19 q）⊂）○ 董g・呈 

塞遠 �音貧富膏も善 �審≡自主塞㌶ ��ぷ…‖ヨネ �鵡・一子∴．三 〇つ∴：コ∴くわ 

露 ＞、＿ 至宝 」’〇 三三 �〇 mg e 鉾 ○ 抹3 日∴王 ．空言ゝ �e i－ Cj ＝： くつ 電富 国∴賢 ・雪害も �e L く⊃ 鎮 e 曇 貫く） －●一一 �〈⊃ （⊃ 二 〇 日 虫∴） 国∴菖 �〇 〇 三 くつ ＝∴三 ・雪害を 

碧圭 仁王∴〔∃二 ���・雪害を �・星書き 

撞着 �…三三 �君臣巨 �旺喜 �墨書… ●重宝 �旺禁 �三∴三三、 �彊嘗 �…十善 �講書 
．0 ．日∑ �三　三；三 �二　三　三 �＞）売∴i �声，纂i己 �シ∴三∴三 

ぎ ー 「宣 ∞ ⊂⊃ �⊂⊃ N 台 �rr） Cヾ �o “くr r′1 1こ章 �くつ lの �十十 Lr） 

ぐ∩ 1二〇 ��●′〕 寸 �n ld” 

ざ �iJヽ くつ �un くつ �Ij1 くつ �し（－ くつ 

丁＋ �－ �n �”tI” �11ヽ �ヽ⊃ 

1－「 �Tm �1－m �▼．「 �†」 �Tt 



⊂） さく 二 〇 ’≒ i三 〇 」． 巾 ‘C） β］ C q g室 員曇 �；r一 　C） 　÷ 　LO 　Cj ∴「 �　くつ 　L 　La 　C） ∵∴∴三 真吾∴争 卓∴申∴∴．空 �　C〉 　ゝ一 　一二 　〇 ∵∴∴三 ・昌冨告 �；1－ ‘○ 　∴ 　LQ 　O ∴「 �　くつ 　の 　○ 葦富 ま∴国∴∴∴皐 

∴：∴ �彊醜 �鵡∵彊 �貼轟 �占∴餌∴∴＿筆 墨裏　貴 

∴∴ �∴∴ �結語 �：∴「 �：∴ 
二十二　三二二∴ニ �古君日商‘… �巨富冒密‘雲 

○ 出 合：】 〇 〇 三 〇 二一 ⊂つ q） ［4 �〇 二＿ ∴t C） 〔8 日 ⊂） さく ヽ一、 d） 二二 �⊂） ≒ ＿二 〇 」一 目 〇 ㌧ M q） FQ �〇 日 餌 二 百 〇 ヽ一 きつ を） F一〇 �⊂） 出 合コ ⊂） E一 三 〇 三 8 iq 

計葺 き邑 ∴∴⊥ �計昌 …嵩 �計量 き邑 �計重 き邑 �彊 L＿ ：：二 彊●夏 

卜怠 �㍉∵三 �∴∴ �二三三 

出●五 〇［」 �害争 �．巷，官 �〕■お き争 

］÷ �；÷ �薗‘〇 cc　＞ヽ �蔦　ま 

∵≡〔≒ �∴三一‡ �韓 �痔の　① 

講義 �：∴　∴ ��：∴ 

∴「 �謹言 �謹皇 �害毒〇 三÷三 �雲母掌 かつ／｛∴》 �予言㍉∵÷ ��語喜写 �語善霊 畜9奮喜 

∴∴∴：： �8冒，菖＞高裁 �昌薫き：i善2 �三㍉’三三主 。 

∴「：∴ �∴： �∴∴∴ �∴：∴ �∴ 「＼二二 ：「 
ト．巨富と冨 ��邑貨富里雷雲 �ぎ・三三三三 

嘗日吉評。 �諦日昌85曾 �∴∴∴ 百百∴も占守 �冨；：遠雷5曾 

：∴ �言　∴∴こ：∴∴：＝ ∴∴：∴： ��∴∴∴ 若里）萱註 �∴：∴ �∴∴∴ 
巨∴昌泰崇あ �ぎ軍事∴主重富 ��富まE∵≡重量 

罵。書芸。 �∴：∴∴” 呈菩日昌曾薫葦 �・嘗評鍾黒 �　　C）（D 昌冨甘．｛軍事 �○し〇・三 等主宰 毒害．手と ・－1－コ： 

彊罰韓i（ �：∴∴：∴ �∴．∴∴ �：：∴∴ 
講評冨・巨蔦 �：∴∴ �∴：∴ �∴∴ �［く〇〇 日∴宙∴ロ∴￥ ∴「 
；：∴∴∴ Li　Cn〔り　rへ　に　O　rl �辛　目　三言二　二　二〔 �出　口　のせノ岩∴白∴忌 �毒　舌冨　Er冨霧 

