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皖昨彦裁燦コ在刀烝〛三昨Ⅷ畑w靭碕作榊冴歳腰縫湧昨モ阪Ů札燦癆湧埼莊哉

琢砦傘削朔溜砕評参姿而歯斯至伺昨妻彩栽晒雑噤飫埼再三腰詩紫屍把せ燦蘰彩

傘麦塁雑再榊冴宙栽晒腰詩紫屍廟典碕裁崎朔 36.9;3 朝埼縫烝燵皿三 3.599 朝㏌

棍腰縫烝燵柺 ;307⊠腰ヴき削檮裁崎朔 3.62; 朝㏌棍腰ヴき署耨コ ;305⊠埼再榊

冴甑"

" 超烝燵朔腰Ľ烝鮭三削詩紫屍怎㋼賽襯昨謦暼燦⊕哉腰鎮塡燈駟尤燦曚跖裁ǖ朝

再冴三㋼ん3.222 昨邑燈仔紫寺埼曚跖裁冴祭碕栽晒率D昨爾使試旨歳鏘椌沪削

舅彩傘祭碕歳埼済冴"

会" 朝戻詩紫屍士寺斯辞執鶺颱"

" 朝戻詩紫屍士寺斯辞執鶺颱朔彌疸作鶺颱奡¥埼曚跖裁崎哉傘甑宙縫削=沈際

傘騁不←削煮履視実祉鯖烝䕺質磽慕燦雑碕削曇骨削睛載冴鶺颱燦坤採際際薩鶺颱墾

碕裁崎←1/5裁腰跚削作傘┘w削淋撒在崎士寺斯辞執鶺颱燦9盆際傘宙削皿三細

晒削髭曚裁冴不杞埼溜せ埼済傘祭碕栽晒G鼬ɚ削溜せò塁琢削塁砕流三04珊埼

哉傘甑"

痛藁ǘ烝燵朔ネ不ズ途鶺颱鯖Ŕč鶺颱作鷺昨賽襯謦暼燦⊕榊冴甑士寺斯辞執

鶺颱廟典昨曚ふ朔腰54.2;: 朝埼縫烝燵皿三 6.292 朝㏌棍腰縫烝燵柺 ::.9⊠腰ヴ

き削檮裁崎朔 5.:24 朝㏌棍腰ヴき署耨コ朔 :;06⊠埼再榊冴甑"

"

*6+" 旄餮把せ"

旄餮把せ埼朔腰旄餮鴇把晧廟堙削嫻咲采腰椰鶺颱腰盪鴈噪鶺颱腰ズ本鶺颱腰

は本鶺颱腰14馭鶺せθ例使ヵnχ削盆彩腰「㌗鶺颱昨曚跖碕㋐燵っX昨塁琢削

昧薩冴甑"

痛藁ǘ烝燵朔腰旄餮鴇把晧廟堙昨サ朋埼暼薩晒参崎哉傘ǜ鏤栽晒Ľ鏤昨曚跖

歳埼済剤腰Ś鏤栽晒ǖǹ鏤削栽砕崎鶺颱蹙91燦冨燵ヴき裁腰察拶廟蹙91燦曚跖

際傘祭碕歳埼済冴歳腰刀烝林旄餮燦溂嘖裁崎曚跖燦際傘腰雑参鶺颱昨蹙91擦埼

朔ヴき埼済剤腰跖こ不燦騁不際傘雑盪鴈噪鶺颱腰14馭鶺せθ例使ヵnχ腰ズ本鶺

颱埼朔㏌棍碕作榊冴甑擦冴腰「㌗鶺颱昨㏌棍朔腰鶺颱檮ょ旄烝昨廸鍮歳再榊冴

旄餮削皿傘㏌棍碕作傘甑"

旄餮把せ廟典昨曚ふ朔腰572.83; 朝埼縫烝燵皿三 4.5;7 朝㏌棍腰縫烝燵柺

;;05⊠腰ヴき削檮裁腰4.833 朝㏌棍腰ヴき署耨ò ;;05⊠碕作榊冴甑" " " " "

"

*7+" 跖こ不把せ採皿索忠逗把せθ冨鶺颱質㋐枌鶺颱っχ"

把爲せ贖鎬朔腰禍旄質楷へ埼ǚ鏤がĄ鏤削栽砕崎鏘雑彌采溜せ碕作傘歳腰赱夂

思竺試糂韆┘荐彳削皿傘ǜがĄ鏤昨疆把せ止執祉実帝黻削皿三Ľ鏤通渗昨溜せ

溜評参碕作榊冴祭碕埼縫烝燵皿三 3.75; 朝㏌棍甑擦冴腰曇朝溜沈θ漾鑒奡¥χ腰

f淋溜沈θせ₂寤圍χ雑輪┦削㏌棍碕作榊冴甑跖こ不質忠逗把せ廟典昨曚ふ朔腰



 /"7"/"

;.875 朝削檮裁腰縫烝燵皿三腰4.487 朝㏌棍腰縫烝燵柺 :302⊠腰ヴき削檮裁 5.329

朝㏌棍腰ヴき署耨ò 9709⊠碕作榊冴甑" "

"

*8+" 捩敕鴇把"

