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痛藁ǖ痛藁ǖ痛藁ǖ痛藁ǖ烝烝烝烝 4444鏤が鏤が鏤が鏤がǘǘǘǘ烝烝烝烝 3333鏤鏤鏤鏤    
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疆テ嗹朔腰苗D堙朝奉燵謦儋輸’堙削皿三烋耨ǘĽ烝ǜ鏤ǖ蹙削瀧めテ嗹堙朝匙82⊕

碕輪迯削堙朝隣79燦テ嗹堙朝㌘Ppf淋鴇把誘抵栽晒瀧めテ嗹堙朝㌘Pp把爲咲采三

テ嗹削廸鍮裁腰把爲摩梹昨曚Q碕摩梹㌘P昨皖㌱燦庨哉腰㋐燵昨珽哉把せっ昨曚跖碕把

爲粤ゖ昨塁琢削昧薩崎哉擦際甑 

細崎腰痛藁ǖ烝燵昨宙黻朔腰堙朝暼腿削嫻咲済坤㌘Pp褊昨┏┖着搨腰把爲昨鴇莵崢

禍腰狸索削哉肴擦埼雑40骨裁采ブ済傘冴薩削盻ギ作宙黻燦⊕哉腰雑榊崎p褊昨鴇把諭₂

里索033/8昨塁琢削杼諾際傘祭碕墾燦¥ɚ碕裁腰逗削ぇ際林ⅺ宙黻燦蘿禍裁擦裁冴甑 

Q圻腰嚔狸索削p昨把爲檮九碕裁崎裴珵削18栽参崎哉傘坤歳珊碕ブ㌱80總┖墾削輸’

際傘邊里儕æ燦p腰滲か闌腰諭澑抵っ昨輸逃嗹典碕誘本裁崎腰14馭着搨溫戻腰歳珊瘧坎

鏤戻腰把爲崢禍鏤戻っ燦〛裁崎熏寤㌱湊燦⊕榊冴直腰G汲抵腰拇朝抵腰宙黻脉腰旄餮削

採哉崎把爲）㌳抵燦明柏裁崎祭参晒昨┏┖削檮際傘塡裁哉îゖ昨邊里儕æ削昧薩腰細晒

削腰㌘Pp7諸誘た抵昨㌱湊削皿三坤7諸碕搨諸殺湊墾削流三04札擦裁冴甑 

擦冴腰坤p褊昨ブ㌱80總┖æ┘昨着搨碕把爲崢禍墾細晒削坤廟嚔昨着搨諭旄昨æ寨墾

削デ®裁崎哉采冴薩腰林ⅺ把せ質把爲崢禍宙黻っ削皿三筮寤燦率邊裁p不弸昨林輸逃㎏

輸碕誘本’蟷裁崎嚔昨把爲咲采三跖九昨嫻3/10ユ賽碕裁崎蛬盗際傘直腰€おツ颱æ←削昧

薩擦裁冴甑 

逗削腰林┏┖昨蹣鑢æコ質蹣鑢汲₂燦¥ɚ碕際傘把せ㌱湊碕把せ癆昨宙癆莉棡昨甓尤

燦噪傘冴薩腰築熈姫昨14馭着搨宍屍糸執蘢ⅺθżŔČχ腰旄餮鴇把晧廟堙削嫻咲采把θ鶺χ

せ腰枕畑晧廟⇐ブ堙削嫻咲采把θ鶺χせ腰珽䕺k昨諭₂燦:鴇際傘堙癈削嫻咲采Y暼把

せ質Y暼鴇把莉棡狸索削把爲崢禍堙削嫻咲采歳珊鶺せっ燦熏采濁Y暼彌豬昨p褊昨跏削

溜せ㎏抵昨荐彳歳噪晒参傘皿妻滲か闌腰旄餮腰宙黻脉腰坿匹諭澑抵っ碕誘本’蟷裁崎曚

跖裁擦裁冴甑祭参晒昨把せ朔頹歹滲か闌燦零薩p不廟娵燦溂嘖裁崎p褊昨諭₂033/8碕把

爲昨鴇莵崢禍昨塁琢削昧薩傘直腰疆跖こ埼曚跖際傘把爲せ贖鯖朝戻詩紫屍θ㋐枌f淋把

せχ腰Y暼鴇把莉棡っ燦濁Y暼彌豬昨p褊歳母ぁ埼済傘皿妻削昧薩擦裁冴甑 

椒腰Y暼把せっ鯖林ⅺ歳珊鶺せ削肴哉崎朔溜せ娘恂㌱湊碕㋐燵っX燦盡熹裁崎⊕哉腰

Y暼鴇把莉棡削肴哉崎朔皿三耨霙歳癧晒参傘皿妻削鴇把腰餃揜腰殺湊っ削裴珵燦18哉崎

曚跖裁腰細晒削腰把爲摩梹昨曚Q削塁砕崎舩盆䕺θ仔執糸嗣使施執市χ諭₂昨宙黻燦寨

明裁擦裁冴甑 

罪昨直腰晧廟埼㋐燵昨珽哉把せ質把爲崢禍宙黻燦曚跖際傘冴薩€毒抵腰旄抵っ匙G鼬

ɚ削理盆裁崎へ佻昨ユョ塁琢燦噪三腰擦冴腰┏┖昨蹣鑢æコ碕せ贖削ゆ砦傘冴薩珽磽1

㎏咏昨棡評っ腰ョ昨珽哉把せ燦曚跖際傘冴薩昨へ佻€毒腰跖こ質㎏咏豺賠宙黻燦⊕哉擦

裁冴甑 

通琢𤩍嫻鑚跏酖癉餐瘥瘳宙黻砅蘿禍痮𥆩痮瘓疰𤩍逗笪籞秖通渗癉㌱湊w靭𤺋瞢皨癉宙黻曚
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ǖḿ把爲っX邊里儕æ宙黻ǖḿ把爲っX邊里儕æ宙黻ǖḿ把爲っX邊里儕æ宙黻ǖḿ把爲っX邊里儕æ宙黻""""

14馭着搨溫戻腰歳珊瘧坎鏤戻腰把爲崢禍邊里鏤戻腰7諸溫戻っ燦〛裁崎昨熏寤㌱湊狸

索削G汲抵腰拇朝抵腰宙黻脉腰旄餮削採哉崎把爲）㌳抵燦明柏裁崎坤歳珊碕ブ㌱80總┖墾

狸索坤14馭墾削檮際傘塡裁哉îゖ昨邊里儕æ碕溜せ娘恂燦G鼬ɚ削蘿禍裁冴甑擦冴腰把

爲せ贖腰朝戻詩紫屍溜せ癆昨宙癆児四竺実昨裴ギ磽燦林宙黻脉削シ軛裁Y暼鴇把莉棡腰

枕渼鴇絣忠逗把爲せ贖っ昨邊里儕æ碕溜せ娘恂燦G鼬ɚ削蘿禍裁冴甑"

""""

ǘḿ把せθ鶺せχ宙黻ǘḿ把せθ鶺せχ宙黻ǘḿ把せθ鶺せχ宙黻ǘḿ把せθ鶺せχ宙黻""""

"""" 把せ宙黻朔疆テ嗹こコ¥ɚ昨署耨碕10刮嫻U燦43采裴ギ作宙黻埼再三腰濁Y暼彌豬昨

p褊昨跏削溜せ㎏抵昨荐彳歳噪晒参傘皿妻頹歹滲か闌燦零薩p不廟娵燦溂嘖裁崎林ⅺ

把せ燦曚跖裁冴甑擦冴腰疆跖こ埼曚跖際傘把爲せ贖鯖朝戻詩紫屍θ㋐枌f淋把せχ腰Y

暼鴇把莉棡っ燦濁Y暼彌豬昨p褊歳母ぁ埼済傘皿妻削昧薩冴甑 

3 烝燵昨宙黻曚ふθ獪冊鶺颱朝豬χ朔 :29.563 朝埼縫烝燵皿三 38.3;8 朝㏌棍腰縫烝燵

柺 ;:02⊠腰ヴき :46.:99 朝削檮裁崎 39.758 朝㏌棍腰ヴき署耨ò朔 ;90;⊠埼再榊冴甑"

""""

θǖχ"坿娵把せ宙黻θ珽䕺k昨諭₂昨:鴇削輸際傘堙癈腰把爲崢禍堙腰糂韆┘着搨堙

っχ"

Y暼把せっ昨溜せk豬朔 46.484 朝埼縫烝燵皿三 5.725 朝㏌棍腰縫烝燵柺 :906⊠埼彳

濮作㏌棍碕作榊冴甑彳済作ギ嗽碕裁崎朔腰婚宙黻亦ò尤碕ホぁ泡㏌檮九恨昨瀧ｸ碕裁崎腰

朞虜歹滲質ú奚滲昨把せ蹙91燦腰Ś鏤がŤ鏤昨瞭徉æブ迯鑢燦嘖步裁崎ǖǹ鏤癆湧通渗

匙碕82湊裁擦裁冴甑細晒削腰有縫昨札昨湧蹙把せ燦有癆擦埼昨瀧蹙把せ碕裁崎荐彳裁腰

辿滲蒜削㋼ǘ溫戻昨ôた腰淋ヴ埼㋼瀧室鏤昨蹙91燦ôた裁曚跖裁擦裁冴歳腰辿滲昨Y暼

把せ邊嗹把せ歳烝燵癆湧栽晒昨明慱碕作榊冴祭碕削皿三腰ǜ鏤栽晒溜せ療1作曇慕把せ

匙82⊕裁冴琦腰辿滲斗在崎㋼ 2,000朝㏌腰擦冴腰赱夂思竺試司伺識旨糂韆┘荐彳昨痣壚

埼 2鏤癆湧が3鏤削着暼裁崎哉冴鑚歹不昨邊嗹把せ昨嘆溺削皿三㋼ 1,400朝㏌埼再榊冴甑 

邊嗹把せ朔淘菇碕裁崎㏌棍裁崎哉傘歳腰超烝燵朔腰誘抵砕珊撮◇膽揜Y暼把せ昨緖賽

尤雑再三腰誘抵砕珊撮◇膽揜k把せ昨溜せ娘恂燦甓尤裁崎溜せò塁琢削昧薩冴哉甑"

