
　接ヱ質べき胞に　　　かて來原
　生ボ界しでは矯コ　　つ、淺田こ
　物ナをでチ皆す／v　　たあ學敏・れ
　体イ眺あピ所るPt　　l）ま力『！授よ
　をドむる力謂もイ　　話り之其り
　李漆窪浸あ饗窄お　募昼農縷茅
　も　Vセにコよあ分　　配かの話ロ　　　　コ
　のニノV－＝IVりる帯一剰ら悪會イ

薯〉養解蠣讐喉醗瑞・イ

ぎ醗暴藝鷲　欝戯’享古，
　ノン殊精重ごはれも　　 容いこも

四ド鴨チこれ性人大　　　褒ななで
一に（ンいて”の部　　　分いつは
　劃蕨bは居ノン体分　　 だ此たな　榮
　し物ゴれるロを此　　　つののい
　て等ムてが6形の　　　た化での
　ク此奪居謂ド成：＝　　　り學あ・で
　りの樹るあごしノ・　　　’をりあ　藏
　ス内脂oりもてロ　　　 解順まり
　タに、≡其ご謂居イ　　　 り序すま
　ロは塞外云ふるド　　　悪を゜す　　　　　・
　イ薩天物ふべ細系　　　 く立元が



ら問間ド問性事例ラも鋒ししをゼ逢　で寧ド
れのをごををがヘノ・グ霧てbよラ語抑あろ曾

鞭響幕懸身謡麺郵1馨暑婁
ごグ系もの如Oは所氏潮ムグすアてイがイご
進ラ全實系く又普謂のし氏．）vるノレ、ド未ド去
歩ノ・体は全で石’通コ云たは1もピ同・なだにふ
のムご物体あ鹸クノレふの研＠のユ氏る其比も
あ先し質ごるはジロがf究話ご1は名のしの

喜罐巌あ考麓蕃灘務蕪撃キ昏窪携

つににの謂す叉取り状ノレに9・後て水（の活其
霧麟漣轡蓋馨鷺羅震翫鑑麦舞
繊奉霜矛差劣1暴鋸笈ち藝轡㌔6弊畳警西
にれで違ド夫りは化なク8お性硫水に・あ叢類二
繁蒔碧講芸疾毒見芒垂豊霧第羅墾毫毫毒麓
に代゜ふひ態液ロむがタ§．ふら等、て　だす
各で而もク墾εイゑ明ロfi意ざの澱創　重る
學、しのり化すド事かイ鼠でる如粉定　要の
考ジ）てにスがれ系がごド誌あEき　、せ　なで
のま此しタ鵡ばざ出なごoるを透iゴら　る分
注bのて・り品す來り云N°親析ムれ　も布
閤顧畢媒イ媒質るるグふii9而霧球莫’鴻　のは



　　　　　　　等　　　に゜系媒以ふ　　　た



　　，　廼　　　　　　　れ積に二表　 ノレ

　　瓢謝　轟　霧捺義堕砦纏書y，琶

海蕪昆　　　　馨籍籍夢ご需霰
　　゜雲．こ　　　華羅姦叢霰毫瓢

　　　鷲　　 耀雰珊蒲
　　　　’1生　　　　　　　之慰つで全　 コ



　　　　　　礎い之
　一　　　一ごとをさ

　子ド液相はノン　化系も、

　f’饒へのごに　居るる

　早ユ叉へ有f9臼皆



　聖せの大散範　なチ1力此
　7T9ら歌霞何ミ霞し睡響つくツミノレ’の　　 三

普窯る紙次度のま墾ドンの第へがteソン質自

　鰹雛湛芸擁穿跡努撃蝦篠影湊
　究ぎ掌影宕艀熱巌†墓否繋1

　大の質のあ故のぎ三くf以1　普共　 赤o即
　さ通こはるにで簿項・ご寄乃　池の　色例ち
　のりの其o定あ諭のアつ至　の大　金を膠
，大昼慨粒併義る乳チノYて数　食さ　液纂質
　体臓別子しごが諺ピブ來十　圭寵は　やげ溝
　を劃はは乍し、算ヵモるミ　水今　硫て液
　示の此顯らて只寄ノレ1のユ　　’日　化見で
　せ中の微．Lr其このスで1　種の砒る散欝
　ぱ間も鏡のコの¢も1あミ　糖方　素ご齪六
　次に、ので三ノレ特否のぺるユ　水法　液原相
　のはが見大ロ殊定ごヅ゜i　等で　の形の
　楼多傭え賊イのすなト例の　では　如質固
　で少散す別ド叡生リンへ聞　興目　きや体
　あ爾し、はこ働所明1ぱが　9に　は4二な
　る方且ま實は度でなポア其　漆は　サ乳る
　oのつた瞼特即あるリノレの　 液見　 スセを
　　性透普的殊ある境ペピチ　ご紅　ぺJ］懸
　　質析通にのる゜界プユピ　構E　ンシ濁





魏藝著耀鍔羅ご躍磁窪翫

奪夷募馨紫紫変゜毒毒多撃鶏聾ぞ多要恋
粒張色ホ液二沸　液液　ゼゐ裟之の・弓卜
子りのノレを蝿騰　 をを九1て§°れをイi“ t
鋳驚三暮盗轡稗鵜解奪鐸
く熟をを倍出て　申滴セ煮らa結すの）t　ノレ
なし得塑位來置　和下ンるる盛合る散asの
矯夏手繕鯉婁害在袈あ蓋芒1魁轟製
ノレ搾前る騨此りこのはでれめは｛こ殊法
のす述Mし　の　や出強密あて或之麺の　の
色るの但炭　中　ts來ア閉る居はれす散一
がの中し酸　 に　過るル加゜る集をれ乱一一
紫で性此加　極　剰。コ歴次’合散ば系3
色あ櫨の里　く　の此1罐に而せ働作で一・
乃る化際で　濃　稀のノレ中二しし法るあ
至G金激精　厚　櫨成をで三てめ’嘗乙る
琶翻警腱馨撃最埜沓藁馨1灘湾
ごの新掩中　櫨　加美沸共法のノレ葦゜來他　　