（⊃ ［一 〇 日 e なま 国∴露 呈書を �〇 °一 〇 ロi e 援5 ！”1－1 �くつ 」 （⊃ 由 ⊂〉 ≒三 軍∴書 ・百害を �〇 一 〇 二： ⊂） 噴き �くつ 1 、二 質 ニ 寓… 

雪害を ��書目 ．雪茎ゝ �串∴王 雪雲、 

篭言責 �三三… �彊毒 �諾董 �…三… 

軍書 �昨嘗 �目端 �阜吉富 rつく寓∴ユー �〔専一一 言…墨 一ヽ∴：二二＿ 
／つ∴虎∴〔車 �＞i暴∴己 �三　三；i 

ま ∪つ てr Lr〕 く⊃ �“寸” N ln “く重 し′） ⊂⊃ �貧i ●● “寸” 葛の ⊂⊃ �N N 喜 ilヽ ⊂⊃ �卜 、Ji n 、●こr iの くつ 

〔、 Tm �ご �Cヽ rS �くつ N �こi 



こて 〔も 〔〕1 C） LL ＿二 �；「十 　〇 　さく トQ 　Cj ∵∴∴三 国∴∴∴∴CL一 室塞∴畢 �：，－1 　0 　さく 二 Cj ∵∴∴三 ∴「 �　C） 　÷ 　LQ 　CJ 、∴ミ ∴「 �；一十 　〇 　しこ 　一二 　一＼ ∴「 �　C） 　単 　一二 　くつ 〔○ ∵∴∴∴裏 書∴∴∴∴○＿ 至蓋∴∴5 

「∴ �「∴ �∴「 �「∴ �「∴ 
㌻雲量2蔦 �三三三三㌧ �…醤巨…雷 �三三三三三 �舌：重言gS C） ニ �苦喜菖島・芸 �富岳葺詰責 �音義善部 �；：∴「 �∴：∴： 

○ 国 C○ ○ 〔」 ；コ ⊂） ＊ ぐう 〈D 10 �○ 王 こ： C） H 目 O LL 〔つ 0 日 �〇 日 円 〇 〇 三 C） 、∴ Cn （D 二 �〇 日 餌 ○ ○ ≡ O L． Cn ① ［」つ �C） 〔〇 〇 〇 ヨ ⊂） 」． rlヽ q） 〔一〇 

若，葺 罷 �羅 �摘 �摘 �C） さく G） こて ○ ；士 ：三 田∴王 彊 

二十÷三 �」」＿ 【〕会 �十一二＿ 　一言三 �洋室・全 日5 

田∴〔主 ○○ �由‘盲 OH �∴「i O 

∴∴ きつ① �言㍉ 轟 �　〇 三三 〔Y）q） �三二 毒舌 

：∴ ��：∴ �’昌へ恩 田串0． ＋∴由。 

藷乎 �韓享、 �措亘 �韻事 
N �叩∴吋∴＞ヽ　＊　○ �輿　○　圏　＞ヽi」、　へぐヾ �：∴∴∵ �＞、　へぐヾ �∴∴ 
N �‘一口）墓嵩 ；二 二： �：∴∴：∴ ��∴∴ 

一己 Cs �∴：∴ �韓陸萱・己 �：∴∴ �∴ �∴∴ 
5富 田 か「点 く⊃1 三三 日＞、 三三 C〉∴d） 牒き ∴ シくく⊃ …謹 三三 蓋芸 事∴O Fn∴〔lつ �彊i呈講 �∴∴∴∴ ���：∴∴ 

O　　　c＼l 頁∴∴＊∴一基 �吉辛（∴∴雷 �　　　　‘馬 ‥さ。．芋褒1－・挙 �三 宝∴［茸 �塞‾Ln・志 　　；工． 

「∴ �：∴∴∴ �：∴∴∴ �諒を �∴：∴ 富燕吉　名董喜 �雫⊆膏　芝目葦 �三∵三三 �告至言まき ”舌∴∴∴申∴頁 Li∴∴∴∽ 至害虫善言音 �∴「∴∴ �∴：∴∴ �；二　C）（⊃ ‡二三三 �申∴∴ぎ○ 頓、う∴∴立 正　ンくC） 