逗削腰林ⅺ歳珊鶺せ埼朔腰Y暼把せ邊嗹把せ昨㏌棍削締哉腰林ⅺ歳珊鶺せ歳㏌棍裁冴甑

14馭質ヌ歳珊鶺せ朔腰縫烝燵皿三 4.696 朝㏌棍腰ネ歳珊鶺せ 3.549 朝㏌棍腰彳57歳珊鶺

せ 36: 朝㏌棍腰敕朞崤歳珊鶺せ 4.582 朝㏌棍腰築歳珊鶺せθ爾執示市鹿児伺鶺颱χ3.92:

朝㏌棍埼再榊冴甑"

歳珊昨着搨檮九朔瀧逗着搨燦慱薩蹣鑢æコ腰蹣鑢汲₂昨忠逗着搨歳裴ギ埼再三塡裁哉

îゖ昨邊里儕æ腰溜せ娘恂昨甓尤腰溜せ㎏抵昨崢盆腰細晒削溜せkホぁヅ芻昨緖賽尤燦

曚跖端典昨滲か闌匙畑済栽砕溜せò塁琢削昧薩擦際甑"

"

θǘχへ娵把せ宙黻θ枕畑晧廟⇐ブ堙χ"

へ娵把せ昨瀧め把せ朔腰77.2;7 朝埼縫烝燵皿三 ;;2 朝崢盆腰縫烝燵柺 3230:'腰櫬ほ

©っ枕畑k昨暼鑢把せ朔 8.597 朝埼 62 朝崢盆腰縫烝燵柺 32208⊠腰誘抵砕珊撮ブ㌱80總

┖把せ朔 34.32; 朝埼 :54 朝崢盆腰縫烝燵柺 32906⊠埼腰ǖがǚ昨嫻鑚把せ朔 3.:84 朝崢

盆裁冴甑祭参朔腰㋼ 522 朝サ⑪昨赱サ宙黻脉歳 5宙黻脉腰溜ン宙黻脉昨宙黻荐髭削皿傘
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邊ぁ崢作鷺埼崢盆裁冴甑"

ネ歳珊鶺せ埼朔腰縫烝燵皿三 3.385 朝㏌棍腰縫烝燵柺 740:⊠埼腰ネ使ヵn襄痣埼昨漾

鑒k歳㏌棍腰謄鶺颱埼朔腰縫烝燵皿三 4.7:: 朝㏌棍腰縫烝燵柺 890:⊠埼腰頹歹埼昨晧燈

作鶺颱㎏輸匙82⊕裁冴祭碕削皿傘㏌棍碕作榊冴甑"

嫻鑚把せ埼朔腰奭ツ削崢盆麦塁歳札晒参腰超癆朔拇朝56鶺せ作鷺昨士寺斯辞執鶺颱昨

溜せò塁琢削昧薩冴哉甑"

" "

θǚḾǖχ" 朝戻詩紫屍"

朝戻詩紫屍朔腰瀧め詩紫屍腰20詩紫屍腰仔執糸嗣使施執市詩紫屍昨 3思実旨燦こ暼裁

崎採三腰諭澑昨莉1/5昨雑碕鴇把莉棡腰餃揜莉棡燦曚跖裁┏┖昨着搨碕ブ㌱80總┖着搨昨

冴薩昨把爲っX謚蝠削流三04珊埼哉傘甑 

5 鏤皿三廟嚔削ª懽燦蔆傘榊冴赱夂思竺試司伺識旨糂韆┘荐彳昨痣壚燦溜砕腰5 鏤昨

曚ふ歳㏌棍裁冴宙栽晒腰詩紫屍廟典昨曚ふ朔 38.38: 朝埼縫烝燵皿三 523 朝㏌棍腰縫烝

燵柺 ;:04⊠腰ヴき削檮裁崎朔 484 朝㏌棍腰ヴき署耨コ朔 ;:06⊠埼再榊冴甑"

 

θǚḾǘχ" 朝戻詩紫屍士寺斯辞執鶺颱"

朝戻詩紫屍昨士寺斯辞執鶺颱朔腰縫嘖昨鶺颱視実祉鯖35ヴっ燦理i削曇骨昨騁不10/11

削採際際薩鶺颱燦←1/5裁腰詩紫屍削士寺斯辞執鶺颱燦曚跖際傘祭碕埼皿三髭曚裁冴不

杞埼曚跖裁崎哉傘甑"

士寺斯辞執鶺颱廟典昨曚ふ朔腰58.38: 朝埼縫烝燵皿三 442朝崢盆腰縫烝燵柺 32208⊠腰

ヴき削檮裁崎朔 72: 朝㏌棍腰ヴき署耨ò朔 ;:08⊠埼再榊冴甑"  

"

θǜχ旄餮把せθ旄餮鴇把晧廟堙χ""

旄餮把せ廟典埼朔腰574.;22 朝埼腰縫烝燵皿三 8.283 朝崢盆腰縫烝燵柺 32309⊠腰ヴ

き 572.922 朝削檮裁崎 4.422 朝崢盆腰ヴき署耨ò朔 32208⊠埼再三腰溜う旄餮豬雑彳済

作廸湊朔緖采晧暼ɚ削曚跖埼済冴甑"

崢盆裁冴奡¥埼朔腰椰鶺颱歳36:.2;8朝埼縫烝燵皿三8.386朝崢盆腰縫烝燵柺32605⊠

祭参朔腰烝燵不埼ǘ嘖鶺颱碕作榊冴腰祭鷺雑囮θ違ヶ滲質わコ姙滲χ昨怎㋼作鷺削皿

傘崢盆埼再傘甑"

超癆雑姫ヘ質ブ癨昨把鯖栽作耨摩燦庨哉腰晧廟削旄餮ブ㌱燦=傘祭碕歳埼済傘皿妻把

爲っX謚蝠削昧薩冴哉甑"

"

θĄχ跖こ不把せ採皿索忠逗把せθ冨鶺颱腰㋐枌鶺颱っχ"

禍旄質楷へっ昨把爲せ贖鎬æ⊕黻妙昨曚ふ朔 6.692 朝埼縫烝燵皿三 999 朝㏌棍腰縫烝

燵柺 :704⊠碕作榊冴甑㏌棍昨ギ嗽朔腰ǚ鏤削溜せ昨侍実屍燦ů彩傘把爲せ贖鎬坂歳腰赱

夂思竺試司伺識旨糂韆┘昨痣壚削締妻腰溜せGね埼彳済作㏌棍削肴作歳榊冴甑" "

跖こ不把せ採皿索忠逗把せ廟典昨曚ふ朔腰33.:9: 朝埼縫烝燵皿三 94 朝崢盆腰縫烝燵

柺 32208⊠腰ヴき削檮裁崎 3.354 朝㏌棍腰ヴき署耨ò朔 ;305⊠埼再榊冴甑"

"

"
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θĽχ捩敕鴇把"

築熈姫żŔČ蘢ⅺ朔腰諭₂㎏輸埼曚跖際傘曇慕蘢ⅺ匙碕82⊕歳禍札腰痛藁 3 烝燵朔 9

滲か闌昨曇慕蘢ⅺ莉暼諭₂㎏輸埼再傘歳蘢ⅺ朝豬朔㏌棍麦塁削再傘甑築熈姫朔żŔČ通

弸昨暼鑢着搨蘢ⅺ鯖潰粤昨着搨蘢ⅺ作鷺林ⅺ彌豬鐚三蘢ⅺ迯鑢昨旨師施自実識っX歳

盻ギ作冴薩腰蹙夤腰せ₂燦溜せ裁崎哉傘端汲諭昨っX託埼曚跖際傘麦塁削再傘碕磔撒参

傘甑痛藁 3烝燵昨曚ふ朔 5:4 朝埼縫烝燵皿三 56: 朝㏌棍腰縫烝燵柺 7405⊠碕㏌棍裁冴甑"

擦冴腰ǖ遁湧鶺せ朔溜う滲か闌削崢㏌朔緖栽榊冴雑昨昨腰痛藁 3烝燵朔 4.:83 朝埼 4:;

朝㏌棍腰縫烝燵柺 ;20:⊠埼再榊冴甑"

"

"

ǚǚǚǚ0000把爲崢禍宙黻把爲崢禍宙黻把爲崢禍宙黻把爲崢禍宙黻""""

""""