＿な場に鞄絆和　化　へし騰に聖方ロHるの　　四
る倉作すし　第　掩きし熟示法イatS．．璽散　　 八

、．b．れる加　二　搾乳始すすはドぎで乱
少返る｝熟　鐡　す光めれご機ダ陣あ系
髪蒲？恕蒋婆鍵奮冨欝ゴ芸早霰
がが一要に　涌　僅あき來　 bソひ“働
か多バで沸下にるそる電シ散一度
つき1あ騰す乳゜れ゜氣ヨ凱般を
たにセるせ　る　白　に　　的ン度法大
ゾ過ン娯ん　 ξ　濁　極　　ヌ，ののごく



　　　　　　　　　　　　九　八七　六、

講1窒難難蜷熱謙董難鞍輩量

　るく作す粒來中ド色用ノ・色ご　る・v出一　明
　慾器蔑珪礪磐警芒橘藷倭基奮羅婆
　あ趣液的る硫濃ななむし液蛭　．カ1！解゜を　が
　るにののKe酸度るりるたでご　里し　水　側

募響響∫亨懲題欝猶蓉要
　櫟讐馨三姦姦琶畷く窪誓難蒙δ額暑
　を術t“つで顯で叉はし澱く溶　 しΩ　に　ご
　一・一・・濃きのは微作青きたが轍液　tfi：倍　投　濁

　袋釜蓑蕎毒轟纏あ稀稚響委簾絡多
　のコ等も液薄バごをいしれす出し現　様ノンのの　をなリ同描の前ば　 る來　硫　象
　でロ濃tS　形るウ様つでの出　出る　化　を



散囑水は金のすで學
働板中有騰ゾるあの
繰器輿ノレ撮剖
ご外冷ブ端此出に極沈
窒饗γ鰐犠韓
九曝もヂ弧金か法大／
購麗姿雛認李
糸欝るコ氏生尖多葛るこ
法もd．Qじ端す定E
あノレ固中は氷乙分、
る・体巴暗でが析う
゜イ溶ciq’色冷肝につ
　ド液のこし要てか
　固ご電かたではり」
　体な氣褐水あ如沈
　溶る散色中る何濃
　液．叉衝Lごに゜にを
　ご長法かて　し作
　な時でに殆　 たる
　る聞あ着ん　らざ
　o粉る色ご　全前
　末゜す相　部に

右　一　　〇
碧

一な外る氣金るざ關　　　　　　　　　　）
’り合’を’様し係
一“ 熏汳ﾊ金なては
○まをのす’大も分
等た熟方る銀粒だ析
は金し法S等こめ化

●

でコト゜液をる量で　　　 反磨ス＾キ液ノ濃度一一→

磨　こ一　器た
す　 れ○　 で様　　　　　　　　　，
る　當O　捕な
も　該ボ　留濾
コ　金ノtZ　す器
ノv @爾ト　るで
ロ　の位　こ濾
6　ゾの　 域別
1“’

@ル臨　のし



　謄籍審薩翻ぎ劫ず呂三遡馨四篶晃

誉攣躍済彗藻鰭麓聴蓬黙

　鉾幽蒲懸殊1謬撃笙1論　孝ζ
　過蓬しM里胞根のり．ごで中し管著却　　 ｛1）セ

　し膜砂叉、膜毛でスの多へ工にしし　　『もリ
　嬢鋳篁茎ζ・哲1醜識あ譲羅蕨嚥　　芝
　しすは壌モ・・中’イ法蕩運ク赤準固　　　ソ
　讐途蕎主朔圧‘砦ぎ藁禽穿茎魯基芒tt　ノ：

　も過成種燐ダ旦如容出はるター＝じめ　　　珪
　の不上の酸ノv生く易し殆Eロン第て　　　醜
　あ能其牢等ゲ成透にたんはイゴニ共　　　　ソ
　b性性透のノvせ析溶爾どゲド1管の　　　Iv
　ごは質壁品でらを出者全～ンごレ・は上　　　等
　云絶弱な質宇れ行すのく中コツゲに　　　の
　ふ樹くる物透ナこひる混なにノvドラ　）　　　如
　邑・1生埴力sが・置ヒるa尋・も合い於Ptがチ、ノ　　　　く
＿での土故容な原叡コ物様てイ極ン！i’，・，　　　結
！鵠盛擁暑嘉養撃ζ嬬泉ご極1二縫　　餐
　、に植水吸爲共年イノレつ中のか部銅　　　 物

　例非土、其牧で他透iドロたに間し分02　　　を
　へす等他せあコ膜はイE於IZか青青　　　盗

　ムの質膠も土物詔てるの的異居酸じ　　　
る

　氏大が質同壌がE残羊事にあな鋼に　　　も



反には如て歴す’め得1濃其濾71粒位碧　夫の
毒近殆く水○る憤てる燦の紙ド子の三次々實
誉擁霧難曇驚1雛艇糠鯵咳：：擬

ン換散でるY云溶でるてゼご以T大づスなれ

’爲L從此てでにのの濾のにコ｛乍9ビ気コ様る
ナ度ての澱あ實溶濾紙孔浸ロつ」ヂ從ノンで軍
イの＝－e・籏いる験存過の隙しヂてはブ來ロあ寧
ト高ノレ散て、の度は孔を後オコーノレ吾イる酸i
♂雪牙婿特線護窮騎奪塗泉沓鍵合菱゜婆
zaノレドが層質る厚で實るル酷イ濾ツ知は　ラ
1　ロ　液1行の物　差　な　な測　も　マ　酸　ド別・トれ夫　　　ビ