∴「∴ �　　しく ∴∴∴ �∴∴： 　　∴ �索∴∴∴5 菖評昌 �善言含意喜 巨費等藷呈 
∴∴∴ �湿害蓋描豊富 �鴛の惹目蓋撞き �三、…三； �：∴∴ 田　富　日の　＝　〇　日の �童言質：至　白　き　目　rn �ロー貴；三蒜 

くつ ；一 くつ 臼 e 貫き ＝∴：二 ・…害を �e L e 飴 e E 貫くノ 巨∴呂 ・巨富を �〇 一 〇 幽 く⊃ 電5 奮∴暑 ・墨書を �e L くつ ご く⊃ 菖 くま〔」 串∴呂 ・善書冨 �くつ し＿ ⊂） 二 〇 貫き ここ ・毒害を 

毒舌≒ �三三三 �毒舌塞 �宣告貢 �責巨菖 

旺碁 �彊碁 �韓嘗 �旺碁 �〈粛∴」重∴｛ 彊冨 
＞）売∴i �＞I罵∴i �＞）秦∴i �芦、売　ここ �L　L‘ I′⊃∴館∴ii 

∞ ’くr rr） てr tIヽ くつ �rl 11つ でイ） 1言” し′つ く⊃ �rn IJつ でn 1寸” uつ く⊃ �＼、e N r′） “くl“ Uつ く⊃ �Ll⊃ N Cで） 1くr uつ く⊃ 

N N �ぐn N �「寸” Cq �Lr） N �＼e C、1 



O iL ）一〇 　〇 　二二 ＊○ 串∴∴∴〔1 漆黒∴∴5 �　〇 　年と 　一二 　〇 　ロ1 ㌦：∴∴∴∴こ、 由∴∴∴（主 中田5 �　〇 　十 　LQ 　くつ ＊∴8 串∴∴∴く主 苧悪∴∴5 �　－H 　C） 　÷ 　LQ 　C） ∴「 �：1－ 　○ 　∴ 　∴ 　C） ∵∴∴ご 串∴∴∴ti 至塞∴∴5 

艦 �曇曽‥貴重 �∴　∴ �∴「 �曇罵　貴重 

：∴∴ �∴．∴： ��∴∴∴ 
．畠　…‖き霊 �≒’三三三㌦ �三、三ミミ≒ �三三三三二 

∴：∴ �∴：∴ �：∴∴ �：∴∴ 
〇 日 ニ： ○ ○ ≡ C） ；4 Cn 〈D F．Q �〇 四 〇 〇 日 〇 十 〇つ （D 〔一〇 �〇 日 餌〇 〇百 Lli＋ 誰 Cつ ① ［Q �〇 日 こ： ○ ○ 白 ○ ∴： Clう （D ［一〇 �C） 二． 〇 〇 日 ○ さく Cり q） LO 

C） i！ ① 日二 ⊂） ；∠ ：三 国∴∴へ 串∴串 Lo �　　m 　　三 。3∴∴∴、率 �　　卜Q 　　寅 。2∴∴∴、率 �　ト〇 　　三 。昌∴。膏 �　　La 。昌∴∝膏 

争号∴∴∴蜜ぎ �葦号∴∴∴至官， �百一号∴∴単身 　Cも �白馬‾∴∴≡ぎ 

「∴∴ �「∴∴ �「∴∴ �：∴　∴ 二、 

：∴∴言 �「∴∴「 �∴∴ �∴∴∴ 
お墓薫日計早宝 �∴∴ ��声星雲喜・苧宝 

艦 Cう〉／ヽ �∴∴∴ ��∴∴∴ �∴∴： 

∴∴ �O Li C） 洋 粥 �「∴∴「∴ �：∴ �∴∴ 

∴∴ ��盤韓 �：∴ �蚤g窒） こ∴ニ∴（ニ 蛋這‖三重（ ���三　三 �」 ．高畠 

∴∴「 貧∴∴∴∴∴登 �講 ��∴∴ 
⊂） ∴：∴ �i－ ○∴毒 虫∴〔主 �∴∴∴： �評語 �：∴∴ 

”舌、シ �∴∴∴ ：二 �8春　日　己 �8〔り空耳を 
包茎芝51曽 �邑這 ��邑渇葦○ �る∴章一　O qLO 
・計責∴箪苦 味、う∴∴出 国∴∴∴∴＊○ �50‥ …塁で ��○∴①・e」 ：彊 �∴∴ 