把爲崢禍宙黻埼朔腰ブ㌱80總┖着搨檮九碕裁崎腰鴇把莉棡腰餃揜莉棡採皿索殺湊莉棡

削裴珵燦採哉冴瀧逗着搨昨髭曚碕仔執糸嗣使施執市諭₂削採砕傘ブ㌱莉棡昨ǚ鑚顫埼

再傘慼宙₂堙腰殺湊₂堙採皿索㋐4/11₂堙燦⊕哉把爲摩梹削肴作砦崎哉采冴薩昨宙黻燦寨

明裁冴甑 

" 端Å宙黻埼 

再傘枕渼鴇絣昨忠逗把爲せ贖っ29沈宙黻θ枕渼忠逗把爲せ贖χ朔腰5,043 朝埼縫烝燵皿

三 1,644 朝崢盆腰縫烝燵柺 148.4⊠腰ヴき削檮裁崎朔腰1,563 朝昨崢盆腰ヴき署耨ò朔

144.9⊠碕彳濮作崢盆碕作榊冴甑 

祭参朔縫烝擦埼昨瀧蹙ǖせ典奉栽晒烋耨ǚǖ烝燵朔ǜ鏤削溫ǖ蹙腰匹陵歳痛藁削廸撒

三Ą鏤栽晒朔溫ǚ蹙腰Ť鏤栽晒朔溫ǜ蹙碕漣艹燦C珊埼瀧蹙昨ヅA盪鴈噪鶺颱芻疆昨諭

澑盆18燦ǘせ典奉削豺賠裁溜評霪燦荐彳裁冴祭碕削皿傘甑"

ブ㌱80總┖っX賽θ鴇絣せ₂χ朔腰6,029朝埼縫烝燵皿三 304朝崢盆腰縫烝燵柺 105.3⊠腰

ヴき削檮裁崎 29朝崢盆腰ヴき署耨ò朔 100.5⊠埼再榊冴甑 

瀧め弸陋朔腰4,939朝埼縫烝燵皿三 238朝崢盆腰縫烝燵柺 105.1⊠腰ヴき削檮裁崎 199

朝崢盆腰ヴき署耨ò朔 104.2⊠埼再榊冴甑 

" 擦冴腰Y暼鴇把莉棡昨G鼬ɚ謚蝠腰湊㎏咲砕謚蝠碕斗在崎腰2,384 朝埼腰縫烝燵皿三

320 朝崢盆腰縫烝燵柺 115.5⊠腰ヴき削檮裁崎朔腰84 朝崢盆腰ヴき署耨ò朔腰103.6⊠

崢盆裁擦裁冴甑" 碕采削枕渼忠逗把せ溜せk匙昨曚跖採皿索跖こ弸埼昨曚ふ歳蹄索冴祭

碕歳彳済作ギ嗽碕作三擦際甑Y暼鴇把莉棡朔腰ブ㌱80總┖着搨檮九碕裁崎嚔昨裴ギ作跖

九埼再三腰超癆雑G鼬ɚ削流三04珊埼哉済冴哉甑 

 

 

ǜǜǜǜ0000ペ黻諭昨溜うペ黻諭昨溜うペ黻諭昨溜うペ黻諭昨溜う""""

"

ペ黻諭昨溜う宙黻朔腰5: 宙黻脉θっX朝豬Ź獪冊 42.283 朝χ溜う宙黻脉豬削朔彳済

作廸湊朔作栽榊冴甑"

"



臿臖痛藁臤烝燵璈宙黻曚ふ膅鶺颱朝豬䐢

ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵 ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌ 檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 ヴき崢㏌ヴき崢㏌ヴき崢㏌ヴき崢㏌ ヴき署耨òヴき署耨òヴき署耨òヴき署耨ò

曚ふ曚ふ曚ふ曚ふ 曚ふ曚ふ曚ふ曚ふ ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝 ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝 ヴきヴきヴきヴき
ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵

膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢
ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵

膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢

ゲ
Y暼把せ籗瀧め把せ
膅嚔鴇盆評k籗摩梹把せっ䐢 コサキスコゴ コゲキスザズ 杔ァコキズシサ ススクゲウ ココキサシケ 杔ァシケゲ ズジクゴウ

コ Y暼把せ膅1/6抵鴇絣◇膽揜k䐢 コキコケザ ゲキスゲシ 杔ァゴスズ スコクサウ コキケケケ 杔ァゲスサ ズケクスウ

ゴ 𥆩瘜㽷癁把せ膅誘抵痏砉眵◇膽揜k䐢 ジゴジ ザスジ 杔ァゲザケ ジズクシウ ジサケ 杔ァゲザゴ ジズクゴウ

サ 椌ヴ コジキジシザ コサキコシコ 杔ァゴキザケゴ スジクサウ コザキコケケ 杔ァズゴス ズシクゴウ

サ 14馭鶺せ ゲキゲシコ ゲキケサズ 杔ァゲゲゴ ズケクゴウ ゲキゲケケ 杔ァザゲ ズザクサウ

ザ
14馭鶺せ籗ヌ疰砉鶺せ膅忠裴ジ痣鶺
颱䐢 ゲズキジシケ ゲジキコスシ 杔ァコキサジサ スジクザウ ゲズキケケケ 杔ァゲキジゲサ ズゲクケウ

シ ヌ疰砉鶺せ膅冂┴鶺颱䐢 コシケ ココゲ 杔ァゴズ スザクケウ ゴケケ 杔ァジズ ジゴクジウ

ジ ネ疰砉鶺せ シキゴケケ サキズジゴ 杔ァゲキゴコジ ジスクズウ シキケケケ 杔ァゲキケコジ スコクズウ

ス 彳57疰砉鶺せ ゲザキサケケ ゲザキコザコ 杔ァゲサス ズズクケウ ゲザキゴケケ 杔ァサス ズズクジウ

ズ 敕朞崤疰砉鶺せ ジキコゴス サキスジス 杔ァコキゴシケ シジクサウ ジキケケケ 杔ァコキゲココ シズクジウ

ゲケ 敕朞典疰砉鶺せ シ ケ 杔ァシ ケクケウ ゲケ 杔ァゲケ ケクケウ

ゲゲ 築疰砉鶺せ膅𧄍蛁虀薁蛃蚇蘡蓱鶺颱籗㾮癮直䐢 サキサコザ コキジゲジ 杔ァゲキジケス シゲクサウ サキケケケ 杔ァゲキコスゴ シジクズウ

ゲコ 築疰砉鶺せ膅Ů堠窗鶺颱籗㾮癮直䐢 ゲキスジジ ゲキザザゴ 杔ァゴコサ スコクジウ ゲキズケケ 杔ァゴサジ スゲクジウ

ゲゴ エ瀨鶺颱 ズザズ ズサコ 杔ァゲジ ズスクコウ スケケ ゲサコ ゲゲジクスウ

ゲサ 爸枌燵鶺颱 ゲスサ コズサ ゲゲケ ゲザズクスウ コザケ ササ ゲゲジクシウ

ゲザ
㾮癮直鶺颱
膅G滕ヅ芻籗9盆奡¥籗例使ツフ籗ユヵヤ䐢 シキサジゲ コキケスケ 杔ァサキゴズゲ ゴコクゲウ ジキシケケ 杔ァザキザコケ コジクサウ

ゲシ 縫コ59疰砉鶺颱膅芴苢䑺䐢 ゲキゴズケ ゲキゴケゲ 杔ァスズ ズゴクシウ ゲキサケケ 杔ァズズ ズコクズウ

ゲジ 曇慕把爲讙テ ゴサ ケ 杔ァゴサ ケクケウ コケ 杔ァコケ ケクケウ

ゲス ド✂鶺颱 ゲゲキコスサ ゲケキザシザ 杔ァジゲズ ズゴクシウ ゲケキザケケ シザ ゲケケクシウ

ゲズ 盪鴈噪鶺颱 ゲシキゴコズ ゲザキケズジ 杔ァゲキコゴコ ズコクザウ ゲシキコケケ 杔ァゲキゲケゴ ズゴクコウ

コケ ‹熹鶺颱 サキジシシ シキスケサ コキケゴス ゲサコクスウ サキサケケ コキサケサ ゲザサクシウ

コゲ 曇朝溜沈膅漾鑒鶺せ籗怎㋼筮寤𤺋痮䐢 ゲシキサコゴ ゲケキゲゲシ 杔ァシキゴケジ シゲクシウ ゲシキケケケ 杔ァザキススサ シゴクコウ

ココ 椌ヴ ゲゲサキコシス ズザキゲコス 杔ァゲズキゲサケ スゴクコウ ゲゲゲキジスケ 杔ァゲシキシザコ スザクゲウ

コゴ ヴ ゲサコキケゴゴ ゲゲズキゴズケ 杔ァココキシサゴ スサクゲウ ゲゴシキズスケ 杔ァゲジキザズケ スジクコウ

邊ヴ邊ヴ邊ヴ邊ヴ
ん陵ん陵ん陵ん陵 ゲク璈坿璈娵璈把璈せゲク璈坿璈娵璈把璈せゲク璈坿璈娵璈把璈せゲク璈坿璈娵璈把璈せ

殭邊ヴん陵璈ゲジん舢縫コ59疰砉鶺颱膅芴苢䑺䐢𤩍ゲズん舢ァド✂𤩍コケん舢盪鴈噪𤩍コゲん舢‹熹癮林ⅺ鶺颱皕滲か闌怎㋼膅廟巸滲か
闌ヅ芻裏皕瀧使ヅ芻䐢𤹪曚跖痮瘓朝豬

殭邊ヴん陵コゴん皕曇朝溜沈膅廟巸溜せkヅ芻䐢𤹪曚跖痮瘓奡¥舢ァド✂ァグァ盪鴈噪ァグァ‹熹ァグァ縫コ59疰砉鶺颱膅芴苢䑺䐢

ザ

殭邊ヴん陵ズん膅敕朞崤疰砉䐢𤩍ゲゲん膅䇳篖筕禕箐竴磦䐢癮朝戻穵穖祲𤹪癮溜せ豬皕𤩍穵穖祲盨邊ヴ砅82⊕



ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵 ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌ 檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 ヴき崢㏌ヴき崢㏌ヴき崢㏌ヴき崢㏌ ヴき署耨òヴき署耨òヴき署耨òヴき署耨ò