曇慕蘢ⅺ埼昨曚跖碕作傘築熈姫żŔČ蘢ⅺ昨曚ふ朔 334 朝埼腰縫烝燵皿三 3;2

朝㏌棍碕作榊冴甑㏌棍昨ギ嗽碕裁崎朔腰赱夂思竺試司使識旨糂韆┘荐彳昨痣壚燦

溜砕腰林滲か闌昨檮睛歳揭采作三檮ょk匙昨〛î歳濁友便坂榊冴祭碕歳i彩晒

参傘甑瀧腓湧鶺せ削肴哉崎雑腰Ą鏤質Ş鏤碕着暼裁崎哉冴箆甍把せ歳a磧宙絣昿

ヮ昨æ痛燦溜砕嘆溺碕作榊冴祭碕埼腰曚ふ 4.68: 朝腰縫烝燵皿三 5;5 朝㏌棍碕

作榊冴甑"

"

ǚ" 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堙腰採皿索㋐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"

把爲崢禍昨端ギ宙黻昨ǖ肴埼再傘枕渼鴇絣忠逗把爲せ贖朔腰赱夂思竺試司使

識旨糂韆搨溺削皿傘倻濟宙絣昿ヮっ削皿三詩紫屍鯖へ娵把せ歳モ阪Ů珊坂痣壚

削皿三枕渼忠逗把せ檮ょ昨朝豬雑㏌棍裁冴祭碕栽晒腰琢湧鑢昨察碕珊鷺昨鏤朔

縫烝柺削檮裁崎爾使試旨碕作榊冴甑罪昨癆詩紫屍鯖へ娵把せ歳嘖皖嫻ツ削塁栽

哉腰癡骨削枕渼忠逗把せ檮ょk豬雑崢彩腰擦冴襯44僭宙鯖㌘P私使師執作鷺昨彳

旅吊黻匙溜せ娘恂甓尤裁冴祭碕削皿三腰32 鏤通渗昨際冊崎昨鏤埼朔縫烝燵曚ふ

燦琢嘖三腰痛藁ǘ烝燵曚ふ朔 7.327 朝埼縫烝燵皿三 84 朝昨崢盆腰縫烝燵柺

32304⊠腰ヴき削檮裁崎朔 8;7 隣昨㏌棍腰署耨ò朔 ::02⊠埼再榊冴甑"

ブ㌱80總┖っX賽弸陋朔腰ǘ烝戻昨鑢戻▕嫡碕思竺試昨痣壚削皿三瀧め弸陋

匙勉三鏥撒傘笊k歳崢彩冴祭碕腰罪祭削赱サ笊k歳磔妻皿妻削評榊崎祭作冴栽

榊冴冴薩腰痛藁ǘ烝燵朔廟崎昨鏤埼縫烝柺爾使試旨碕作三腰痛藁ǘ烝燵曚ふ朔

6.;8: 隣埼檮縫烝柺 3.283 隣昨㏌棍腰署耨ò朔 :406⊠腰ヴき削檮裁崎朔 3.254 隣

昨㏌棍腰署耨ò朔 :40:⊠埼再榊冴甑"

殺湊莉棡跖こ埼朔腰思竺試昨痣壚埼母ぁ蘰彩っ削皿三腰縫烝燵皿三 32.745 隣

昨㏌棍腰寺実識埼朔 4.864 隣㏌棍坂榊冴甑鹿司執施宙黻埼朔思竺試糂韆搨溺檮九

削皿傘瀧め母ぁ曠昨奉沪鯖濂豬昨た椌っ削皿三腰鹿執糸暼慼朔 35.938 慼碕腰縫

烝燵皿三 3:.;4: 慼昨㏌棍碕作榊冴甑"

把爲崢禍宙黻廟典昨曚ふ淋ヴ朔腰:7.726 朝埼腰縫烝燵削檮裁崎 46.445 朝昨㏌

棍腰縫烝燵柺 990;⊠腰ヴき削檮裁崎朔 56.875 朝㏌棍腰ヴき署耨ò朔 9304⊠埼再

榊冴甑"

"

ǜ" ペ黻諭昨憖う"

" ペ黻諭昨溜う宙黻朔腰5: 宙黻脉θっX朝豬Ź獪冊㋼ 42.222 朝χ溜う宙黻脉豬

削朔彳済作廸湊朔作栽榊冴甑"

"

"

"



痛藁𦣪烝燵璈宙黻曚ふ膅鶺颱朝豬䐢痛藁𦣪烝燵璈宙黻曚ふ膅鶺颱朝豬䐢痛藁𦣪烝燵璈宙黻曚ふ膅鶺颱朝豬䐢痛藁𦣪烝燵璈宙黻曚ふ膅鶺颱朝豬䐢

ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵 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 ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵 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 ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝 ビコ臛ビゲビコ臛ビゲビコ臛ビゲビコ臛ビゲ ヴきヴきヴきヴき
ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵

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
ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵

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 瓺邊嗹𤭯
璈Y暼把せ籗瀧め把せァ膅嚔鴇籗摩梹把せっ䐢 コケキズゴザ ゲゲキゴケサ 杔ァズキシゴゲ ザサクケウ ココキケケケ 杔ァゲケキシズシ ザゲクサウ

