
東 �?｢�本 ��R�震 俤��に 倡b�う �� �� �� �� �� 

・3 佇��1 ���日 ����金 ��｢�午 佩2�2 倬��4 澱�分 ���v｢��(�H�H�H�X���ろ ��"�東 

北 �*��ら 亊b�束 �-ﾂ�で 儘ﾂ�い �&��域 �,R�マ �4�� �6��こし ��ド ��

9 ��ﾂ�0 �,ﾂ�巨 ��R�地 ��ｲ�が �*��つ �+ﾒ�○ �&��震 ��大 �,2�波 ��ﾂ�

原 價ﾒ�の 處ﾒ�で ��ﾂ�間 �,ﾂ�生 乖��が ��瞬 �,��し �,B�崩 弌2�し �,B�

し �-ﾂ�つ �+ﾒ�○ 倩B�の �>ﾂ�浜 �(b�央 儼��院 �.��大 �,2�波 �,��よ �,"�

て ���階 �,ﾂ�部 兒｢�が ��2�壊 �+R�放 們ｲ�線 俯｢�も ���泥 �,b�瓦 �$��

で ��R�置 �/��見 �,"�け 偬��す 倬b�も ��R�変 �,R�し �+ﾒ�0 ��1 丶ｲ�

の ��b�療 �8��に �,ﾒ�ベ �62�ト ��"�ワ �52�ン′ 倆B�ヽ 傴ﾂ�の ��R�木 �."�

汚 �4B�が ���0 �5｢�ン′ �6��あ �,"�て 竸��け �-ﾂ�せ �/��で �+R�た ���

歯 ��� 丶��来 �,ﾂ�カ �8ｲ�テ �,ﾒ�1 冑r�も 俶2�ら �+��流 �+2�れ �-ﾂ�

し �+ﾒ�0 �-ﾂ�た 儼��棟 �,R�も �4｢�ル �6R�は 冦ﾂ�論 �,R�す �*｢�ヽ 冩"�

剤 �/��は �+b�め ��2�滅 ��2�態 �,R�し �+ﾒ�○ 儘ｲ�い �,��し �,B�ヽ ���

階 �,��入 ���さ �.｢�て �*"�た 亅2�者 �+2�ん ����1 ���0 冖ﾂ�中 途�

0 冖ﾂ�は ����た �,"�き �.��） �/��大 �,2�波 �*｢�来 �.��3 ���分 ����

に �"�階 �,��＿＿移 ���:��＋し ������"� ��ﾂ�の 亰ﾒ�牲 倆(�B�＿＿も 偬����す＿ 倬b�も �,����

く 儖��難 �,R�き �+ﾒ�、丁■ ヽ－【．＿ �,b�が ��"�南 儼ﾂ�中 �ｲ�病 ���の �.｢�力 �*��

な �,b�思 �*b�て �,��り �-ﾂ�せ �/��○ �� �� �� �� ��

入 ���息 倆"�さ �/��2 ���0 冖ﾂ�を ��"�ガ �5��● ��R�道 ��電 

気 �*｢�な �+X�"�所 �,R�治 處2�を ����け �.��ー ヽ・．．＿ �,b�が 偬��来 �,��しヽ �,ﾂ�
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ま �+R�た ���、＞－ ヽ－ �,ﾂ�調 俚��を 侈��て �.��大 兔��な 儂ﾒ�金 口 �,R�し �+ﾒ�

が �&��域 �2�療 �/��荒 僭��さ �+��る ��ﾇ"��(�ﾂ�と �,��く ��"�絆 �/��持 �,"�

て �2�療 �,ﾂ�過 ����と ���52�8ﾒ�わ �.｢�た �&��域 �,ﾂ�医 處2�を 偃r�り �+ﾒ�

しヽ ���最 佩2�に 侏B�発 �,ﾂ�問 ����も 俛��民 �,ﾂ�大 �*ｲ�な 亊b�心 �5H�B���(�����B�

と �,R�す ��"�是 儖��早 �*"�時 弍｢�に 兩｢�射 ��ﾂ�展 �,R�の �2�療 儂ﾒ�

曝 ��｢�談 ���xﾋ��の �.b�う �,��企 �b�を 佶��討 �+R�て ��R�け �.｢�ば 儘ｲ�

レヽ �,R�す ��� �� �� �� �� �� �� �� ��

平 ��ﾂ�2 �2�年 迭�月 �"�4 �?｢� �� �� �� 

南 儼ﾂ�中 �ｲ�病 ���放 們ｲ�線 俯｢� 俘"�木 ��久 ��

＿」、＿」＿＿L」でLLt」＿＿土工＿、，′ 劔劔剪� ��」二Jr⊥一十 
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