曚ふ曚ふ曚ふ曚ふ 曚ふ曚ふ曚ふ曚ふ ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝 ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝 ヴきヴきヴきヴき
ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵

膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢
ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵

膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢

ゲ 瀧め把せ ザサキゲケザ ザザキケズザ ズズケ ゲケゲクスウ ザゴキケケケ コキケズザ ゲケサクケウ

コ 櫬ほ©っ枕畑k暼鑢把せ シキゴゴザ シキゴジザ サケ ゲケケクシウ シキコサケ ゲゴザ ゲケコクコウ

ゴ 誘抵痏砉眵璈ブ㌱80總┖着搨把せ ゲゲキコジジ ゲコキゲケズ スゴコ ゲケジクサウ ゲゲキズケケ コケズ ゲケゲクスウ

サ Y暼黻妙癩宙k把せ膅臽臿阯輸’䐢 ジキザゲゴ ジキシジゲ ゲザス ゲケコクゲウ ジキスケケ 杔ァゲコズ ズスクゴウ

ザ Y稗鶺せ コゲキゴコサ コザキシザズ サキゴゴザ ゲコケクゴウ コケキケケケ ザキシザズ ゲコスクゴウ

シ 瀧め把せ膅9盆奡¥ヂギデ䐢 ゲゲキサシサ ゲゴキザスシ コキゲココ ゲゲスクザウ ゲゲキスケケ ゲキジスシ ゲゲザクゲウ

ジ ヌ疰砉鶺せ璈ォ冂┴鶺颱オ サケケ サゴゴ ゴゴ ゲケスクゴウ ゴザケ スゴ ゲコゴクジウ

ス ネ疰砉鶺せ コキサシゴ ゲキゴケケ 杔ァゲキゲシゴ ザコクスウ コキゴケケ 杔ァゲキケケケ ザシクザウ

ズ ネ祊䇮箐璈礥𥫣种𥮲篖 ザズ ズケ 杔ァゴゲ シザクシウ

ゲケ 誘抵痏砉眵璈ネ祊䇮箐璈礥𥫣种𥮲篖 コケゲ サケケ 杔ァゲズズ ザケクゴウ

ゲゲ 彳57疰砉鶺せ コキジズズ コキザズゲ 杔ァコケス ズコクシウ コキシケケ 杔ァズ ズズクジウ

ゲコ 敕朞崤疰砉鶺せ ザコズ シサゴ ゲゲサ ゲコゲクシウ シケケ サゴ ゲケジクコウ

ゲゴ 築疰砉鶺せ膅𧄍蛁虀薁蛃蚇蘡蓱鶺颱籗㾮癮直䐢 ゲシゲ ゴゴジ ゲジシ コケズクゴウ コケケ ゲゴジ ゲシスクザウ

ゲサ 築疰砉鶺せ膅Ů堠窗鶺颱籗㾮癮直䐢 サシサ サケケ 杔ァシサ スシクコウ ザコケ 杔ァゲコケ ジシクズウ

ゲザ 誘抵痏砉眵璈敕朞崤疰砉鶺せ スズケ ゲキケコザ ゲゴザ ゲゲザクコウ ズケケ ゲコザ ゲゲゴクズウ

ゲシ
誘抵痏砉眵璈築疰砉鶺せ
膅䇳篖筕忠跏塁䐢 ゲジジ コゲコ ゴザ ゲゲズクスウ コケケ ゲコ ゲケシクケウ

ゲジ
誘抵痏砉眵璈築疰砉鶺せ
膅䇳篖筕瀧跏塁䐢 ゲズス コザジ ザズ ゲコズクスウ コケケ ザジ ゲコスクザウ

ゲス 誘抵痏砉眵璈エ瀨磾磹䈎䅈鶺颱 ココ ゲジ 杔ァザ ジジクゴウ ゴケ 杔ァゲゴ ザシクジウ

ゲズ 縫コ59疰砉鶺颱膅芴苢䑺䐢 コシザ コスケ ゲザ ゲケザクジウ ゴケケ 杔ァコケ ズゴクゴウ

コケ
謄鶺颱
膅₁┬籗秇䈎筕窬箐籗バギゲザジ籗屎舮籗嫺
揜䐢

スキケコジ ザキサゴズ 杔ァコキザスス シジクスウ ジキスケケ 杔ァコキゴシゲ シズクジウ

コゲ Ů堠窗鶺颱膅崤使籗58使䐢 ズジケ ズケコ 杔ァシス ズゴクケウ ズザケ 杔ァサス ズサクズウ

ココ
㾮癮直鶺颱
膅藊蘤蛃蚜薁蚉蛁籗✂㉚夂籗爸にっ䐢 ゲケキケコゲ サキサスゴ 杔ァザキザゴス ササクジウ ゲケキケケケ 杔ァザキザゲジ ササクスウ

コゴ 㾮癮直鶺颱膅へ娵磹篖竴䈎礐篖秌䐢 ゲキコケコ ゲキサジケ コシス ゲココクゴウ ジケケ ジジケ コゲケクケウ

コサ 例使𦪌苨籗不o2ス𦪌苨鶺颱 ゲシ ゴ 杔ァゲゴ ゲスクスウ コケ 杔ァゲジ ゲザクケウ

コザ 曇朝溜沈膅漾鑒鶺せ籗怎㋼筮寤𤺋痮䐢 ゲキジゲジ コキスサケ ゲキゲコゴ ゲシザクサウ ゲキジケケ ゲキゲサケ ゲシジクゲウ

コシ 䅈穪箵䅈稸𥖧穖祲 ゲサキジゴズ ゲサキサスケ 杔ァコザズ ズスクコウ ゲゴキケケケ ゲキサスケ ゲゲゲクサウ

コジ ヴ ゲザジキケジス ゲザジキスシジ ジスズ ゲケケクザウ ゲザゴキシケケ サキコシジ ゲケコクスウ

邊ヴ邊ヴ邊ヴ邊ヴ
ん陵ん陵ん陵ん陵 コク璈へ璈娵璈把璈せコク璈へ璈娵璈把璈せコク璈へ璈娵璈把璈せコク璈へ璈娵璈把璈せ

シ



ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵 ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌ 檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 ヴき崢㏌ヴき崢㏌ヴき崢㏌ヴき崢㏌ ヴき署耨òヴき署耨òヴき署耨òヴき署耨ò

曚ふ曚ふ曚ふ曚ふ 曚ふ曚ふ曚ふ曚ふ ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝 ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝 ヴきヴきヴきヴき
ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵

膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢
ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵

膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢

ゲ 朝戻穵穖祲 ゴキケサコ コキケジザ 杔ァズシジ シスクコウ ゴキケスケ 杔ァゲキケケザ シジクサウ

コ 朝戻穵穖祲ォ嚔鴇オ コキスザケ ゴキジケコ スザコ ゲコズクズウ コキジスケ ズココ ゲゴゴクコウ

ゴ 朝戻穵穖祲䑺ォ誘抵痏砉眵鑚朝オ ズキスケゲ ズキシズス 杔ァゲケゴ ズスクズウ ズキジザケ 杔ァザコ ズズクザウ

サ 㽷瞤䁘痮穵穖祲 ザシシ サズス 杔ァシス ススクケウ シケケ 杔ァゲケコ スゴクケウ

ザ 磕篖稸礐磹秖篖禕穵穖祲 スケ ジザ 杔ァザ ズゴクスウ スケ 杔ァザ ズゴクスウ

シ 20穵穖祲ァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ゲゴケ ゲコケ 杔ァゲケ ズコクゴウ ゲサケ 杔ァコケ スザクジウ

ジ 椌璈ヴァ璈ォゲ蒦シオ ゲシキサシズ ゲシキゲシス 杔ァゴケゲ ズスクコウ ゲシキサゴケ 杔ァコシコ ズスクサウ

殭朝戻穵穖祲皕怎㋼痂絣癉瞟瞤賽襯疰ぎ𤺋瞤邊ヴん陵ゲ蒦シ癉便廋瘃矞璒

ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵 ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌ 檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 ヴき崢㏌ヴき崢㏌ヴき崢㏌ヴき崢㏌ ヴき署耨òヴき署耨òヴき署耨òヴき署耨ò

曚ふ曚ふ曚ふ曚ふ 曚ふ曚ふ曚ふ曚ふ ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝 ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝 ヴきヴきヴきヴき
ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵

膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢
ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵

膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢

ス 爸に畎┘鶺颱 ゲキジザス ジコシ 杔ァゲキケゴコ サゲクゴウ ゲキザケケ 杔ァジジサ サスクサウ

ズ 例使𥫱箛祊䈎𦪌苨鶺颱 ザズゴ ジケサ ゲゲゲ ゲゲスクジウ ザケケ コケサ ゲサケクスウ

ゲケ 不o2ス褻鶺颱膅𦪌苨䐢 ゲキケズコ ズシケ 杔ァゲゴコ スジクズウ ズケケ シケ ゲケシクジウ

ゲゲ ✂坎04窗鶺颱 ゴキゲザコ コキズゴザ 杔ァコゲジ ズゴクゲウ ゴキコケケ 杔ァコシザ ズゲクジウ

ゲコ 崤使Ů堠窗鶺颱 コキススス コキザザジ 杔ァゴゴゲ ススクザウ コキザザケ ジ ゲケケクゴウ

ゲゴ 爸㾮籗典04𥞴穖穪膅赱サ䐢 ケ ズゲサ ズゲサ

ゲサ 誘抵痏砉眵璈築疰砉鶺せァァォ䇳篖筕忠跏塁䐢 ザスサ ザサゴ 杔ァサゲ ズゴクケウ シケケ 杔ァザジ ズケクザウ

ゲザ 誘抵痏砉眵璈築疰砉鶺せァ膅䇳篖筕瀧跏塁䐢 ゲキゲゲゴ ゲキゲシゲ サス ゲケサクゴウ ゲキゲケケ シゲ ゲケザクザウ

ゲシ 築疰砉鶺せ膅𧄍蛁虀薁蛃蚇蘡蓱瀧跏塁䐢 コキゴスケ コキゴザジ 杔ァコゴ ズズクケウ ゴキケケケ 杔ァシサゴ ジスクシウ

ゲジ 築疰砉鶺せ膅𧄍蛁虀薁蛃蚇蘡蓱忠跏塁䐢 ケ スゴサ スゴサ

ゲス 築疰砉鶺せ膅Ů堠窗鶺颱籗㾮癮直䐢 ゲキザジス ゲキザコズ 杔ァサズ ズシクズウ ゲキシザケ 杔ァゲコゲ ズコクジウ

ゲズ 誘抵痏砉眵璈敕朞崤疰砉鶺せ ゲキズゴコ ゲキススス 杔ァササ ズジクジウ ゲキスザケ ゴス ゲケコクゲウ

コケ 敕朞崤疰砉鶺せ ゴキケザゲ ゴキジゲス シシジ ゲコゲクズウ ゴキザケケ コゲス ゲケシクコウ

コゲ 敕朞典疰砉鶺せ ゲジケ ゲスサ ゲサ ゲケスクコウ ゲスケ サ ゲケコクコウ

ココ 縫コ59疰砉鶺颱膅芴苢䑺䐢 コキゲスゲ コキザケザ ゴコサ ゲゲサクズウ コキゲゴケ ゴジザ ゲゲジクシウ

コゴ ネ疰砉鶺せ膅ネ不ズ途鶺颱䐢 ザキスゲゴ シキゲズス ゴスザ ゲケシクシウ シキサケケ 杔ァコケコ ズシクスウ

コサ 艽芴茇鶺颱膅赱サ䐢 ケ ゲキゴケゲ ゲキゴケゲ

コザ 典04耨鶺颱 ゲキザジズ シゴゴ 杔ァズサシ サケクゲウ ゲキザケケ 杔ァスシジ サコクコウ

コシ 20𥞴穖穪鶺颱 ズズシ ズシザ 杔ァゴゲ ズシクズウ ゲキケケケ 杔ァゴザ ズシクザウ

コジ Y稗鶺せ スゴザ サゲケ 杔ァサコザ サズクゲウ スケケ 杔ァゴズケ ザゲクゴウ

コス ✂⎬鶺颱籗㾮癮直癮鶺颱 サキゲケズ コキズザゲ 杔ァゲキゲザス ジゲクスウ サキゲゲシ 杔ァゲキゲシザ ジゲクジウ

コズ 殭璈彳57祊䇮箐 ゲササ ゲズザ ザゲ ゲゴザクサウ コケケ 杔ァザ ズジクザウ

ゴケ 椌璈ヴ璈ァ膅ス蒦コズ䐢 ゴザキズサス ゴシキゲシス ココケ ゲケケクシウ ゴシキシジシ 杔ァザケス ズスクシウ

ゴゲ 穵穖祲淋ヴ璈膅璈ジガゴケ䐢 ザコキサゲジ ザコキゴゴシ 杔ァスゲ ズズクスウ ザゴキゲケシ 杔ァジジケ ズスクシウ

ジ

邊ヴ邊ヴ邊ヴ邊ヴ
ん陵ん陵ん陵ん陵 ゴギゲク璈朝璈戻璈穵璈穖璈祲ゴギゲク璈朝璈戻璈穵璈穖璈祲ゴギゲク璈朝璈戻璈穵璈穖璈祲ゴギゲク璈朝璈戻璈穵璈穖璈祲

邊ヴ邊ヴ邊ヴ邊ヴ
ん陵ん陵ん陵ん陵 ゴギコク朝戻穵穖祲璈礥𥫣种𥮲篖鶺颱ゴギコク朝戻穵穖祲璈礥𥫣种𥮲篖鶺颱ゴギコク朝戻穵穖祲璈礥𥫣种𥮲篖鶺颱ゴギコク朝戻穵穖祲璈礥𥫣种𥮲篖鶺颱



ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵 ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌ 檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 ヴき崢㏌ヴき崢㏌ヴき崢㏌ヴき崢㏌ ヴき署耨òヴき署耨òヴき署耨òヴき署耨ò

曚ふ曚ふ曚ふ曚ふ 曚ふ曚ふ曚ふ曚ふ ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝 ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝 ヴきヴきヴきヴき
ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵

膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢
ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵

膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢

ゲ 椰鶺颱 ゲサゲキズゴコ ゲサスキケズシ シキゲシサ ゲケサクゴウ ゲササキゴケケ ゴキジズシ ゲケコクシウ

コ 「㌗鶺颱 シシキゴゴズ シジキザケス ゲキゲシズ ゲケゲクスウ シスキケケケ 杔ァサズコ ズズクゴウ

ゴ 盪鴈噪鶺颱 コズキケゴゲ コズキゲシサ ゲゴゴ ゲケケクザウ コズキケケケ ゲシサ ゲケケクシウ

サ 例使ベn鶺颱 ゲサキゲスザ ゲサキケゲゲ 杔ァゲジサ ズスクスウ ゲサキケケケ ゲゲ ゲケケクゲウ

ザ ズ本鶺颱 シズキシコス シスキスゲサ 杔ァスゲサ ズスクスウ シズキジケケ 杔ァススシ ズスクジウ

シ は本鶺颱 コザキシケコ コザキゲズケ 杔ァサゲコ ズスクサウ コザキシケケ 杔ァサゲケ ズスクサウ

ジ エ瀨磾磹䈎䅈鶺颱 ゲココ ゲゲジ 杔ァザ ズザクズウ ゲケケ ゲジ ゲゲジクケウ

ス 14馭把せォ旄餮オ ケ ケ ケ

ズ 椌姫ブ㌱80總┖着搨把せ ケ ケ ケ

ゲケ ヴ ゴサシキスゴズ ゴザコキズケケ シキケシゲ ゲケゲクジウ ゴザケキジケケ コキコケケ ゲケケクシウ

ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵 ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌ 檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 ヴき崢㏌ヴき崢㏌ヴき崢㏌ヴき崢㏌ ヴき署耨òヴき署耨òヴき署耨òヴき署耨ò

曚ふ曚ふ曚ふ曚ふ 曚ふ曚ふ曚ふ曚ふ ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝 ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝 ヴきヴきヴきヴき
ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵

膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢
ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵

膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢

ゲ 把爲せ贖鎬 ザキコサジ サキサジケ 杔ァジジジ スザクコウ ザキゴケケ 杔ァスゴケ スサクゴウ

コ 把爲せ贖鎬膅¹ぇ䐢 サスサ シズゲ コケジ ゲサコクスウ ザザケ ゲサゲ ゲコザクシウ

ゴ 曇朝溜沈ォ漾鑒奡¥オ サキゲゲケ サキザサジ サゴジ ゲゲケクシウ ザキケケケ 杔ァサザゴ ズケクズウ

サ f淋溜沈ォせ₂寤圍オ ゲキスコジ ゲキスズス ジゲ ゲケゴクズウ コキケケケ 杔ァゲケコ ズサクズウ

ザ
篊祲稸篖蘢ⅺゲ
膅敕朞崤疰砉籗珽䕺kヌ瀨Uの䐢 シゲ ゴゲ 杔ァゴケ ザケクスウ ザケ 杔ァゲズ シコクケウ

シ 篊祲稸篖蘢ⅺコ膅蕡蛁蘡蚜𦾔蛁薝っ䐢 ジザ コサケ ゲシザ ゴコケクケウ スケ ゲシケ ゴケケクケウ

ジ 彳57祊䇮箐膅礥𥫣种𥮲篖籗鴇絣せ₂零𥇥䐢 コ ゲ 杔ァゲ ザケクケウ ゴケ 杔ァコズ ゴクゴウ

ス ヴ ゲゲキスケシ ゲゲキスジス ジコ ゲケケクシウ ゲゴキケゲケ 杔ァゲキゲゴコ ズゲクゴウ

ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵 ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌ 檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 ヴき崢㏌ヴき崢㏌ヴき崢㏌ヴき崢㏌ ヴき署耨òヴき署耨òヴき署耨òヴき署耨ò

曚ふ曚ふ曚ふ曚ふ 曚ふ曚ふ曚ふ曚ふ ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝 ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝 ヴきヴきヴきヴき
ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵

膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢
ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵

膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢

ゲ 築熈姫艗𦪌䒑 ジゴケ ゴスコ 杔ァゴサス ザコクゴウ サスケ 杔ァズス ジズクシウ

コ 臤腓湧鶺せ ゴキゲザケ コキスシゲ 杔ァコスズ ズケクスウ ゴキサケケ 杔ァザゴズ スサクゲウ

ゴ ヴ ゴキススケ ゴキコサゴ 杔ァシゴジ スゴクシウ ゴキススケ 杔ァシゴジ スゴクシウ

邊ヴ邊ヴ邊ヴ邊ヴ
ん陵ん陵ん陵ん陵 サク璈旄璈餮璈把璈せサク璈旄璈餮璈把璈せサク璈旄璈餮璈把璈せサク璈旄璈餮璈把璈せ

邊ヴ邊ヴ邊ヴ邊ヴ
ん陵ん陵ん陵ん陵 ザク璈跖こ不璈籗璈忠逗把せザク璈跖こ不璈籗璈忠逗把せザク璈跖こ不璈籗璈忠逗把せザク璈跖こ不璈籗璈忠逗把せ

邊ヴ邊ヴ邊ヴ邊ヴ
ん陵ん陵ん陵ん陵 シク璈捩璈敕璈鴇璈把シク璈捩璈敕璈鴇璈把シク璈捩璈敕璈鴇璈把シク璈捩璈敕璈鴇璈把

ス



ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵 ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌ 檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 ヴき崢㏌ヴき崢㏌ヴき崢㏌ヴき崢㏌ ヴき署耨òヴき署耨òヴき署耨òヴき署耨ò

曚ふ曚ふ曚ふ曚ふ 曚ふ曚ふ曚ふ曚ふ ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝 ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝 ヴきヴきヴきヴき
ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵

膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢
ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵

膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢

ゲ 枕渼鴇絣忠逗把爲せ贖 ゴキゴズズ ザキケサゴ ゲキシササ ゲサスクサウ ゴキサスケ ゲキザシゴ ゲササクズウ

コ ブ㌱80總┖っX賽膅鴇絣せ₂䐢 ザキジコザ シキケコズ ゴケサ ゲケザクゴウ シキケケケ コズ ゲケケクザウ

ゴ 瀧め弸陋膅蹠餃揜弸陋䐢 サキジケゲ サキズゴズ コゴス ゲケザクゲウ サキジサケ ゲズズ ゲケサクコウ

サ Y暼鴇把莉棡膅G鼬ɚ謚蝠䐢 ゲキケケケ ゲキゲサケ ゲサケ ゲゲサクケウ ゲキケケケ ゲサケ ゲゲサクケウ

ザ Y暼鴇把莉棡膅湊㎏瘼痏謚蝠䐢 ゲキケシサ ゲキコササ ゲスケ ゲゲシクズウ ゲキゴケケ 杔ァザシ ズザクジウ

シ 䇮稛笯着搨弸陋 シ ココ ゲシ ゴシシクジウ ゴシ 杔ァゲサ シゲクゲウ

ジ 7諸弸陋ォ鴇絣せ₂オ ゲザザ ゲシコ ジ ゲケサクザウ ゲズコ 杔ァゴケ スサクサウ

ス 27856弸陋 シズゴ ザシゴ 杔ァゲゴケ スゲクコウ シスケ 杔ァゲゲジ スコクスウ

ズ 巉尤₂堙弸陋 ザジケ シコス ザス ゲゲケクコウ サスケ ゲサス ゲゴケクスウ

ゲケ 椌ヴァ膅ゲ蒦ズ䐢 ゲジキゴゲゴ ゲズキジジケ コキサザジ ゲゲサクコウ ゲジキズケス ゲキスシコ ゲゲケクサウ

ゲゲ 殺湊莉棡曦膅母ぁk豬䐢 ゴケキサゲシ ゴケキザケゲ スザ ゲケケクゴウ ゴコキジジザ 杔ァコキコジサ ズゴクゲウ

ゲコ 殺湊莉棡曦膅臤𦣪嘖豬峰䐢 ゴゴサ ゴケジ 杔ァコジ ズゲクズウ サケス 杔ァゲケゲ ジザクコウ

ゲゴ 殺湊莉棡曦膅臤篰鏤暼鑢峰䐢 ザサス サズザ 杔ァザゴ ズケクゴウ ザサケ 杔ァサザ ズゲクジウ

ゲサ 𥫣籞䈎膅母ぁk豬䐢 スキススジ ズキジズコ ズケザ ゲゲケクコウ ズキサケザ ゴスジ ゲケサクゲウ

ゲザ 𥫣籞䈎膅臤𦣪嘖豬峰䐢 スゲ スゴ コ ゲケコクザウ スサ 杔ァゲ ズスクスウ

ゲシ 𥫣籞䈎膅臤篰鏤暼鑢峰䐢 コシサ コスズ コザ ゲケズクザウ コザコ ゴジ ゲゲサクジウ

ゲジ 椌ヴァ膅ゲゲ蒦ゲシ䐢 サケキザゴケ サゲキサシジ ズゴジ ゲケコクゴウ サゴキサシサ 杔ァゲキズズジ ズザクサウ

ゲス 穪箛籞穪䇮篖穪膅瀧め䐢 ゲキゴゴザ ゲキゴケコ 杔ァゴゴ ズジクザウ ゲキサゲザ 杔ァゲゲゴ ズコクケウ

ゲズ 穪箛籞穪䇮篖穪膅朝戻穵穖祲䐢 ゲキザコゴ ゲキゴケズ 杔ァコゲサ スザクズウ ゲキザゲザ 杔ァコケシ スシクサウ

コケ 礐篖䅣筕箼秖籞膅瀧め䐢 サシズ ザコサ ザザ ゲゲゲクジウ サズケ ゴサ ゲケシクズウ

コゲ 礐篖䅣筕箼秖籞膅朝戻穵穖祲䐢 コゲス コゴシ ゲス ゲケスクゴウ コケザ ゴゲ ゲゲザクゲウ

ココ 礐篖竌箼篖穪箛籞穪䇮篖穪膅瀧め癮䀹䐢 スコ ズゴ ゲゲ ゲゲゴクサウ スザ ス ゲケズクサウ

コゴ 祊䈎窂僭仟膅磕箼䇳礥磹䈎直䐢 ズジサ ジズケ 杔ァゲスサ スゲクゲウ ゲキケケケ 杔ァコゲケ ジズクケウ

コサ 椌ヴァ膅ゲス蒦コゴ䐢 サキシケゲ サキコザサ 杔ァゴサジ ズコクザウ サキジゲケ 杔ァサザシ ズケクゴウ

コザ 𥫱䈎种籞賽X讙曦 コゴケ ゲジシ 杔ァザサ ジシクザウ ゲスケ 杔ァサ ズジクスウ

コシ 溜う宙黻膅把爲讙曦籗）澑㌪卽直䐢璈ァァ サケ ジジ ゴジ ゲズコクザウ ゴケ サジ コザシクジウ

コジ 林ⅺ蕽蚜藇蔥䕃讙曦膅臿讙曦䐢 ゴキコシサ コキスケゴ 杔ァサシゲ スザクズウ コキジシケ サゴ ゲケゲクシウ

コス 秇𥫣箛䇮篖穪 ズスサ スザゲ 杔ァゲゴゴ スシクザウ ズズザ 杔ァゲササ スザクザウ

コズ 椌ヴァ膅コザ蒦コス䐢 サキザゲス ゴキズケジ 杔ァシゲゲ スシクザウ ゴキズシザ 杔ァザス ズスクザウ

ゴケ 廝燒 ザキケズコ サキシサザ 杔ァササジ ズゲクコウ ザキサジサ 杔ァスコズ スサクズウ

ゴゲ 椌ヴァ膅ゴケ䐢 ザキケズコ サキシサザ 杔ァササジ ズゲクコウ ザキサジサ 杔ァスコズ スサクズウ

ゴコ 箐磾篖秖籗箐篖稸 ゴサキコサコ ゴコキシササ 杔ァゲキザズス ズザクゴウ ゴサキザゲケ 杔ァゲキスシシ ズサクシウ

ゴゴ 箐磾篖秖籗莵瘜澣瞤珀疆𤺋癁 ゴキゲスス ゴキケサケ 杔ァゲサス ズザクサウ ゴキザジケ 杔ァザゴケ スザクコウ

ゴサ 椌ヴァ膅ゴコ籗ゴゴ䐢 ゴジキサゴケ ゴザキシスサ 杔ァゲキジサシ ズザクゴウ ゴスキケスケ 杔ァコキゴズシ ズゴクジウ

ゴザ 淋璈璈璈ヴ ゲケズキサスサ ゲケズキジコジ コサゴ ゲケケクコウ ゲゲゴキシケゲ 杔ァゴキスジサ ズシクシウ

殭邊ヴん陵シ癮䇮稛笯着搨弸陋皕ゲ朝グゲシシケケ付𤩍ん陵コジ癮林ⅺ祊䈎稸筹籞讙曦皕ゲ朝グスケケ付癮二箆跏堙盨廸鍮

殭穪箛籞穪䇮篖穪膅廟̂籗ホ傜籗ホ嘆籗蘤蕯藙蛃籗蘡蕯藙籗蕑蚱𧄍䐢㿉𦾔蛁薼蛃虀蚱薟蛃䕃膅蕡蛁藘薁蛃蚇蚜籗ノ𦥯䐢砅邊ヴん陵ゲス籗ゲズ𤩍コケ籗コゲ癉35淋痮瘳邊ヴ

f璈璈ヴf璈璈ヴf璈璈ヴf璈璈ヴ スコゴキザゴジ スケジキゴサゲ 杔ァゲシキゲズシ ズスクケウ スコサキスジジ 杔ァゲジキザゴシ ズジクズウ

ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵ドゴケ烝燵 ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌檮縫烝崢㏌ 檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò檮縫烝柺ò ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 ヴき崢㏌ヴき崢㏌ヴき崢㏌ヴき崢㏌ ヴき署耨òヴき署耨òヴき署耨òヴき署耨ò