コ 瓺邊嗹𤭯
璈Y暼把せ膅1/6抵鴇絣◇膽揜k䐢 ゲキズズジ ゲキシササ 杔ァゴザゴ スコクゴウ コキジケケ 杔ァゲキケザシ シケクズウ

ゴ 椌ヴ膅ゲ蒦コ䐢 ココキズゴコ ゲコキズサス 杔ァズキズスサ ザシクザウ コサキジケケ 杔ァゲゲキジザコ ザコクサウ

サ 瓺曇慕𤭯
璈Y暼把せ籗瀧め把せァ膅嚔鴇籗摩梹把せっ䐢 ズサコ スザシ 杔ァスシ ズケクズウ ゲキケケケ 杔ァゲササ スザクシウ

ザ 瓺曇慕𤭯
璈Y暼把せ膅1/6鴇◇膽揜k䐢 サケシ サゲザ ズ ゲケコクコウ ザケケ 杔ァスザ スゴクケウ

シ 椌ヴ膅サ蒦ザ䐢 ゲキゴサス ゲキコジゲ 杔ァジジ ズサクゴウ ゲキザケケ 杔ァココズ スサクジウ

ジ ヴ コサキコスケ ゲサキコゲズ 杔ァゲケキケシゲ ザスクシウ コシキコケケ 杔ァゲゲキズスゲ ザサクゴウ

ス 璈14馭鶺せ ゲキケズコ ザゴジ 杔ァザザザ サズクコウ ゲキコケケ 杔ァシシゴ ササクスウ

ズ 璈14馭鶺せ籗ヌ疰砉鶺せ膅忠裴ジ痣鶺颱䐢 ゲジキズゲゴ ズキシジケ 杔ァスキコサゴ ザサクケウ ゲズキケケケ 杔ァズキゴゴケ ザケクズウ

ゲケ 璈ヌ疰砉鶺せ膅冂┴鶺颱䐢 ココサ ゲゴシ 杔ァスス シケクジウ ゴケケ 杔ァゲシサ サザクゴウ

ゲゲ 璈ネ疰砉鶺せ ザキコスゲ ゴキゲジケ 杔ァコキゲゲゲ シケクケウ シキケケケ 杔ァコキスゴケ ザコクスウ

ゲコ 璈彳57疰砉鶺せ ゲザキズサザ スキサゴゴ 杔ァジキザゲコ ザコクズウ ゲシキケケケ 杔ァジキザシジ ザコクジウ

ゲゴ 璈敕朞崤疰砉鶺せ シキゲスジ ゴキココサ 杔ァコキズシゴ ザコクゲウ シキザケケ 杔ァゴキコジシ サズクシウ

ゲサ 璈敕朞典疰砉鶺せ シ コ 杔ァサ ゴゴクゴウ ゲケ 杔ァス コケクケウ

ゲザ 璈築疰砉鶺せ膅𧄍蛁虀薁蛃蚇蘡蓱鶺颱籗㾮癮直䐢 ゴキシザス ゲキスザケ 杔ァゲキスケス ザケクシウ サキケケケ 杔ァコキゲザケ サシクゴウ

ゲシ 璈築疰砉鶺せ膅Ů堠窗鶺颱籗㾮癮直䐢 ゲキジサゲ ゲキケササ 杔ァシズジ シケクケウ ゲキズケケ 杔ァスザシ ザサクズウ

ゲジ 璈エ瀨鶺颱 ズサコ ザズゲ 杔ァゴザゲ シコクジウ ズケケ 杔ァゴケズ シザクジウ

ゲス 璈爸枌燵鶺颱 ゴスズ ココス 杔ァゲシゲ ザスクシウ コザケ 杔ァココ ズゲクコウ

ゲズ 璈㾮癮直鶺颱膅9盆奡¥籗例使ツフっ䐢 ゴキサゲケ ゴキザスズ ゲジズ ゲケザクコウ シキザケケ 杔ァコキズゲゲ ザザクコウ

コケ 璈縫コ59疰砉鶺颱膅芴苢䑺䐢 ゲキゴケゲ ゲキケズケ 杔ァコゲゲ スゴクスウ ゲキサケケ 杔ァゴゲケ ジジクズウ

コゲ 璈ド✂鶺颱 ゲケキザシザ ザキスゴコ 杔ァサキジゴゴ ザザクコウ ゲゲキザケケ 杔ァザキシシス ザケクジウ

ココ 璈盪鴈噪鶺颱 ゲザキケズジ ズキゴサケ 杔ァザキジザジ シゲクズウ ゲシキコケケ 杔ァシキスシケ ザジクジウ

コゴ 璈‹熹鶺颱 シキスケサ サキジケズ 杔ァコキケズザ シズクコウ ジキザケケ 杔ァコキジズゲ シコクスウ

コサ 璈曇朝溜沈膅漾鑒鶺せ籗怎㋼筮寤𤺋痮䐢 ゲケキゲサコ シキシジシ 杔ァゴキサシシ シザクスウ ゲシキケケケ 杔ァズキゴコサ サゲクジウ

コザ 淋ヴ ゲコサキズジジ シゲキゴズコ 杔ァシゴキザスザ サズクゲウ ゲサゲキゴズケ 杔ァジズキズズス サゴクサウ

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
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ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵 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 ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵 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 ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝 ビコ臛ビゲビコ臛ビゲビコ臛ビゲビコ臛ビゲ ヴきヴきヴきヴき
ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵

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
ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵

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 璈瀧め把せ璈瓺箆甍𤭯 サズキザスゲ ゴズキコザゲ 杔ァゲケキゴゴケ ジズクコウ サスキゴケケ 杔ァズキケサズ スゲクゴウ