等イのは砂ででるいはのリ溶ダし’Leる々　ヤ
のド交れ糖實み部か豫ご，ン液イ得暑濾大　ゴ
如に流ては験る勢らめなをにメる等器さ　ム
きあ座・液徐す、よ数度り以浸ンもしにの　は
はりははくる此り十外　Mてしシの・きよ異　　羊
幾て極均にごの比氣顯從凝後ヨはもりな　皮
分はめ一上例運較慶微て固水ンなのてる　紙
婚多て嘘層へ動的の鏡種せをのいで濾膠　を
瀦告雛犠総薦鉱難癖耀蓼
の散いが行糖害なを径大たてを一：　M得を　 蓮
も性のコし水する要をさもコ濾皆故る互　過
窄繕ζ藷饗爆響纏響套響券巽
ある通6局にそ蓮のた子用オるヒ〉，は離　の・
る、でド全之こ行で，るをゐ・ン邑ホる前す　速
゜帥あ液体れにしあ粒濾だ膜を1濾にる　さ一一一
次ち　る　にがご塵全る子別　㌔を案ノレ器述方　　は　五
にぺ、て均相力体゜をす此生出ドをべ法　食二
各プ併之一混がを　濾る等せし氏以たに　櫨
種トしをのせ1生均　過にのしたecて通度　の
物ン乍行砂ざす一一一一　し適膜めそ6、，’．しり外　通

警酉赫書畿農誓漏糞鯖駕ま轟9鐙罷
鑛素子1膠ごにれし　接るふも強は膠二法　に
徹b散状な溢がめ　法蝶るの硬コ歌ミc1　比
系…毒乱粒る意交ん　で作液叉なル’性・ユ貯　べ
数素系にがし流ご　定りのはるロの1珠　て



　來司せ射二的では　Sンをが例，．一　　　聖
康1駄鎌撹馨夢燧撃警魯嬢趣尿留f誉

　コ分必成ぬゲ明る類散増種がユき
　著饗器騎置懇擾鼻麗碁盤裡暫
　雫麓奮虜農ゴ轟詫燕勲甥＆鷺
　態分や奪貯をナこ明や絆除率・辞る羅つ　　　一

　殆は分ぞ7質験イψにるがシて散
・魯墾鍍嬉纏醤蚕騨豊弊1鵜難

　な消に藏イ取，がに　：であ際どんに

　邑ノレに等をリブの及　7s酸酸1二る　シ
　等ロi墜の廼すラ關伯　つ法液少ご、
　はイす如にるウ係林　てに叉量嬢
　霧ドるき考にンは青　 居櫨はの：散

　ご臓るクく一季漿子背文　液醸i液ふに
　合よ乙，リ分旦にの乱　 を性等る憂
　点り從スるは散直度　澤でにtSl些
　磐醤垂容麦犠簸讐実趣撃翻
　くせのイ種」性ご逝な　用てはにと
　こらイ乍ド子の正比る　 ゆセ鑛籏が
　これ用にのも比例も　　るリ散散あ
　でてを礎嚢の例的の　 Eシ性性る



　る例し　　　液ごオ物にr．吸ド暦はし　あ
多がへ得散　　のきンは酸れ牧性で驚又嬢る，
く分ぱる乱　　 酸にが酸性の保のもくは激Q
の子前も系　　性瓦振性臼懸蓄層之べ化が
コ散のの、に　　をに散白土用すをれき學ゲ
ノレ乱製で於　　呈分の土はに・る通を大反ノレ
ロ系法あて　　 す離度を油はり折過あな鷹1内
イののる媒　　 るせを綴脂有以せ循る等に
ドも條b間置一ら異散1盆の昌し溶表を起
液の下けざ　楠漂れに短看な一む液面なる
雛轟轡ゾ瓢鍵戦麟繍麟、
眼リベも相ノレな々蒋しのの因コ透するは
的てな散このるな度む脱がでルする物非
昊懸蔑莞光娘誠踊短椴あ箏嘗
概れコが學導誓の臼な爾ごく、ド眞で含興

えい液を異及す暴含離のへ附のも非らつ
胤゜ D馨ブ箆慕馨誓熱笹瀟・
此　徹てこ　フ　は壊れ云る水下もS強はな
の　乱大き　ウ　樹のばふがを水大ない複る
沸　度きは　ン吸養各b知砂等にる吸雑現
あ響鐘運難貧纏，～罧辮勇隷
強　のる的動る牧ン若叉のるせ普をるあ
さ　なご方　　項にはしヴ腿にら通持もら
は　れ共法　　 をはコ熔イを拘れでつ非は
必ば、のに　設此7tz液タ通らてあて常れ
す　容不よ　　けのP中ミ過すしる居にる
し　易均り　　て種イのンせ井ま、る面、
も　に一て　．　再のド溝Bし水ふ若・自蒋

摯銘器　導影篤鵠藷禦しこ夢護
の　不る不　　るが中イ6清浮わ質ぱ元ノV
大　均Lt均　　積少をオタ潜な土土砂來が
さ　一はL一　　 りな旗ンミにる壌ののコ．籏
に　な困な　　でく散化ンし原が如動2V轍
の’る難る　　あ無しし’Cた瞬植ききロ物
み　をに邑　　るく池而ごりで物コ凱イ質
闘　知なを　　 Q土輝かの粘あ養ノv粒ドを
俸　 りる認　　　 鰻すも漉土る〃》ロ質ゲ！及
丁　得’識　　　 溶るイ合特、を6のノレ着