曚ふ曚ふ曚ふ曚ふ 曚ふ曚ふ曚ふ曚ふ ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝ビゲ烝ギドゴケ烝 ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝ビゲ烝臛ゴケ烝 ヴきヴきヴきヴき
ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵

膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢膅曚ふギヴき䐢
ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵

膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢膅曚ふグヴき䐢

ゲ ペ黻諭璈膅溜う嗹典豬䐢 サゲ ゴス 杔ァゴ ズコクジウ ゴス ケ ゲケケクケウ

ズ

邊ヴ邊ヴ邊ヴ邊ヴ
ん陵ん陵ん陵ん陵 ジク璈把璈爲璈崢璈禍璈宙璈黻ジク璈把璈爲璈崢璈禍璈宙璈黻ジク璈把璈爲璈崢璈禍璈宙璈黻ジク璈把璈爲璈崢璈禍璈宙璈黻

邊ヴ邊ヴ邊ヴ邊ヴ
ん陵ん陵ん陵ん陵 スク璈㾮璈癮璈直スク璈㾮璈癮璈直スク璈㾮璈癮璈直スク璈㾮璈癮璈直
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ĄĄĄĄ0""0""0""0""ツ颱€お採皿索旄抵æ←ツ颱€お採皿索旄抵æ←ツ颱€お採皿索旄抵æ←ツ颱€お採皿索旄抵æ←"""" """"

"

"*3+"着搨諭旄宙黻嘆徑抵" 痛藁匹烝燵0ǘ嘖廟嚔殺刮抵た埼昨æ←"

痛藁匹烝 33 鏤 43 蹙削椻滿p珽隰滲埼⊕撒参冴殺刮抵た削採哉崎腰把爲崢禍使

吊き筮寤曦摩歳æ←裁冴甑"

窪㌳巠里索æ←kŻ"

坤10刮把廟尤⊕湊ヴき昨流三04札削肴哉崎墾"

Ǹ把爲崢禍使吊き筮寤曦摩" ÿ滿" 彳Ⅷ"

"

"""" """"*4+"0ǜǹ嘖㌘PpF熕出ワ旄抵"

" " " 痛藁4烝4鏤削採済作撒屍式誌始識斯自璽鴫実斯辞執止執祉実埼⊕撒参冴旄△

邊抵削採哉崎腰把せ使鶺颱ゼ昨へ佻歳æ←裁冴甑"

窪㌳巠里索æ←kŻ"

坤㌘Pp把爲咲采三テ嗹削採砕傘Ęŕď鶺颱昨Qw墾"

Ǹ把せ使鶺颱ゼ" F熕鶺颱臘澑" 櫟鑚" 48Ⅷ"

"

""""

ĽĽĽĽḿブ㌱80總┖質歳珊質14馭着搨腰把爲崢禍っ削逃傘邊里儕æ宙黻ḿブ㌱80總┖質歳珊質14馭着搨腰把爲崢禍っ削逃傘邊里儕æ宙黻ḿブ㌱80總┖質歳珊質14馭着搨腰把爲崢禍っ削逃傘邊里儕æ宙黻ḿブ㌱80總┖質歳珊質14馭着搨腰把爲崢禍っ削逃傘邊里儕æ宙黻""""

""""

" "" "" "" " ブ㌱80總┖質歳珊質14馭昨着搨碕蹣鑢æコ腰蹣鑢汲₂腰細晒削把爲崢禍削輸際傘"

p不昨w靭鯖îゖ燦p褊昨έ┦削塡裁采提彩傘冴薩腰㌘Pp質滲か闌質諭澑抵腰拇

朝嗹典腰罪昨直輸逃㎏輸っ碕’蟷裁崎邊里儕æ宙黻削流三04珊坂甑"

"

*3+"Ş鏤" 廟嚔瀧貽坤じ友數斯実識殺湊墾昨曚跖θ14馭着搨宙黻ユ襯〝耨宙黻χ"

㌘Pp14馭着搨拇朝’25誘た抵昨G鼬ɚ作謚蝠㌱湊削皿三じ友數斯実識夢襯

㌱湊燦曚跖裁冴甑"

"

*4+14馭着搨溫戻坤14馭着搨⇦尣姿而執時実執墾"

Ť鏤 47 蹙削輸逃㎏輸碕’蟷昨雑碕腰㌘Ppî宙鯖pた抵た摩昨←豢腰p煬 3

艹p褊次実識埼昨歯資識寨1/5腰p褊熏寢埼昨⇦尣姿而執時実執燦⊕哉腰式実児鴫

紫詞っ燦盆漱裁崎腰熏采p褊匙昨邊里儕æ燦⊕榊冴甑θ㌘Pp質違ヶ滲質㌘Pp

14馭着搨拇朝’25誘た抵碕蒜柏χ"

"

*5+"Ť鏤坤歳珊瘧坎鏤戻墾削採砕傘㌱湊"

輸逃㎏輸匙腰治旨祉実腰歯執児鴫紫詞っ燦盆漱裁冴甑"

"

*6+"痛藁匹烝燵㌘Pp7諸誘た抵f抵昨明柏"

㌘Pp7諸誘た抵朔腰蹙鑚檮歳珊誘抵㌘Pp謚使里索14馭着搨抵㌘Pp謚使燦

瀕搾傘疆テ嗹歳曚跖端典碕作三腰刄諸着搨燦端¥ɚ削腰烋耨 38 烝 7 鏤削こコ細

参腰Q圻腰⊕譏腰10︸な腰旄餮輸逃k里索爾旨思璽林1/6作鷺 65 ㎏輸昨抵佻埼├
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耨細参崎哉傘甑"

輪誘た抵埼朔腰刄諸削締妻把爲藴朿燦㏌晒際冴薩削把爲崢禍堙削嫻咲采搨諸儁

巠鯖旄餮姫ヘブ癨昨刄諸搨溺檮九削流三04珊埼哉傘甑"

痛藁匹烝燵朔腰Ş鏤 45 蹙削違ヶ滲昨㌘P仔実飼執式獅実詞質試雌削崎f抵燦

明柏裁げĄ肴昨抵佻㎏輸栽晒㌱湊w靭寤櫓昨癆腰疆抵弝儁質庁楯彳旄彳旄㾱諭旄

€お脉Y潰讙藪昨珽㌍ゝ敕菱ブ削斎）㌳燦哉冴坂哉冴甑"

"

>疆テ嗹昨流04不杞ś"

窪烋耨 4; 烝燵昨f抵削採哉崎腰坤0琢刄諸搨溺癒戻*癒娵+燦こ暼際傘殺湊昨

寨明墾燦ゃた裁腰㌘Pp鴇把諭₂使摩腰㌘Pp滲摩抵摩里索㌘Ppか闌抵摩匙昨

ギネ腰狸索削p不ǜǖ滲か闌摩匙貭鎬削皿三ギネ裁擦裁冴歳腰祭昨祭碕燦溜砕崎腰

轅烝燵朔腰輪ゃた昨禍蓁燦:ィ際傘琢栽晒仔執師実詞ツ颱燦曚跖裁擦裁冴甑擦冴

鑚烝燵雑腰琢ぇ殺湊昨禍蓁碕謦塡把爲崢禍堙昨跖⊕削締妻滲か闌昨貉坿不7諸昨

曚跖w靭削肴哉崎臺蜉際傘冴薩腰仔執師実詞ツ颱燦曚跖裁擦裁冴"

 

窪烋耨 46 烝燵栽晒秒裴朗かコɔ滿椌旄餮癒娵燦搨諸示視識坿癒碕裁崎坤緖諸

尤1/6抵蘿禍寺竺施史屍詞墾宙黻燦曚跖裁崎哉擦際甑祭昨寺竺施史屍詞朔疆穂朔 8

烝戻昨着暼埼裁冴歳腰6烝戻獪摩裁崎痛藁ǚ烝燵擦埼腰旄餮腰坿娵鯖 RVC 碕祉使

仔紫寺裁崎坤緖諸尤1/6抵昨曚Q墾燦蘿禍際傘跏塁碕裁崎採三擦際甑 

 

θ流04不杞χ 

質"RVC腰林G汲抵埼昨）㌳抵質粤コ凋蜃抵昨曚跖"

質"緖諸尤削輸際傘仔執師実詞ツ颱"

質"坿匹昨⊕宙θ敕鷺雑始実誌飼識腰[CGUG 哉済哉済司四実屍っχ埼昨歯資識"
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彌采昨へ佻*獪冊 :; 隣+歳理盆裁冴甑"



烝 鏤 蹙 不杞 寢脉
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ズ コザ 14馭着搨抵⇦尣䄅筹篖笪籞篖 p褊熏寢