コ 璈ブ㌱80總┖着搨把せ膅誘抵痏砉眵䐢璈瓺箆甍𤭯 ジキケジケ スキゲジズ ゲキゲケズ ゲゲザクジウ ジキゲケケ ゲキケジズ ゲゲザクコウ

ゴ 椌ヴ膅ゲ蒦ゴ䐢 ザシキシザゲ サジキサゴケ 杔ァズキココゲ スゴクジウ ザザキサケケ 杔ァジキズジケ スザクシウ

サ 璈瀧め把せ璈瓺跖こ不𤭯 ゲゲキスズズ ゲゴキザゴシ ゲキシゴジ ゲゲゴクスウ ゲコキケケケ ゲキザゴシ ゲゲコクスウ

ザ 璈ブ㌱80總┖着搨把せ膅誘抵痏砉眵䐢瓺跖こ不𤭯 ザキコジス ザキジササ サシシ ゲケスクスウ ザキザケケ コササ ゲケサクサウ

シ 椌ヴ膅サ蒦ザ䐢 ゲジキゲジジ ゲズキコスケ コキゲケゴ ゲゲコクコウ ゲジキザケケ ゲキジスケ ゲゲケクコウ

ジ ヴ ジゴキスコス シシキジゲケ 杔ァジキゲゲス ズケクサウ ジコキズケケ 杔ァシキゲズケ ズゲクザウ

ス 璈Y暼黻妙癩宙k把せ膅臽臿阯輸’䐢 ジキシジゲ ザキサスサ 杔ァコキゲスジ ジゲクザウ ジキスケケ 杔ァコキゴゲシ ジケクゴウ

ズ 璈Y稗鶺せ コザキシゲコ ゲザキケズケ 杔ァゲケキザココ ザスクズウ コザキコケケ 杔ァゲケキゲゲケ ザズクズウ

ゲケ 璈瀧め把せ膅9盆奡¥ヂギデ䐢 ゲゴキシケコ ズキズザシ 杔ァゴキシサシ ジゴクコウ ゲコキスケケ 杔ァコキスササ ジジクスウ

ゲゲ 璈ヌ疰砉鶺せ璈ォ冂┴鶺颱オ サザザ サスコ コジ ゲケザクズウ サケケ スコ ゲコケクザウ

ゲコ 璈ネ疰砉鶺せ璈 ゲキジジゴ ゲキシスケ 杔ァズゴ ズサクスウ ゲキズケケ 杔ァココケ ススクサウ

ゲゴ 璈ネ祊䇮箐璈礥𥫣种𥮲篖 コス ゲコ 杔ァゲシ サコクズウ ゲコケ 杔ァゲケス ゲケクケウ

ゲサ 璈誘抵痏砉眵璈ネ祊䇮箐璈礥𥫣种𥮲篖 コジサ コゲゲ 杔ァシゴ ジジクケウ シケケ 杔ァゴスズ ゴザクコウ

ゲザ 璈彳57疰砉鶺せ コキズコジ コキサゴジ 杔ァサズケ スゴクゴウ コキシケケ 杔ァゲシゴ ズゴクジウ

ゲシ 璈敕朞媳疰砉鶺せ サケジ ゲズサ 杔ァコゲゴ サジクジウ ズケケ 杔ァジケシ コゲクシウ

ゲジ 璈築疰砉鶺せ膅𧄍蛁虀薁蛃蚇蘡蓱鶺颱籗㾮癮直䐢 ゲサゴ ジケ 杔ァジゴ サズクケウ コケケ 杔ァゲゴケ ゴザクケウ

ゲス 璈築疰砉鶺せ膅Ů堠窗鶺颱籗㾮癮直䐢 ゴサジ ゲザサ 杔ァゲズゴ ササクサウ ザケケ 杔ァゴサシ ゴケクスウ

ゲズ 璈誘抵痏砉眵璈敕朞崤疰砉鶺せ ゲキケコザ ズシケ 杔ァシザ ズゴクジウ ゲキゲケサ 杔ァゲササ スジクケウ

コケ 璈誘抵痏砉眵璈築疰砉鶺せ膅䇳篖筕忠跏塁䐢 コゲコ コゴケ ゲス ゲケスクザウ ココケ ゲケ ゲケサクザウ

コゲ 璈誘抵痏砉眵璈築疰砉鶺せ膅䇳篖筕瀧跏塁䐢 コザジ コシゲ サ ゲケゲクシウ コザケ ゲゲ ゲケサクサウ

ココ 璈誘抵痏砉眵璈エ瀨磾磹䈎䅈鶺颱 ゲジ ゲサ 杔ァゴ スコクサウ ゴケ 杔ァゲシ サシクジウ

コゴ 璈縫コ59疰砉鶺颱膅芴苢䑺䐢 コスケ コジズ 杔ァゲ ズズクシウ ゴケケ 杔ァコゲ ズゴクケウ

コサ 璈謄鶺颱膅₁┬籗秇䈎筕窬箐籗バギゲザジ籗屎舮籗嫺揜䐢 ザキササコ サキズジゲ 杔ァサジゲ ズゲクゴウ ザキザケケ 杔ァザコズ ズケクサウ

コザ 璈✂⎬鶺颱 ゲコ コケ ス ゲシシクジウ ゲケケ 杔ァスケ コケクケウ

コシ 璈㾮癮直鶺颱膅藊蘤蛃蚜薁蚉蛁籗✂㉚夂籗爸にっ䐢 ジキスズジ ジキススケ 杔ァゲジ ズズクスウ スキケケケ 杔ァゲコケ ズスクザウ

コジ 璈㾮癮直鶺颱膅へ娵磹篖竴䈎礐篖秌䐢 ゲキサコシ ゲキシズサ コシス ゲゲスクスウ ゲキシケケ ズサ ゲケザクズウ

コス 璈例使𦪌苨籗不o2ス𦪌苨鶺颱 ゴ ケ 杔ァゴ ケクケウ コケ 杔ァコケ ケクケウ

コズ 璈䅈穪箵䅈稸𥖧穖祲 ゲサキケケケ ゲサキズゴス ズゴス ゲケシクジウ ゲサキスケケ ゲゴス ゲケケクズウ

ゴケ 淋ヴ ゲザジキシゴス ゲゴゴキジコジ 杔ァコゴキズゲゲ スサクスウ ゲザジキスササ 杔ァコサキゲゲジ スサクジウ

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
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ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵 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 ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵 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 ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝 ビコ臛ビゲビコ臛ビゲビコ臛ビゲビコ臛ビゲ ヴきヴきヴきヴき
ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵

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
ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵

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
璈朝戻穵穖祲 コキケジザ コキゲゴコ ザジ ゲケコクジウ コキケケケ ゲゴコ ゲケシクシウ