り　」比向き動で沈ゾ何　　　　の動散は乱度ラ
こ訳のもを○も澱ノレれ液　　 で量乱外相のウ

蟻織髪饗寓欝礁饗爺套霧
撃角き£欝霧・彦矯警獣セ　蛎議影禦あiま

奪奪婁へ砦芸饗嘱読華燈六　誓瀦灘杏寒Σ
ノレしな故液ふ池ら之居せ　b　れに結くるつ

繍望鵬叢蚤癒隆8法　 窒義綴繕鵠蔓

て軍重かはいのく何之典　　　れ明はにのけ
紙に贋ら散tA’．i一記でれれの　　　帥せ系生運な
片之が水乱焼號あかは激　　　ちらのキ動い
をを出は相板のるのイ乱　　　其れ内るに、・
上知來陽のb極、極オ物　　　 のて部現な併
難藷薯義影男砦鐘ぎ警　 あ響購胤藪一
幅峯姦晶ぢ爆巖屈幡　　寄戒堂募綾雛巽
此麺．あつ｛梶ン動はそにの　　　運にが原にで
ののるてがダす慰こよ性　　　動媒明因ブ見
際濾o居反ムる易でく質　　　す問かにラえ
若紙　　る謝　X二に’電似ご　　　　　る，のこ關ウな
しの　謬で石ご簡荷てに　　　如各なしンい
も数　で移絨聖・軍を居よ、　　　く分りて瀬機
コ片　あ動等電に失るり　　　児子つは動な
醤甥編諜讐毒啓隆　 留舞禍霰醤



　ひするは號粉る　　　　　　一・て面昼イ．
　互るb多が、）次　　　　　　普て浸Qh液！’1
　に’即償礎金其にア金　ッ鍛　逗具さ直の粒
　響老專？ぞ盛観讐昭芸；籍爵ヱ芒疲
　し雨叢オ來等を粒ヤ金陰等ロ陽法悪ご方Oに

　す等ロカやレのにe、す、ムす粋ご荷ノン後が
　るしイな他tt“水一酸三るへ等るに捜寧ロ方陰
　牛くドものンが定性硫もモのもせ基すイを性
　乳等あのコ油媒な染化のク酸のら性Q．ド液の

　砦濡脇雛囲遜躍藤砦嫉膏

　す膠力v解叉Eり　　’・E1！．・　1駐徴る色の性紙
　る質なイ質他のて　硫　　 ム）乱゜しみ1二歴
　M粒るド中物方ラζ　化　　　M　相　 て紙費LP

雛響鶴鯵携難窒藝雪重警專

　れ相吸くンのにに　化　　ク　は　ド之も詳
　ぱ反着愛、も於於　 銀　　 ロ　次　 でれのし
　強掻しへ水のてて　　s　　ム　の　なはなく
　きす電る酸be険異　 痕　　　、　糠　 い濾れ言
　水る荷｝イ影性な．　化　　 亜　 で　 te紙ばへ
　素力ががオ響なつ　銀　　鉛　 あ　見が液ば
　イを中幽ンでるて　　　　　セ　る　悪水の粒
　オ失和摩叉記澱摩　　　　　　り　くに衷子



　　　　　　　　きノレふ　　一影糊　ら石　リ　しン
　　　　　　　　約ロて膠響精で次1ての
水水硝楠カナ酪コ全ua　Le　1よ状聖、tあのの見た
素酸酸素リト　ノV　ノレ1ドい性及グる如水るめ
イ不根イウリ酸ロ　ロ野’が散ぼノV、き酸ごに
オォィォムゥ　”i　イ8ダ、乱す1此もイ陰陰
ンンオンイム根ド　ド⊥イ大相も、ののオ極性

　　ン％金銀1簿雛環擁籍
　　　　　　　　丁螺長へζ巌涯蓼島禦
　　　　　　　　IIYのなけ此蛋しそれ性陽
　　　　　　　　：もるるの臼てうばに性
≡天六六六＿三二蕨繕騨漿灘

　　’　稗習き媛募劣覆茎警指莞漿
　　　　　フィ（ド！1間る粒精は電れる來ら

　　　　　　　　　差こごるで疑ンカオあ
　　　　　　　　　あ共馨懸もはのリンる
　　　　　　　　　るに同用種れ反1、が
　　　　　　　　　ご増等が々る作中u例酸、
　　　　　　　　　き加ρ）あ性様用でへ性・
　　　　　　　　　一すもる質ながもば液
　　　　　　　　　秒るの゜ご澱あ水アに
　　　　　　　　　にがご　に粉る酸ノレ通
　　　　　　　　　就＝云　六’か佑VJ電



　　Y　　ソじ　　　　　　ノレン水イ其
　ゲ寒叉凝edcbaロ、にンのコ　　　　水

　様り又其・vるする　せるご苦へ鷹　　　特
　讐）㌻窺ジ餐擁緯笠畿結　鐘
　もノレ象ドM等る生容の乳じ動　の　のの等　相　　原ず易マにて　　　　速

　用よにする　々のをウ加徴巳　る　s、　り強る　液　　あ如生ムふ舌L器　　は
　藁惹脅へ管　鳩瓠蕪β　tti
　春　ぜり等　共　　卸れ如ン米1虜　　　 に

　もリ時にちもくの膨器b値　あ1間振　此玉たなC「・8す　嘉奨長　嚢　繕謡書§　°
　管婁馨　等　蓼勢蕪継量
　前　 訟が　　　　．　　茜たし澱爵

五に　）烈　　　　　　のにざをtfit
九ゾ　 ごに　　　　　　　例凝なt生す
　ノン　 な起　　　　　　　で固つする
　よ　るる　　　　　　あすた、現
　り　乙ご　　　　　　るるの二1象
　凝　 あき　　　　　　　bがでれを．
　結　 b國は　　　　　　 此如あ植凝
　し　バ沈　　　　　のくる物結
　た　 ゼ濃・　　　　　　如ゼ、性ご
　る　ラを　　　　　 くラ亦ヵ云
　総　 チ建　　　　　　　コチ濁ぜひ　　　．・