富合含意董 �：∴ �∴∴：∴「 �こ∴二　二 罵墓・重畳 �∴：∴ 

∴∴ �　一手ヽ ※∴享iま �∴∴：∴∴ �翼宣空雪 �賞巨一貫……虫 
三三三 ��；「∴ �「∴∴ 
に〔9・a �口∵五：：主CTet＞、○ 

くつ i一 〇 日 ○ 電富 国∴曇 ・呈書を �：ot 〇 日 鑓 ：こ き÷。 �：〇〇 〇 日 鋼 三 邑活 �；○■ く⊃ Fa 無 実 巨言古 �：○○ e 量 由 “＝ 髭 合言＝ 

宣旨 �宣言 �貴君 �宣言 

蔦争圭 �．…F �．EF �．呈争 �．王手 

争ら篤 �と二〇 享U �白二〇 ．雪ぎ �I∃二〇 ．雪ぎ �“二∴iJ ．巨岩 

＞秦邑 �・〈1〕 鎗∴亀 �番　已 �飴∴． �飴∴． 

亡、－ N �∞ ▼一書 �t‾、 くつ の 寸 ‾寄“ ⊂⊃ �くつ 十十 m 、くr lくr C⊃ �eヽ くつ ijつ てJi 寸 ⊂⊃ 

m　　　　lの ”tI”　　　　て「 

in くつ �13” くつ 

し－ �∞ �Cへ �⊂⊃ �十十 

ぐ寸　　　　　　　　　　へl ��N �n �m 



「十 　〇 　二・ 　Ua 　C） 畏∴∴8、 票富ま �；，一 　〇 　年t 　LQ 　C〉 （〕〕 ≡∴∴三 至芸∴5 �：rl 　O 　声く 　La 　C〉 ×∴8 日∴∴∴fi 霜墓∴∴51 �　⊂） iL 　LQ 　くつ 　二： ∴∴∴∴∴ニ 腎百官 �　○ ；圭 、」つ 　く⊃ ∵∴∴三 雲∴∴∴；主 賓∴串∴∴∴王 

「∴ �∴： �∴： �：∴ �「∴ 
㌢雪ぎ2‾冨 �三千三i三三 �計雪ぎ2曽 �三三三三㌧ �三三三三… 

昌善書塞・芸 �苦裏書蕎・薫 �∴∴： �∴：∴ �：∴∴ 

C） 日 日 〇 〇 日 〇 、二一 Cn 〈D LQ �CL 二 二一 〇 i一 目 C） ÷ Pl q） ［Q �C） ロ〕 ○ ［」 ヨ ○ 出 01 （D ［一〇 �〇 二二 二一 〇 〇 日 C） ÷ Cn q〕 F一〇 �○ エ ロi C） i＋ ［コ ○ ∴ Cつ の 二二 

＿二 　　目 。2∴∴∴，蕃 �　†4 　　日 。9∴∴∴、率 �　ト〇 　　日 。合∴∴∴1番 �　　＿二 　　日 。2∴∴∴i奉 �　Jつ 　　ニ 9∴∴∴，蜜 

蜜を 二言∴ �　三三 ㌧∴∴ 由∴甲∴○∴∴∴合 �∴∴ �∴∴ Hも〉 �⊂）．一 ∴「∴ 十十〇 

：＝∵寸言 ：∴ �∴∴： 呂① �∴： ：H・① �呂の○〔∴宍 ：∴∴「 �∴∴「∴ ∴∴∴ 

日豊豊吉”芋蔓 ��宅彊南i芋蔓 

：「∴「： ��昌各軸等邑 �：∴∴： 
Cn　百　日）O　L �cn　申　9）O　L �葦；呂二　91亘o　L 

：∴∴：∴ �〇 日 目 �韓 �÷：て∴∴二 三三三 �∴∴ 

冨8謹告g謹 洋　　三鵡 ��ヒく 目∴畢 出し⊂） �輔 �∴∴ 
草主寺∴諒薬 �三言 �（DO 目○ �：∴ �三二一三三 

∴∴：∴ �∴∴ �．＿○（ ㍉＿≡ ��二　三二 の中点ヨ」 
吉富日昌罷 �鷲鼻 �〇日 ∴： �∴「 �∴∴ 
邑9－言古妾　＿昌美 　　　幽 F＋ ∴∴∴∵ �宣講 �∴十 g9ra �補導 �群馬 