コ 璈朝戻穵穖祲ォ撤褊オ ゴキジケコ コキズゲゲ 杔ァジズゲ ジスクシウ ゴキシケケ 杔ァシスズ スケクズウ

ゴ 璈朝戻穵穖祲䑺ォ誘抵痏砉眵鑚朝オ ズキシズス ズキコザズ 杔ァサゴズ ズザクザウ ズキズケケ 杔ァシサゲ ズゴクザウ

サ 璈㽷瞤䁘痮穵穖祲 サズス ゴコシ 杔ァゲジコ シザクザウ ザケケ 杔ァゲジサ シザクコウ

ザ 璈磕篖稸礐磹秖篖禕穵穖祲 ジザ ゴコ 杔ァサゴ サコクジウ ジケ 杔ァゴス サザクジウ

シ 璈20穵穖祲ァァァァァァァァァァァァァァァァァァ ゲコケ ゲゴゲ ゲゲ ゲケズクコウ ゲゴケ ゲ ゲケケクスウ

ジ 椌ヴ膅ゲ蒦シ䐢 ゲシキゲシス ゲサキジズゲ 杔ァゲキゴジジ ズゲクザウ ゲシキコケケ 杔ァゲキサケズ ズゲクゴウ

ス 璈爸に畎┘鶺颱 ジコシ ゴズケ 杔ァゴゴシ ザゴクジウ シザケ 杔ァコシケ シケクケウ

ズ 璈例使𥫱箛祊䈎𦪌苨鶺颱 ジケサ ザシシ 杔ァゲゴス スケクサウ ザケケ シシ ゲゲゴクコウ

ゲケ 璈不o2ス褻鶺颱膅𦪌苨䐢 ズシケ ジゴシ 杔ァココサ ジシクジウ ズケケ 杔ァゲシサ スゲクスウ

ゲゲ 璈✂坎04窗鶺颱 コキズゴザ コキザゴス 杔ァゴズジ スシクザウ ゴキケケケ 杔ァサシコ スサクシウ

ゲコ 璈崤使Ů堠窗鶺颱 コキザザジ コキシザズ ゲケコ ゲケサクケウ コキザケケ ゲザズ ゲケシクサウ

ゲゴ 璈爸㾮籗典04𥞴穖穪 ズゲサ ゲキゲゴシ コココ ゲコサクゴウ ズケケ コゴシ ゲコシクコウ

ゲサ 璈誘抵痏砉眵璈築疰砉鶺せ膅䇳篖筕忠跏塁䐢 ザサゴ ザゴサ 杔ァズ ズスクゴウ ザザケ 杔ァゲシ ズジクゲウ

ゲザ 璈誘抵痏砉眵璈築疰砉鶺せ膅䇳篖筕瀧跏塁䐢 ゲキゲシゲ ゲキゲゴシ 杔ァコザ ズジクスウ ゲキゲザケ 杔ァゲサ ズスクスウ

ゲシ 璈築疰砉鶺せ膅䇳篖筕禕箐竴磦籞瀧跏塁䐢 コキゴザジ コキケゲシ 杔ァゴサゲ スザクザウ コキゴケケ 杔ァコスサ スジクジウ

ゲジ 璈築疰砉鶺せ膅䇳篖筕禕箐竴磦籞忠跏塁䐢 スゴサ ジゲゲ 杔ァゲコゴ スザクゴウ スケケ 杔ァスズ ススクズウ

ゲス 璈築疰砉鶺せ膅Ů堠窗鶺颱籗㾮癮直䐢 ゲキザコズ ゲキゴゴゲ 杔ァゲズス スジクゲウ ゲキザケケ 杔ァゲシズ ススクジウ

ゲズ 璈誘抵痏砉眵璈敕朞媳疰砉鶺せ ゲキススス ゲキスゴジ 杔ァザゲ ズジクゴウ ゲキスザケ 杔ァゲゴ ズズクゴウ

コケ 璈敕朞媳疰砉鶺せ ゴキジゲス ゴキコゲス 杔ァザケケ スシクシウ ゴキシケケ 杔ァゴスコ スズクサウ

コゲ 璈敕朞典疰砉鶺せ ゲスサ ゲズサ ゲケ ゲケザクサウ ゲスケ ゲサ ゲケジクスウ

ココ 璈縫コ59疰砉鶺颱膅芴苢䑺䐢璈 コキザケザ コキコゴコ 杔ァコジゴ スズクゲウ コキゴケケ 杔ァシス ズジクケウ

コゴ 璈ネ疰砉鶺せ膅ネ不ズ途鶺颱䐢 シキゲズス ザキサコケ 杔ァジジス スジクサウ シキザザケ 杔ァゲキゲゴケ スコクジウ

コサ 璈艽芴茇鶺颱 ゲキゴケゲ ザサス 杔ァジザゴ サコクゲウ ゲキサケケ 杔ァスザコ ゴズクゲウ

コザ 璈典04耨鶺颱 シゴゴ ゴスゲ 杔ァコザコ シケクコウ ザジケ 杔ァゲスズ シシクスウ

コシ 璈20𥞴穖穪鶺颱 ズシザ シスサ 杔ァコスゲ ジケクズウ ジゴケ 杔ァサシ ズゴクジウ

コジ 璈Y稗鶺せ サゲケ サササ ゴサ ゲケスクゴウ サザケ 杔ァシ ズスクジウ

コス 璈✂⎬鶺颱籗㾮癮直癮鶺颱 コキズザゲ ゴキコゴシ コスザ ゲケズクジウ ゴキゴケケ 杔ァシサ ズスクゲウ

コズ 璈彳57祊䇮箐 ゲズザ ゲザゲ 杔ァササ ジジクサウ ココケ 杔ァシズ シスクシウ

ゴケ 椌ヴ膅ス蒦コズ䐢 ゴシキゲシス ゴコキケズス 杔ァサキケジケ ススクジウ ゴザキズケケ 杔ァゴキスケコ スズクサウ

ゴゲ 淋ヴ ザコキゴゴシ サシキススズ 杔ァザキササジ スズクシウ ザコキゲケケ 杔ァザキコゲゲ ズケクケウ

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

:



ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵 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 ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵 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 ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝 ビコ臛ビゲビコ臛ビゲビコ臛ビゲビコ臛ビゲ ヴきヴきヴきヴき
ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵

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
ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵

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 璈椰鶺颱 ゲサスキケズザ ゲサスキゴスゴ コスス ゲケケクコウ ゲサスキケケケ ゴスゴ ゲケケクゴウ

コ 璈「㌗鶺颱 シジキザケス シシキコケザ 杔ァゲキゴケゴ ズスクゲウ シスキケケケ 杔ァゲキジズザ ズジクサウ

ゴ 璈盪鴈噪鶺颱 コズキゲシサ コスキスズシ 杔ァコシス ズズクゲウ コズキケケケ 杔ァゲケサ ズズクシウ

サ 璈例使ベn鶺颱ァ ゲサキケゲゲ ゲゴキスケザ 杔ァコケシ ズスクザウ ゲサキケケケ 杔ァゲズザ ズスクシウ

ザ 璈ズ本鶺颱 シスキスゲサ シジキジザズ 杔ァゲキケザザ ズスクザウ シズキケケケ 杔ァゲキコサゲ ズスクコウ

シ 璈は本鶺颱 コザキゲズケ コザキゴゴゴ ゲサゴ ゲケケクシウ コザキケケケ ゴゴゴ ゲケゲクゴウ

ジ 璈エ瀨磾磹䈎䅈鶺颱 コゴコ コゴス シ ゲケコクシウ コゴケ ス ゲケゴクザウ

ス 璈椌姫ブ㌱80總┖着搨把せ ケ

ズ 淋ヴ ゴザゴキケゲサ ゴザケキシゲズ 杔ァコキゴズザ ズズクゴウ ゴザゴキコゴケ 杔ァコキシゲゲ ズズクゴウ

ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵 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 ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵 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 ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝 ビコ臛ビゲビコ臛ビゲビコ臛ビゲビコ臛ビゲ ヴきヴきヴきヴき
ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵

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
ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵

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 璈把爲せ贖鎬 サキサジゲ ゴキケズゴ 杔ァゲキゴジス シズクコウ ザキゴザケ 杔ァコキコザジ ザジクスウ