れ磁にる　．のししへ凝峯性逆容ノレ7V分　指て
葎猫奪多霧籏涜砦警1越覆暑葺》警書薯忽
用す1て別に理中澱電眞iごる非元の生めコもの

葵準1鍛覇難飯灘灘薪象華
かオ．沈て電着解で量間㌘非はに固沈Mドは方
蔓ン澱述∫聾物質’sにf逆時そ夏を澱今zs忘が
至醗羅認警窮2ゴ筆撃刻糊箏灘齢1轟ゑ響

多多藷躰難織雲鱒誌雛驚奪萎
の、が合一あま相澱例ふで・｝芭しる洗ご關で数
叡ア特が澱、」るれ・こごへても榑此に除の係あの
・乱二徴よにqて電のばも威性のはす閥をる學
細オでいコ　居解聞硫群理の爾多るの見゜者
ご　ンた　、ノレ　　る質に酸度法　も者最も關　る　　は

をにノレ爾・濁　，る吾量土絶論愚よしらこも　る
有分な解質　 f芽入的よ鋤元にく且な或重　　、
すかぞ質望　しののり性の從登ついる要　但
るるごS薫　 毬理關硫のゾて揮其師ゾな　 し

イ、もの器　が解係酸もノレ共しのちノVる　瘍
オ2聡關興．　，らすはバのにのた凝其は1關　合

惹る、質蚤．　味ら乱生質がごの電性加ロ　に
趨所電は醗　 のな相すに出なで解でふイ　　ぜ
せで解極の　化いがるよ來り多質あるド　リ
しあ質少で　合の互ごるる絡くをるご化　 1

むるは量著　物でにきゾbにの除、沈學　襟
轄毒勲鎚羅髄雛獣萎墾蟹
あ何水質異　 い但合加澱縛縛はばゾゲ部　 を



　素リシ低ののンの郎動イロでつゾ次よら電る
　の澤ウい大例、凝氏速ドイあたルにりれ荷此
　方山ムもなの水結に大をドる’をAてて聖の
　が要ののる内酸は慷な姜ξb之以オ沈居互時
　五るたでもにイ上れる定同然れてン澱るに其
　倍がめもの入オのばもこ襟しが一のせ、中の
　も檀に1宜をるンニ・イのしのな一横原ら一和1
　運酸容し用も等狸オ程共サが般b子る般しオ
　動な易くゐのはのン大のイらを二桜｛、に粒ン
　速らになれが薗外のな凝ンフ示イ蟹ここ陰子は
　大極沈いばあ分色凝り結のロすb沈れ性は電
　な少澱、極るの々財Vをnイも三澱ハコ難荷
　る量せ之少）實の・能從阻tンの償ご　1ノレ動を
　結でられ量を瞼フは・て警ンドでののヂロ蓮失
　果よるはで沈にア其自しは．リ磯金關14をひ．
　でい㍉イ宜澱よフの己一其ツ見燐係律ド減膠
　あ、かンし凝リタ電ごイのヒ蔚のをlilはじ質
　ろ之らキい固て1離岡オコ氏の硫見霞ヵ或粒
　うれでがのせもに度サンノンやた酸る鳶チはに
　Oはあ陰でし凝よにイはロベめ櫨に更オ運吸
　此ナる性あむ結り關ンーイヒにT“原語ン動着

　竃媛界詮驚裡莇纏嚇蔦鷲
1解ウコ物例は實多其ノレロ安ノレ原しのqに失れ

　質ムノレよヘツ』際少のVイ定ド子ナこ大ごよひて
　にav・りぱイ大影大イド度氏偵結な云り粘存
　老孫墜箔詳響爲舞垂嘩畿器葎薯
　懸も金をキ反檬らも凝結禦穿シ等の’°澱のの
　濁水を以を封でるの結を駐gユ傘程　せたで
　液素沈て稀なあtSはを阻養邑ル燐共　らめヤ
　難転難縢灘麓葺重甥饒劉
　質ツしイる子故あ能す止増鼠1ンが　性箇コ
ー灘欝継昆繁が㍗㌶蓉晃薯ζ
萎驚登綴委繍皇摺聖葬勤ti暮
　鋳準郷雛欝疲巴才鍵匙ぎ篠’葺
　屋鐸凝翰魏趨礎ξ饒：慕
袈魏蒲難懲縣羅欝雲隷塞1蔭

　仕がかグ度働もイ濁清聾ノVコふで塩　　）考陽
　掛水なネの速此オ質三運ロノyのあ“　にへの



等すはす大で沈濁あ楼　の、の結　犀一　1三
のる困る量中澱質るな訳±tr，た一）此器定然行
如　b難　ご　をに　せは　bもに合め定箋の　路の　しは

轄碧輪躯樵糠羅ξ難糞騰
銘藥蕪鐙磐募ほ蓬砦寝望纂舘膿塁：養多皇難蓬

簸響藻矯禦欝騰縫雛欝音
1藷嘉蹴難震帯礁繍藝騒葉鴛窄
も相熱ゾ象量聖質はム散こもを蓼y・k・可む廣

・のか擁ノンにo？要に乏、乳フの越Ptを多でる大
髭創舗撃、雛葱慰ヒ麟鰐高発芸享＆宏馨奎
の問羅にる質のてなセ液タじるはる等、に角
響欝罪鯉纐垂・獅鍔樂牝芸砦塞禦