串∴王　（ ∴「：∴∴∴ �摘 �輔 �∴∴ �∴：∴ 

∴∴∴ �蚤謹 �舶 �陣）i＞、巨∴缶 ∴∴ �「∴ 部諾 �酢韓 �貰・謹呈 

：－■ くつ 壬 鑓 Cも 邑活 �e 日 鋼 〔き 邑…＝ �くつ エ 鶴 亀 邑…＝ �：ot （⊃ 白 日 〔き 邑…＝ �；I．〃 （⊃ エ 亡き 三 業 食言＝ 

貴君 巳含量 �筆舌 白田 �宣旨 王台t �貴君 「∴ニ �三三 日∴P－ 

●貴さ �郎 �●貴さ �●貴も �”貴さ 

．巨8 ��．唇g �．巨富 �．巨　富 

鎗∴亀 �飴∴　t �鎗　亀， �飴∴合 �鎗∴し 

いつ くつ �ヽつ ＋十 m 一寸“ く書 く⊃ �〇、－ Tm �ぐn C＞ �∞ くつ 

し′〕 ��し′） �i、′） �ljつ 
1こr ��1：r �”寸” �13” 

－÷ くつ ��ヾr C⊃ �寸 ⊂⊃ �圭 

ぐ、1 �か ぐn �て宣 �uつ �＼〇 m 

ぐ′） ��m �rn 



ir1 　O 　L・ 　∪⊃ 　くつ 〔Q ＊〇 日∴∴∴〔主 霜崇∴∴5 �　○ 1、 　m 　〇 　円 ＞cc 書∴∴∴！1 霜害∴∴5 �　○ 　■一 　十〇 　くつ 　ロコ ≡∴∴主 賓崇∴∴5 �　▼一十 　〇 　二 　Lq 　Cj ∵∴∴三 国∴∴∴〔主 快∴目∴∴∴要 �；，1 　0 　さと 　LD 〔⊃ ∵∴∴三 昧喜∴∴争 �＞く 中∴日 韓 

：∴ �：∴ �：∴ �：∴ �：∴ 
㌻雪ぎ2曽 �三・三三〕； �計苦言2着。 �計雲合2着 �㌢目言争富 �；⊃1°こ こ．ニ 

富岳害意・豊 �肯講書・婁 �富岳菖富・婁 �：∴∴ �「：∴「 �：： 

⊂） 出 ニー C） H 三 〇 二 �〇 日 FQ O H ヨ ○ ；∠ Co q） ここ �○ ：＝ 餌 C） 〔8 日 〇 二 ∽ q） ［Q �〇 二二 ；∵ ○ 白 目 （⊃ 薗 Cl C） ［」］ �〇 二二 ⊂） ∵・ ヨ 〇 三∠ Cn d） 一二 �○ 王 禽］ ⊂） と－ Fl O さと M q） LQ 

Cl ① ［4 

●ヽ 　　串 。告∴館員 �　∴ヽ 　≒ 。．∴。貴 －∴∴ ト∴芸 工、一 �　　LQ 。3∴∴膏 �　＿こ 　正 三∴∴∴∴三 ∴∴ （〇・三 �　トロ 　　出 。9∴∴∴i率 �○　⊆i 

∴「∴ 、、 ��「∴∴ し、 ��∴∴ �彊 

∴∴ �：∴ �月OOL〉× ∴∴ �網羅 �摘轟 �‥ヨg 靖 Cも 
・妻邑至薫毒害 ��窒邑富講書 �∴∴∴ �蓑主旨量も冨 �口＼ノ 〇　六 

語警告喜●82－ �語賞登竜で曾 �霧貨青竜‘821 ��語若宮喜‘g争 �毒∴5－ 、1－、ここ 

圭子二三 ∴： 白春宮 �鞘 �；，－1 0 出 丁 寧 に〔 快∴田 �　′＜ ：≡’三 �〇 日 中 毒貴 �C） 声 ニー 

串　早　雲 ��三　三 ��患　邑 

∴∴ ��三三 ；ュ葛＞、 〇日〇 二：・－。 �○出せノ ：∴∴ �三三 喜官2 

玉 ‘吉日 Cも∴∴∴∴H ∴「 �貧富害 ：∴ �H亡〔○ 摘 �∴∴ �描 �喜 ．罫ま 暮雪 壬．芝 

Oiくつ） ；⊃一iO 　快 �58g ∴∴∴ �「：∴ �：「∴ �∴∴ �Li遷 し）∴∴「－ 罷 

：∴言 �∴：「 �；∴∴ �∴：： �∴∴ �由．巨 王∴F 

∴∴ �篤呈墨筆 �餌ej）中 部（ユ1＿＞ヽ ��m　Qj、．＿ノ［Q CO　Q．＿－∴＞ヽ �ここ† 謙 ：∴「 �操彊 �∴∴ �謙語 
ロニ2‘壬・31 �白二g　CLreI �仁王”円　〇七㌢ ��Er宣　0－3 �亡｛　○ 