コ 璈把爲せ贖鎬膅¹ぇ䐢 ジゴス ザジジ 杔ァゲシゲ ジスクコウ ザザケ コジ ゲケサクズウ

ゴ 璈曇朝溜沈ォ漾鑒奡¥オ璈 サキゴケコ ゴキズズサ 杔ァゴケス ズコクスウ ザキケケケ 杔ァゲキケケシ ジズクズウ

サ 璈f淋溜沈ォせ₂寤圍オ ゲキスズス ゲキゴスサ 杔ァザゲサ ジコクズウ ゲキサスケ 杔ァズシ ズゴクザウ

ザ 璈篊祲稸篖蘢ⅺゲ膅敕朞崤疰砉籗珽䕺kヌ瀨Uの䐢 コシ ザス ゴコ ココゴクゲウ ザケ ス ゲゲシクケウ

シ 璈篊祲稸篖蘢ⅺコ膅蕡蛁蘡蚜𦾔蛁薝っ籗徉┋籗鬳┋䐢 サスゴ ザサジ シサ ゲゲゴクゴウ ゴケケ コサジ ゲスコクゴウ

ジ 璈彳57祊䇮箐ァ膅礥𥫣种𥮲篖䐢 ケ ケ イヅナプグケア ゴケ 杔ァゴケ ケクケウ

ス 淋ヴ ゲゲキズゲス ズキシザゴ 杔ァコキコシザ スゲクケウ ゲコキジシケ 杔ァゴキゲケジ ジザクジウ

ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵 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 ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵 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 ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝 ビコ臛ビゲビコ臛ビゲビコ臛ビゲビコ臛ビゲ ヴきヴきヴきヴき
ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵

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
ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵

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 璈築熈姫艗𦪌䒑 ゴケコ ゲゲコ 杔ァゲズケ ゴジクゲウ ゴケケ 杔ァゲスス ゴジクゴウ

コ 璈臤腓湧鶺せ コキスシゲ コキサシス 杔ァゴズゴ スシクゴウ ゴキコケケ 杔ァジゴコ ジジクゲウ

ゴ 淋ヴ ゴキゲシゴ コキザスケ 杔ァザスゴ スゲクシウ ゴキザケケ 杔ァズコケ ジゴクジウ

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

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 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

;



ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵 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 ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵 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 ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝 ビコ臛ビゲビコ臛ビゲビコ臛ビゲビコ臛ビゲ ヴきヴきヴきヴき
ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵

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
ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵

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 璈枕渼鴇絣忠逗把爲せ贖 ザキケサゴ ザキゲケザ シコ ゲケゲクコウ ザキスケケ 杔ァシズザ ススクケウ