磨，奪秀藻凝セ懸墾熱・鍔響芒嘉歪砦蔑呈

がア質ご量をは質゜れ」状　 もす間に　のL
なルはめ璽要所を前にに　此れに相　名電
くゼ容て電す謂完述燭な　 のばあ1互　前解
なユ易取解るマ全のすつ’　相其る沈　 に質
る1に扱質もチに通るて　瓦の範澱　囚．の
交）繕含姦脅く難義雫誉護射離甕磐裟



　ごる　　1　、吸興なごのb一沈　 臼ス現硫るた
　不邑元　　 着昧るな理込旦澱如にタ象青もiii’tS’
　茨は摩　　のあかれ學む沈清土謝1を酸のし
　定前懸　　 結るらば的ta澱澄のす氏呈、はも
　の蓮過　　果問でセ性土池な凝るc］）すi櫨懸酸

あ綴　響烈難1靴雛魚灘獲
慕霧へ織癖鵜簾灘毒幽餐
縫1鷲保髪勝舗繰1鞭縮繋算

　楚禿望護Lほ慰1篇脇墨誘藩だ肇夢藩撤

　を液よ　　①　　ははか　ドカ燐加で　、の　1順絢酸　き
　少なり　　後此らでナ・酸へあ今順系は構性繊
　しるて　器　にの起ゐケ等てる二で列逆酸蛋湯
　聖馨解1曹票馨畠誘鍮鐸訪諜議農銭
　るに安・　述畑互ら嫌き物水例力萎．る青を巴、
　妾智麓　鷲難嚢馨膣羨衆錨観警難藝
　定安を　　 oのの鐵ら物澱撹べ蛋ci5の硫せ軍
　度完破　　　 だ例等るをせ水て白職．如青し゜・．’
　をでら　　　らがの、加しご見のEき酸むE’
　大何れ　　　う澤イのへめする蕩亙系櫨る等
翼最㌘蓉1愚鵬鋸縫千倉嶽翻程銘
爵蓋雑，殻霧鞍驚鋸舗鎌季
　畿灘・…簿鱗糠’琶鰐腰胤勢欝瑠
　を濃結　　　 凝着凝iに結てるるは叉考ふンせ
　加厚す　　　 結捌結なせ導煽浮逆ブこホれのら
　へにる　　　’沈等粗るし管合游に酸フぱ順れ、
　よな牲　　　 澱に硬1めにに物な性マ凝序て
　うるあ　　，1はも蔦何馨灘はをる鷲イ鞘は屑



同ざ最すぜ担をす用Pt　8一共れbなば酸ラるが
横を初るしす包るので霞存ば畢る水をチぜ濃
な妨櫨瘍むる被も結あ？を乳猫゜を加ンラ厚
もぐ化合るもすの果つE忌濁に即加へSチに
のる銀をこのるででて云む質存ちへる共ンし
が結の探きでのあbもひごのす加てtにがよ
幾果生用にあでる爾熊共云存る水如九用混う
つ櫨すしぜるは、者りのふ在tt牲何Oゐ入が
も化るてラ’な之の得作たはき逆にパてせ容
あ銀や居チ何くれ膠る用の懸・客轄振1居ら易
るは直るンご其は質現をは濁易性盟セるれに
が徹に、をなの度粒象保此質に乳すン、て凝
同舌し共此混れ分外がで護のの凝濁るト又居結
様度存れ合ば散顯ご爾作意集結質も迄たるし
にのすはせ此度微り者用味塊せが再も銀かな
説大る加しのを鏡つのこか作し懸び銀ゾらく
朋，なぜへめ説増をご間云ら用め濁ゾをノV凝な
しるラたてをす餓らにふでをら質ノV含は結る
てまチる反な作てれエのあ妨れ中にむ中沈、
不iンぜ憾す用見っネでるげたにな銀々澱例
郡にがラせもをれしルあ゜るる混らヅ不すへ
合存之チしの成ばてギる此M影入なノレ安るば
はすれンむはす共保1、の繭響しし’を定E一
なるをがる装もの護ボ此如ににてが遭のが体
’い結包盛このの概膠ナのく化樹居豫るもな和，
攣業催撚編懸購羅鍵参紹鳥こ懇
あり保のをごる見被ヤ作質験常きし出あ爲は
、るE護沈生しごえ保ノレ用のににはぜ摩る眞炭
゜思す澱すてのる護のは黄於銃乳ラるがの素
而考るのる硝説この差保定て域濁チ、二乾の
しすが散乙酸も云もの護度結ご質ン叉れ板懸
てれ爲概な銀あふのあ膠を晶なのをたにも濁
懸ぱめ度くごる、をる質増やる非加コ蛋此液
濁でにを散食が．叉引こごす沈㍗常ヘノv臼の又
質あ櫨大乱捕薗たきき被ゾ澱師にてロの類は二
はる化な度di分爆包は保ノレを凝強置i分で懸六

よ銀倉は光沸の質外のイ購しコ蜀び乾サ濁乳
りのすな液澱説の形吸ン8濁換質ゾ燥ノン質濁
て例るくををに粒を着は牙質言にノレすビを質
保ここて生生左子呈作同oのす移にれンゼな



　　例　所　　　　　　　　の度立成保β、　護
　飴を此で上　　　　　　　でを中る護程保せ
　　゜示のその　　　　　　　此減O金力で護ら

　ユ゜は護禰　　ム1　膠質る青Oぎは質膠他

五で　のの糊　　　　　　てliEをた氏のは
　あ　例を精　　　　　　　見数加金乙。効極

　専望婆慕　　　　警桜饗編饗轟
　れ　≡二いら　　　　　　　　　す散の案るご
　ば　 のo漁　　　　　　　　　　る汚し一にが云



’容あ　1’　ふが意っすは　のく　ふに沸砂
易る而　　　 かあがたる後嬰ts青アOはへ糎
にMし　　　ごらおり原蔚児結ザィ　寒てが
實故て母牛　云うろ、因のを晶ワス　天造結
，瞼にア　　　ふがそ或は数牛」i生リク　をる晶
証上ノV　　　に牛かは色倍＃Lをがリ　用ごし