：〃g e 国 論 〔さ 三÷三 �：〃t e こ： 63 冥 亀，活 �；○○ く＝〉 串 幽 くす 邑…∃ �：〃書 く⊃ 董 餓 d i÷三 �⊂〉 寧 日 ∴＝ 三：三 �〇 二： 三 雲－ 

宣言 �貴君 �豊吉 �三三 �宣言 �三三 
与∴♀i �亡　eI �与∴宇■ �巳∴P一 �二∴ニー �＝∴ニー ∴三三 �‘菓5 �”古き ．富U �●貴さ ．富む �‘貴も ．巨∪ �●舌も ：ミ1、∴ 

蛋岩 �（基 質iP， �有害 �　く1） 飴∴田 �　〇 二iiこ， �・・・一　くU F白　エー 

寸 Tm uつ て章 �芋 ijつ “く1 �o H m ＼青 �⊂つ ぐ、l lJつ 、寸” �十十 丁一十 LI⊃ 1こr �m 

し′〕 寸 

1寸” くつ �1二重 くつ �ーミr C⊃ �tr C⊃ �1こI” くつ �1こ章” くつ 

ト一・ で′） �∞ �C＼ �くつ �十十 �●ヾ 

●′） �ぐで） �tr �1く章 �1－：章 



；一一 ⊂） ÷ Lq くつ q〕 （⊃ 争 C〉 �：一一（ 　〇 　二 　LQ 　Cj 　船 －i∴∴∴こi 畢∴∴∴〔主 塞冨∴毒 �：●－l 　C） 　÷ 　－ 　Cj ∵∴∴三 吉∴∴∴（1 需塞∴∴毒 �；－」 　〇 　十 　LQ 　C〉 ＊∴8 日∴∴∴〔主 室塞∴5 �；●ー「 　⊂） 　ゝ二 ，q 　Cj ∵∴∴三 墳墓∴a 　Cj 

‘三二 中富 亡Cq Lg言う �：∴ �「∴ ・－「∴亡1°．0 �∴∴ �「∴ 

巨2着 �告・雪ぎ2曽 �∴∴ �三三三三三 �半白言争婁 
8．王．2 日［一会∴∑ �苦裏書志・芸 ��∴∴「 �∴：∴「 

〇 日 二二 〇 日 ≡ くつ ；圭 Cn 二、 ［一〇 �○ 士 こ： 〇 m 措 �〇 日 ニ： C） 白 日 〇 ㌧． の くD m �〇 日 ！十 cc 日 ニ 

ト4 　日 （寄 　二二 三三 へ∴∴∴∝）〔1 ぢ‘言喜 �＿二 目 〔c �　　＿二 　　三 〇　〔も �ト4 日 〔き � 

〇台∴∴∴五重 キヨ∴∴至さ ．「 �0．首∴∴∴小筆 争吉∴∴空き �∴「　∴ �∴　「 

∴「∴ ÷＼ �「∴∴ 一一：＿・－ �「∴∴ 種．）〃く �∴「： こ∴∴∴シ∴∵ ×∴∴∴串∴串 十㌧： �：∴ �∴∴ �∴∴ �∴∴： 

「∴「 ��∴∴∴ �：∴：∴ �∴∴∴∴ 
9，喜8　争 ��ぷ箪9舌8　争 �審篤2奄18含 

呈昌 雲∴輿 ∴∴ �笑i∴∴∴～∴n 闇 ○ �くつ 三 言 三三 �円I ：∴∴ 

昌も HO �・喜嘗評；5 

・呈講離 �∴： �三三 ㌧： �講彊 

：∴∴ �∴∴ 鵡 �舶 �∴∴ 出雲5日主素 �雷雲唱 �百一三国焉ヰ　芝 

葉弾手畳昌彊 �∴∴ �∴ �∴∴ 
「∴∴：∴∴ 

：）一〇 〇 国 中 ”1 栄 食言王 �：〃■ くつ 重 鎮 cc 邑泊 �：00 くつ 巨 船 Cも 六 二．ミニ �：）●葛 くつ 串 こ： 〈寓 英 食言＝ 