コ 璈ブ㌱80總┖っX賽膅鴇絣せ₂䐢 シキケコズ サキズシス 杔ァゲキケシゲ スコクサウ シキケケケ 杔ァゲキケゴコ スコクスウ

ゴ 璈瀧め弸陋 サキズゴズ ザキコケス コシズ ゲケザクサウ サキスケケ サケス ゲケスクザウ

サ 璈Y暼鴇把莉棡膅G鼬ɚ謚蝠䐢 ゲキゲサケ ゲキゲシス コス ゲケコクザウ ゲキゲケケ シス ゲケシクコウ

ザ 璈Y暼鴇把莉棡膅湊㎏沈痏謚蝠䐢 ゲキコササ ゲキゴサシ ゲケコ ゲケスクコウ ゲキサケケ 杔ァザサ ズシクゲウ

シ 璈䇮稛笯着搨弸陋 ココ ゲザ 杔ァジ シスクコウ ゴシ 杔ァコゲ サゲクジウ

ジ 璈7諸弸陋膅鴇絣せ₂䐢 ゲシコ ゲコス 杔ァゴサ ジズクケウ ゲズコ 杔ァシサ シシクジウ

ス 璈27856弸陋膅鴇絣せ₂䐢 ザシゴ ジシゴ コケケ ゲゴザクザウ スサケ 杔ァジジ ズケクスウ

ズ 璈巉尤₂堙弸陋 シコス サズゴ 杔ァゲゴザ ジスクザウ サスケ ゲゴ ゲケコクジウ

ゲケ 椌ヴ膅ゲ蒦ズ䐢 ゲズキジジケ ゲズキゲズサ 杔ァザジシ ズジクゲウ コケキシサス 杔ァゲキサザサ ズゴクケウ

ゲゲ 璈殺湊莉棡曦璈璈璈母ぁk ゴケキザケゲ ゲズキズジス 杔ァゲケキザコゴ シザクザウ ゴゴキケケザ 杔ァゲゴキケコジ シケクザウ

ゲコ 璈ゲコ嘖豬峰 ゴケジ ゲスゴ 杔ァゲコサ ザズクシウ ゴシケ 杔ァゲジジ ザケクスウ

ゲゴ 璈臤篰鏤暼鑢峰 サズザ ゴケサ 杔ァゲズゲ シゲクサウ ザサケ 杔ァコゴシ ザシクゴウ

ゲサ 璈𥫣籞䈎璈璈璈璈璈璈ァ母ぁk ズキジズコ ジキゲザケ 杔ァコキシサコ ジゴクケウ ゲケキケサザ 杔ァコキスズザ ジゲクコウ

ゲザ 璈ゲコ嘖豬峰 スゴ ザコ 杔ァゴゲ シコクジウ スサ 杔ァゴコ シゲクズウ

ゲシ 璈臤篰鏤暼鑢峰 コスズ ゲズゲ 杔ァズス シシクゲウ ゴケケ 杔ァゲケズ シゴクジウ

ゲジ 璈跖こ母ぁ賽膅ブ㌱80總┖っX賽䐢 ケ サキコゲコ サキコゲコ ギ ザキケケケ 杔ァジスス スサクコウ

ゲス 椌ヴ膅ゲゲ蒦ゲジ䐢 サゲキサシジ ゴコキケジケ 杔ァズキゴズジ ジジクゴウ サズキゴゴサ 杔ァゲジキコシサ シザクケウ

ゲズ 璈穪箛籞穪䇮篖穪膅瀧め䐢 ゲキゴケコ スジジ 杔ァサコザ シジクサウ ゲキサザザ 杔ァザジス シケクゴウ

コケ 璈穪箛籞穪䇮篖穪膅朝戻穵穖祲䐢 ゲキゴケズ ゲキコズズ 杔ァゲケ ズズクコウ ゲキゴサケ 杔ァサゲ ズシクズウ

コゲ 璈礐篖䅣筕箼秖籞膅瀧め䐢 ザコサ コゲゴ 杔ァゴゲゲ サケクシウ ザゴザ 杔ァゴココ ゴズクスウ

ココ 璈礐篖䅣筕箼秖籞膅朝戻穵穖祲䐢 コゴシ ココケ 杔ァゲシ ズゴクコウ コサザ 杔ァコザ スズクスウ

コゴ 璈礐篖竌箼篖穪箛籞穪䇮篖穪膅瀧め癮䀹䐢 ズゴ シジ 杔ァコシ ジコクケウ スザ 杔ァゲス ジスクスウ

コサ 璈祊䈎窂僭仟膅磕箼䇳礥磹䈎直䐢 ジズケ ススゲ ズゲ ゲゲゲクザウ ジスケ ゲケゲ ゲゲコクズウ

コザ 椌ヴ膅ゲズ蒦コサ䐢 サキコザサ ゴキザザジ 杔ァシズジ スゴクシウ サキササケ 杔ァススゴ スケクゲウ

コシ 璈𥫱䈎种籞賽X讙曦 ゲジシ コケ 杔ァゲザシ ゲゲクサウ ゲスケ 杔ァゲシケ ゲゲクゲウ

コジ 璈溜う宙黻膅把爲讙曦籗）澑㌪卽直䐢 ジジ ゲ 杔ァジシ ゲクゴウ ジザ 杔ァジサ ゲクゴウ

コス 璈林ⅺ祊䈎稸筹籞讙曦膅臿讙曦䐢 コキスケゴ ゲキジササ 杔ァゲキケザズ シコクコウ ゴキケケケ 杔ァゲキコザシ ザスクゲウ

コズ 璈秇𥫣箛䇮篖穪 スザゲ ズジス ゲコジ ゲゲサクズウ ズシケ ゲス ゲケゲクズウ

ゴケ 椌ヴ膅コシ蒦コズ䐢 ゴキズケジ コキジサゴ 杔ァゲキゲシサ ジケクコウ サキコゲザ 杔ァゲキサジコ シザクゲウ