讐乳孚し羅輝鋸鐸ご謎攣垂

くのす　　　』ご母美つE上だ味に、　も良具
一方る　　一の乳藤まかり場のぜコ　ー品含
懸曇そ藷襟募難雛三ま1韓
灘1τ曇舞響霧緯箋影編詫
雛慰宍垂了樺謝と縮繋1馨騒

化れ凝　 ）・る勝ごεふ違凝だ へ・て
液盛結　　　　 bるな充、が　結け　ん上居
ご試。を．　　　そごつ分此あ　やで’た田る
の験妨　　　　れ云て手のり　砂造　め名乳
接管げ　　　　はふ育が不b　糖る　だ物濁
鯛をる　　　 1ざ自児屈幸實　其ざ　 ら1ミ質
面以も　　　　こ然上か兇に　他ts　うスを
はての　　　　で理のなを前　のこ　ご・“少
非もで　　　 無等注か住辮　もか　綿飴し



　ででつ樂　 な質　 くを工李　量生は鷲にも常
　慮振fこで使ぞ物膠無防ン簿織で理要ア凝此に
　饗鰯総難灘1・雛鍵陛繍雀
　浩タ寸め：g一好参やの、ゼせ等あ不力1の脂な
　でン試婁断例い膠強然のし，のる都ぜミはもる

難羅騰結゜鶏擁薦纏難鱗

　3泉攣畿懲叢蕩嘉ナ脾多爺皇慕℃奮五琴

　で鐡あ新てが用を　 いやノレ磯と）ラ物な稀難言
　露濠婁嚢辱ぞ奪警　ξ藷鍵霧゜多藁しこ讐憩羨

　さ護S授洗な造ご　 での零を　 な加こてのた
　摯芒義萱饗し碇＆　象暴尋稲1凱1を身寒奈
　，：9L3・：幾聾雲し撰羅1壷1読灘馨蓬贅ギ駄蕪

　り酸乳あり　銀膠　 しごはし　少い法ン故か



も限ドイ　シせ　の歴要大然へを　　　　其
の1）でド膨ンぱ膨膨にす量るば水膨　　　 他

もなはを潤に膨潤潤よるのにぜに潤　　　鍍
あくな特現於潤現現りご縛ゴラ浸ご　　　金
る進いに象ての象象て云換ムチすは　　　や
、行がりはも結にに暑ふがのンご乳　　　爲
前し金オコ現果は外石、あ如寒大濁　　　眞
者て騰フノン象絡あなをまるき天に質　　　精
に絡加イ・がにるら破ta、tよ、膨の　九練
はに里1イよゾ適な確昔ロ大セ大；　　b其
露蓬躍尭1甥齪募1鼠葱著遡彰磐
ビ粒がノレ部ら鍵温云ごブ1潤ンがイ営潤数

†影濡を蝶賛犬1脇欝薯虜8
多緯齢謁琴蒲ノ拝1論醤β些購
’分ア岩す膨へる　た石氏き水例散鳥及が

鍛芙量鴇獅献雪繭隷き、，
ノレ叉に留其果粉、　な乾峯の潤ノレを　E：調

ll篇響罐驚美継能欝9’
木b臼E得をしる　にをに熟硫象云　’p

／Vるあごのi來にて　膨てにし等媒＼
ロ限る云でるゾカ！　れ膨は且で間ば
1度、ふ此のノレ温　て潤二つはをゼ
ズに而叉のがεtll　襲せ五エ膨異ラ
、至しtz如普な時　 熟しニネ？閏にチ
結りてコき瓶る間　すめ三ノvしすン
締て膨ノVコでヌ．ご　る其氣ギなる種
組止潤ロルあセを　も膨歴1い、子
織むがイロるり費　此潤をの’例等



　義璽鷲鰭1鷺睡製鞍騨｝輩糞
　オ1三1き現は＊毛不旨ジ」髄多ジこし’も万影るせの玉欧リにが
　寡壷馨？詫を島饗翻欝螺嘉墓諾垂ζ撃辱

　馨難壽繕簗罧鞍騰懸1魏編
　ぞ事畿墾叢》ホ夏繍協疲葱゜畠を暴皇讐泉

讐齢鎧総挙鰻麓慕鞍箋暑塗
　餐あ零．9z寒2天裟ほ紫蒙賭講羅交・巖ぎ整購

　諺鋤身’か規粍起コの酸作練　 のば中チし現

　のオンはのに（イよ鹿るしは　けンは呼はに

亀羅棄儀蝦秦雑雛購鞍鐙
　此磯響に，思’酸のあ1ゆご等のざ　 のでるき結み
　g，）に比議を六る氏るきのきる　十水、1速か果な
　影霞よ例に丹」イ控かFY西聖必イ足P勺關　 イ跨葬鋒さくナこら

　はり的思ゐならP叉ら進特係，　も氣及るらす



　に結は　たの酸飾用用　　　　　りるフ
　謝果低」又りは酷ちのが中何　水　 ンごイ
　しご獄コす確酸a大あ性れ　酸　等よツ
　浸馨筈客露簿蓄奮髄鼻ε芽舞あζ
　作bるイは絹ア酬あ此る償⊆）ン8験て1
　翠蘇錫灘芽㌢ぶ累箆ぞ瘍鋳誉駿砦
解なはのノレるをンL79な’婬物の◇す婁れる説
　す㎞一でをごシは『る櫨、が嬢る暮た様で