宣言 にet �三三 三二・ �宣言 弓［1 �呈冨 EEt 

‘貴さ �”貴さ �‘貴さ �肯き ．雪ぎ 

．雪ぎ �．雪　ぎ �．巨8 

鉾∴缶 �＝：　亀． �鎗　魯」 �鎗　亡霊 

tr C⊃ uつ てr lJ C⊃ �ヽつ く⊃ Ilつ 、て章” tl” くつ �羊 lj1 13” “くI” ⊂⊃ �十十 くつ し′） tr 寸 くつ 

ぐ∩ ‘寸“ �て書 下「 �i′〕 “3° �＼、○ “て1” 



○ ［壱 　＿二 　C） 　ニ： 〉く○ 境目ぎ �三∴・ 填∴出 ∴∴ �二 束∴出 �　十十 　C） 　÷ 　LQ 　C〉 ∵∴∴三 言三三 �　〇 　二二 トQ 〔⊃ ∴∴∴三 国∴∴∴（1 本塞∴5 

：∴ ��：∴ �∴： �∴： 
三三三三三 �三．三三三 �∴∴ �三、三三三三 �争．苦言2着 

：：∴「 �；：∴ ��∴∴： �喜寿彊・萎 

○ 宙 ÷ 〔き 仁王 二 �⊂） ＝： 言 馬 日 日i �○ ○ 〔き 日 日 0 91 二、 F」⊃ �〇 日 二二 〇 十 措 �○ ：＝ Ll 〔電 卓 【コ 

二　三∴∴∴∴予 �○　⊆； �0　9 � �0　2∴∴書 〇 ㌧∴： 　餌 �Pl白‾∴‘ �お吉 ��字書「∴宰 

「∴ �「∴ ��∴∴ 

「∴ �∴∴ �蔦gO ∴∴ ��∴∴ 「∴ �「∴ ��：∴∴ 薫8雷；まぶ が）に〔CL耳○ 

O L ：∴ �＞－、 室 邑富 旨篤○ �∴∴ �〇 〇 〇 三 〇 cc 」● 円 Cも 餌 Cc L二 目 駄！ 苫O C∴貴 く⊃．）h■ �O L C） 〔り 〇 二一 〈D t⊃． ○ ○ ：∃C） ：曇）曇 碧空 －≧ 

：∴ ��：∴ 
〇一号重 さ〉28 �宣告嵩 へ（Dト4 

岳8　争 �萱夏至 �三三∴十三 

∵∴ �萱琵 �∴∴ 

苗冨 �〇一日 …岳…（ �∴「： �㌃雪 ㊤∴を） �三三 巳〉＞ヽ OQ， t“（ 塞彊呂 �∴∴ �冨邑謹 �q芝 蓋え �CJiも 二三 寓∴露 

ニ二言三三 �冨○＞、円 �∴∴ ��葉1嵩 
戸∴；ユー雪　ぎ �富合告ぎ ��韓 の鵡 

∴：「 �「∴「 �轟鵠 ��三三 
F∴q　o▼8＋ �百十番∴拳言争 ��口二日 �こ：≡ 

：ot e ＝ ′遭 ：二 ．差．－ �：ノーI e ：＝ 幽 〔さ き∴ �：01 くつ 重 こ： ”賞 美 �：－「 〇 二 二 cc 邑－ �；01 〇 三 三 三 雲－ 

茎吉 �呈ヨ �亀．一 宣言 �葺き �邑ヨ 

轟 �与∴P－ �三　二・ �喜　田 �玉　田 

‘貴二　き �●寅も �‘責も �●貴さ 

．百g �．巨富 �．雪ぎ �．雪ぎ ・〇 日∴ゝ �CQ〔ゝ　‘ �錆　声， �＝：∴こ， �鉾　雷。－ 

N くつ �TS C、q �－ ●ヾ �LIl C⊃ �Tm C＝〉 

ilヽ �，ム �m �”●す” �Tr 

寸 �tr �tJ �13” �てr 

“ミr C⊃ �1言” ⊂⊃ �13” くつ �rr） くつ �rr） くつ 

T、 lq” �∞ �の �くつ �，」 
13“ �tJ �Lr） �tJヽ 



；一十 　〇 　二一 　＿こ 　く⊃ ∵∴∴三 富∴∴∴く1 蒼昌∴薫 �！．・」 C） 」、 LQ C） 、二 言∴∴∴∴二 田∴∴∴（1 畜塞∴．号 �；rl 　C） 　÷ 　∪］ 　くつ ∴∴∴三 ∴： �i，一 　〇 　ニー トa 〔） ∴： �　C） ‡4 10 　0 ∵∴∴ミ 境目ぎ �C〉 二 田 を） 三 〇 ∴ 巨 ∴ ri ・∵ 