ゴゲ 璈廝燒 サキシサザ サキザゴサ 杔ァゲゲゲ ズジクシウ サキスケケ 杔ァコシシ ズサクザウ

ゴコ 椌ヴ膅ゴゲ䐢 サキシサザ サキザゴサ 杔ァゲゲゲ ズジクシウ サキスケケ 杔ァコシシ ズサクザウ

ゴゴ 璈箐磾篖秖籗箐篖稸 ゴコキシササ ゲゴキジゲシ 杔ァゲスキズコス サコクケウ ゴゴキシケケ 杔ァゲズキススサ サケクスウ

ゴサ 璈箐磾篖秖籗莵瘜澣瞤珀疆𤺋癁 ゴキケサケ ズキシズケ シキシザケ ゴゲスクスウ ゴキゲコケ シキザジケ ゴゲケクシウ

ゴザ 椌ヴ膅ゴゴ蒦ゴサ䐢 ゴザキシスサ コゴキサケシ 杔ァゲコキコジス シザクシウ ゴシキジコケ 杔ァゲゴキゴゲサ シゴクジウ

ゴシ 淋璈璈ヴ ゲケズキジコジ スザキザケサ 杔ァコサキココゴ ジジクズウ ゲコケキゲザジ 杔ァゴサキシザゴ ジゲクコウ

f璈璈ヴf璈璈ヴf璈璈ヴf璈璈ヴ スゲコキジジゴ シジゲキケスサ 杔ァゲサゲキシスズ スコクシウ スコゴキサスゲ 杔ァゲザコキゴズジ スゲクザウ

ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵ビゲ烝燵 ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵 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 ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵 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 ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝ビコ烝ギビゲ烝 ビコ臛ビゲビコ臛ビゲビコ臛ビゲビコ臛ビゲ ヴきヴきヴきヴき
ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵

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
ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵ビコ烝燵

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
璈ペ黻諭璈膅溜う嗹典豬䐢
璈璈璈殭っX朝豬舢㋼コケキケケケ朝殭っX朝豬舢㋼コケキケケケ朝殭っX朝豬舢㋼コケキケケケ朝殭っX朝豬舢㋼コケキケケケ朝

ゴス ゴス ケ ゲケケクケウ ゴス ケ ゲケケクケウ

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

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
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８ 令和２年度 施設および機器整備事業  

    

（１）  施設整備 

① 本館１階 フロア改修工事                   【総 務 課】 

 

（２） ソフトウェア 

  ① 薬剤監視システム                         １式【薬 剤 室】 

   

（３） 検査機器購入 

  ① 内視鏡検査炭酸ガス送気装置            ３台【保健看護課】 

  ② 有酸素運動器具（コードレスバイク）        ２台【運動指導室】 

 

（４） 什器備品購入 

  ① マンモグラフィ画像診断システム           １台【 放射線課 】 

   