ゲケ サ 0シケ嘖朝戻穵穖祲旄抵旄△彳抵籗脉不寤櫓抵 蕑蛁藇𦾔蕡薟蛃蛁薁蛃諭₂𦿶蛁薼䕃ゴ艹蕽蚜藇蔥䕃蚜䕃蘼
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ココ 痛藁匹烝燵璈芴𦪌䑺烝鑽ツ豺𥞴筿窂籞膅芴𦪌䑺饅瑟抵1/6䐢 竌祘箼㈫か膅違ヶ滲䐢
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ペ黻牴鯔P薺箆黻k癉檮瘃矞€毒抵 ㌘Pペ黻謚蝠𥞴篖稛籞膅違ヶ滲䐢
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膅臽䐢璈彳抵籗抵た籗€毒抵籗㾮癮直⊕宙膅p弸䐢膅臽䐢璈彳抵籗抵た籗€毒抵籗㾮癮直⊕宙膅p弸䐢膅臽䐢璈彳抵籗抵た籗€毒抵籗㾮癮直⊕宙膅p弸䐢膅臽䐢璈彳抵籗抵た籗€毒抵籗㾮癮直⊕宙膅p弸䐢

ザ

ス

ジ

シ

ビゲ

ドゴゲ サ

ゲザ



烝 鏤 蹙 不杞 朝豬 寢脉

膅臽䐢璈彳抵籗抵た籗€毒抵籗㾮癮直⊕宙膅p弸䐢膅臽䐢璈彳抵籗抵た籗€毒抵籗㾮癮直⊕宙膅p弸䐢膅臽䐢璈彳抵籗抵た籗€毒抵籗㾮癮直⊕宙膅p弸䐢膅臽䐢璈彳抵籗抵た籗€毒抵籗㾮癮直⊕宙膅p弸䐢

ゲゲ 痛藁匹烝燵ァ枕畑⇐ブ秇籞竌䅈㎏1は燈跖こィ暼曚妙ノ潰kシ軛抵 ゲ 陬庁楯

ゲコ 疰砉瘧坎廟嚔彳抵籗輸’抵た ゴ 粽掀p

ゲサ コケゲズ烝燵璈朝戻穵穖祲把せ筮寤っX莉棡廂€毒抵 ゲ 彳悗燔

コゲ 0サズ嘖蹙鑚⒅尤咏疰砉鶺せ旄抵池渝坿跏抵里皨臘澑€毒抵 ゲ 韴姫歹p

コス 58使Ů堠窗鶺颱€毒抵膅嘆㊏禴籞䅈䐢膅廟嚔枕畑⇐ブ嗹典’淋抵䐢 ゲ 陬庁楯

コケ コケゲズ烝燵朝戻穵穖祲把せ梵魔諭ィ暼ぼ滽 コ 陬庁楯

コジ 蹙鑚諭澑抵ィ暼ペ黻諭璈ブ㉙€毒抵 ゲ 樸樅p

コ 0サケ嘖ァ蹙鑚ケ▕旄抵旄△彳抵 サ 陬庁楯

ゴ 0ココ嘖ァ蹙鑚磕箼䇳𥞴箐竨籞旄抵旄△f抵 ゴ 03樸p

58使Ů堠窗鶺颱€毒抵膅嫻3/10禴籞䅈䐢膅廟嚔枕畑⇐ブ嗹典’淋抵䐢 ゲ 陬庁楯

0ザス嘖蹙鑚F熕出ワ旄抵f抵膅52鑢彳抵䐢 ゲ 樸樅p

0コジ嘖蹙鑚⒅尤咏輸’旄抵溫戻膅ニヅヅヘコケゲズヌバッテ䐢 ゴ 鰭爍p

0シサ嘖着搨諭旄宙黻蘿禍廟嚔彳抵 サ 椻滿p

コゴ コケゲズ烝ィ暼盪鴈鶺颱臘澑テ耨€毒抵籗ユ駟鍮赱€毒抵 ゲ 陬庁楯

コサ 0コサ嘖ベn𦪌苨梵魔ィ暼臘澑鍮赱）80抵 ゲ 彳悗燔

ゲコ シ 0シケ嘖蹙鑚ヌE̊旄抵旄△邊抵膅蒦ス蹙䐢 ゲ 彳悗燔

ゲ コザ 築59Ů堠窗せ贖）80抵 ゲ 03樸p

シ 廟嚔黻妙€毒抵膅蒦ジ蹙䐢 コ 54槖p

蹙鑚f淋把せ旄抵0サス嘖彳抵
蹙鑚諭澑抵ィ暼璈ペ黻諭奉燵莉暼€毒抵膅蒦ス蹙䐢

ゲ 陬庁楯

0コジ嘖蹙鑚𦪌苨鶺せ旄抵旄△邊抵 コ 陬庁楯

ゲゴ 0ゲゴ嘖痱砉ヌせ贖臘△€毒膅蒦ゲサ蹙䐢 ゲ 4/11怡滿p

ゲサ ヌ疰砉𦪌苨鶺せィ暼臘澑）80抵 ゲ 陬庁楯

ゴ

ズ

ゲシ

コゲ

ジ

ビゲ

ビコ コ

ゲゲ

ゲケ

ゲシ



膅𦣪䐢把爲崢禍）㌳ァ籗ァ莉棡黻妙

鏤鏤鏤鏤 不璈璈璈璈璈璈璈璈杞不璈璈璈璈璈璈璈璈杞不璈璈璈璈璈璈璈璈杞不璈璈璈璈璈璈璈璈杞 端璈璈柏膅抵璈寢䐢端璈璈柏膅抵璈寢䐢端璈璈柏膅抵璈寢䐢端璈璈柏膅抵璈寢䐢 ）璈璈澑）璈璈澑）璈璈澑）璈璈澑

臽鏤

遊徉淀か鍮ブ鴇つ悄磽抵暼刀抵Y慕）や
瓖臤𦣝𦣝遁𤹪睘跳つギ瞢瘘脽磕篖稸礐磹秖篖禕癉瘨畱瘳瓘
蒦把爲梹和癮獪蹄蒦

遊徉淀か鍮ブ鴇つ悄磽抵
膅㌘Pp把爲瘼痀瞤テ嗹䐢

襯姙焜冏抵摩

舄鏤
瀧めテ嗹堙朝㌘P40瞢歹テ嗹へ佻€毒
瓖椑裘姙苗囮帝昬蹙廟典€毒膅典本印暼籗殺湊曚臘莉棡䐢瓘

瀧めテ嗹堙朝㌘P40瞢歹テ嗹
膅違ヶ滲コ滲褊典テ昬䐢

殺湊莉棡曦
餃揜莉棡曦

𦧝蒦ゲコ
鏤

ガ淀か褊把爲讙曦
瓖把爲瘼痀瞤讙曦瓘杇𤺋瞤瘓畱杇砅瘨痀矞ゴ篪鏤稸筹箵篖秖讙曦

ガ淀か痺寢把爲謚蝠ゼ
膅㌘Pp把爲瘼痀瞤テ嗹䐢

殺湊莉棡曦
餃揜莉棡曦
鴇把莉棡曦
わ傍曦

舙鏤
違ヶ朸爛❖墓脉へ佻把爲っX）80抵
瓖把爲梹和癮獪蹄癉塁痏瘓殺湊癮曚6癉瘨畱瘳膅）57籗箵穖䅈篖䐢瓘

違ヶ朸爛❖墓脉
膅違ヶ朸爛❖墓脉䐢

殺湊莉棡曦

ゲケ𤩍ゲゲ
鏤

㌘P稛磹筁䅈筮寤ア瓖瞢痀瞢瓘
穟籞䇳舢コ`瘃埰把爲瓖痝矟㽷瞢廸疌矞ブ㌱80總瓘

㌘P稛磹筁䅈
膅筮寤ア瓖瞢痀瞢瓘璈ぇ宙蚣Ó䐢

餃揜莉棡曦
殺湊莉棡曦

ビコク臤
礐竴礐筁㌘P箐秖礥箆㌳璈瓖ピラチンユフナノテ瓘礥穪窂癮bド曦禴籞窂籞
穟籞䇳舢䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁着搨

紃礐竴礐筁㌘P 鴇把莉棡曦

ゲゴ
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８８８８. . . . 令和元令和元令和元令和元年度年度年度年度    施設および機器整備事業施設および機器整備事業施設および機器整備事業施設および機器整備事業        

    

（１）  施設整備 

① プレハブ倉庫設置（ユニット休憩室） 

② 本館全フロア LED 導入施工 

 

（２） 車輌購入 

  ① 普通自動車（日産ノート）             １台【事業管理課】 

  ② 軽自動車（日産デイズ）              １台【事業管理課】 

 

（３） ソフトウェア 

  ① 健診基幹システム Ｈellseher Ｎext                １式【情報管理課】 

  ② 健診ステーションバージョンアップ           １式【 放射線課 】  

  ③ 日立臨床検査システム                １式【検 査 課】 

  ④ 特定保健指導システム追加ライセンス         ２式【健康増進部】 

 

（４） 検査機器購入 

  ① システム生物顕微鏡                ２台【検 査 課】 

  ② 糖化度測定器                   １台【検 査 課】 

  ③ 電子血圧計                    ５台【保健看護課】 

  ④ 有酸素運動器具（コードレスバイク）        ３台【健康増進部】 

 

（５） 什器備品購入 

  ① 高速デジタル印刷機                １台【業務管理課】 

  ② 採血管準備装置（BC－ROBO）            １台【検 査 課】 

  ③ マンモ読影用 PACS クライアントＰＣ         ２式【 放射線課 】 

  ④ ノート型パソコン                ２１台【各 部 署】 

  ⑤ デスク型パソコン                 ４台【各 部 署】 