：∴： �「∴ �彊書 �：∴ �：∴： 
計空手2営 �計雪ぎp営 �争．里百g串 �弊韓．墨 �三：三二三三 

∴：∴ �：：∴： �塞喜8．巨．董 ��富ま害毒8 ［コ‾意‾貞In∴ま �百害日出∑ �首宮口薗●貢 

〇 日 冨菖 q） 草 �○ 出 航 票葺 くD 〔」つ �〇 日 三 〇 〇 三 C） ゝ． rr〉 （D F」つ �〇 二二 二： ○ ［1 日 〇 、三 Cn C）i L＝ �○ 出 船⊂〉 〇日 HE一 語 きつ 血） ［」つ 

0　2∴∴曇 �0　2∴∴葦 �0．X C〉言コ・‾ 三三三 �0　8∴∴書 �0　日　・峯 

三三　三 �；：： ��「：： �三‘≡　… 

言5雷告 �三g昌旨 �、，ノ．CCC） 串5日車用 �着き蛋胃 �音師告 

∴∴ �∴∴ �∴∴ �「：∴： �：旺黛’墨 ；∴∴ �∴「∴ 
三三三三三 �：∴∴ �吉葉富ま黛 �∴：∴ �：∴∴ 
蔦　8日；争点 �象冨言争忘 �蔦　諸国　君恩 �十　二一Ti∴⊂1L Cも　　　q） �￥∴QlF　Ci」＋ 
〔n　甲二〔1日　○ �ぐう∴亡〔〔主∴串　○ �　　〈D r〉⊂〔⊂〇日　○ �（D∴¢〉（DLC） が〕∴申＿ロ1日○ �由一D（D〈DLC） が）に〔Cl五〇 

lj 〈D 美 i（大 志 ⊂） �O Li 胃豊 中‘く くも○ 宍∴￥ ：「 �〇 〇 二 ：ニ ：て 盟 主 三三 lC）出 、二子三 馬… ：÷∴，二 日∴ま 至宝 蜜it主 �罵 羅 ＞、円 C）○ �三‡ ⊂）○ 彊 

＞、競 合田 H　LQ ��”＝∴：二 二．∴こl Cj；つ。 �買電 

亡く 三三 �猫糞 ��○；コ 三三 �ヾ三 言「∴〈飛 鳥争 

三÷≡ 富ま 謹 �講‘ CL蜜 ��講 密書 ［く○ 寧∴出 �邑首 、二日三 宮富 慎曾 

邑蓋 �握冨 ��冨篤 8裏 �白∴＞、 措，富 �C牝誌設計 
貰蛮 �三三三 �Cnの FO国 �告雷 �畠邑窒 �●舌 Qj i「 。 巨 弾 三’三 〔き∴・一〇 

；i－ （⊃ 重 餌 くさ 美 �；一〇 （⊃ 日 日 館 主…霜、 豊吉 「∴三・ �；m C） 目 ご ′寓 英 二．：＝ 宣言 に∴Pi �：〇一 〇 日 ．中 三 英一 �：ot 〈⊃ 三 賞 ：二 三子三 等蔦 に∴ユ1 

、＝＿：三 貴吉 事CL ���⊂；∃ ミ… 弓∴P－ ��i若葉 白き 

‘貴さ ．雪ぎ �‘貴さ ．巨岩 鉾巨． �’貴さ ．巨岩 鉾亀－ �、三こ こ∴」‘ ●〃〃∴くじ �‘圭も ．雪ぎ �．雪，貴 く⊃1！，十 を）〇 二 

臼　亀， ���こ：∴二， �＝：∴つ， �二二 三三 謹 

N C⊃ 1寸” 寸 ぐn C⊃ �＼e C⊃ 1こ「 1！宣 子「） e �tJ C⊃ 1こ章 1寸” ln C⊃ �rn C⊃ 1こr “寸” lr） くつ �卜 くつ ー：章 “く富 子n C⊃ 

N ijヽ �n uつ �“くr lの �uつ け） �＼o lJう 