膠露宏離務8雑潮澄螢嘉
　総請婆麦亥互も麦憲暫侵彦擢垂雰一胤契

国ごだしはたせリ等アカ癌謝緯　器ンアれ

1奄蕪裡穿毒き僧耳森紬国鉱摯警義
蓉　の櫨膨も・そをド反オも　　　〉る及は

壽’ 笂蜑關ﾝ彗多轟あ募　 霧葎竿3

　　諾葉蠣壷壼豪蚕暑　　あ鳩
　　華書葦謡撃鞭ll　饗鞭薔
　　オ反るむく見硫せンノv　　　　のノv精
　　ンつ凱るしる酸し中を　　　　様ブ練
　　叉てきoたごbむに膨　　　　 でノな
　　は悪は　り此酒る於澗　　　　あミぞ
　　水作’一　鳴等石もてせ　　　　るソを
　　酸用般　りの酸のもし　　　　εやや
　　イをに　をあ、が装む　　　　云フっ
　　オな膨　かる杓あのる　　　　ふイて
　　ンす潤　へも壕る作作　　　　 oブ見



　第憲りのるなるに從子し　てみあイのよを
　五のこ用標いM伽てにて電促でるド種b壇此
　の沃れ量な’帥く陰吸他蟹進自・はのて進の
　携1磁実馨詔邊菅瞥萢2勢書難券蓬多縫書暴
　沃里り切なあご参・v共方促るるな解・されは
　化解ナ・・なれまア胤”のの進〉’もる丹蓼イれて凝

讐籔藝鰭雲購賜麺欝享鵜幕曇

　募筆憂丁㌻a蜜督姦羅誉長゜＠雲舞な脅駕蘂

　る爆にぜシ精でたでしきて　然にめで行而現
　’にはノレン練よ作陽散’適　 しよ献あはし象
　他加水氏をのい用性乱あ不　 なり藥るるてで
　穣発強鐸受吊多寒見皆磐誓著角彪1鷺雪
　1よもを聲除にいす頂解オリ　膨繊ゆ澗のは、

難畿養隊盗蝶編欝繰羅書
　歌モる實いシて水ゲ・LI致は　きの電あもUtnゲ

　央ご異のにしく酸チらオォ　質現ご逆何のた
　なきる三解繭結イオれンン　の象か樽ざ方め
　るはも角膠酸果オンてがが　存もす性な法に
　簗第夫埋にをがンが居ゲ有　在媒るコれ奈散
　凝・一在聖試用よで有るル効　 に間のルぱ何戴
　麟及際蕪部ゐ数’粒に　麟ので叫い職



衛譲奮墜男髭碧杢琴馨擁渉鈴縮謄，｝漆鶏層
も’り水れ溝ら体に撒再準・シ水普來’性溶31ノ。。
め拘て素ば石れの酸氏をイン酸池るこコ液モ
る’ 序@イ・一次そ結n’Jk四起ドはイはかれノレ自」』’ノレr
酉灘芽多盤茄調警震薯惑竃・多碧皇漿昇薪壱
酸は見に粘ふあ憂ノレ以が1）かを精あ素ドく・カザ
b身琴る塾ナご守しるくソJ上あそ辱ご出練・ら6．叉j4Jl｛上旦
硫いこすなばが反りのるる云すにう・オは膠を
酸就共るる其力劃1桂がかヘア石Mン電し加・
簑露続：招㌻寒鶴蕎桑捻蔭劣塗禦葱虜華亮

例酸膠オれ的ウる！1温はあ性リ曹ば水微をる，
のは作ンははb様オなうるコ1逢原酸’強示も
り絶鵬鱒繊碑ボ醗ガ皇トll据艀・
な様癬頚罵らン合反になれイも構かソもで特
そで酸で弱れのが作鵡ぞがドの子らでのあに
をあが折きて反あ趨うご酸だ．が瑚セ．幽ε“なる著
學胤鷺穂．毒衛へ軍曇畳蕪蓑鷹廼錆段゜8
芝昌零嚢議繍鶏型£愚姦誇穣義；姦｝こ撃1冬

1講沓瓢誉幕薯橘ε紮繍藩二墜ξ男砦
曽霧纒あ嘉馨鶴ミ霧姦奮薯端嘉轟募霧1冤1・

磐琶繍羅麦謝Rg．颪鍍馨～架難奮薯劣
のめ．で練於加土では　化中易れ分如輿解　の
はる乳にて里壊精弾　液往には解くへ膠　・I
s／／3：酉奪衝尚筆霰警姦論姦繰泰鷲鷲1ζ



　擁麓籍雛1雛黎難葎難』簑

　篠暴；郵吾羅奮倉叢泰蒙a三1書喜現゜

　曝知　てる　　　　　峯性てもはせり
　舞紅窮獅1　　芸穿慕読蔑／）潅
　いナa　L）’織　　　　ふ鍮韓賦に》黙



實吸かく多　　ドご方散汚話簡合もは　　　　だ
製蕊轟署抜誓異晃翁農変蓼長擾窄蕩茅　r，

秀窃嬰著馨馨鼻犀潅編諺窯森饗無呈　昆
tlrにれ標用の面ド固器し：散接丞壁ド　　　σ～
多喬忌薪繕量辱あ筆窪藩芸職櫓藝書鍛　穫
ビにる謂果のし吸も面蔀：ひの於の室に　一一　コ

振る∫二方分　 にコのでの吸す通つ實
り、¢）んだ吸　 コノレ販牛で着る多ては
クこ『なけ牧　 ルロ着乳あ℃ごく辞散
マ1短藻奮蟹粁溢＄曝鼻霧3職　　t一



　分瀞張　併反鍵　二る定例　素は染し此のホ
　長はさ次し憾化軍硫b形へ而の骨色たの表2V
　く共はになををに化沃塊ばし動炭’5“膜面ム
　もの主吸がなな吸巌度を濃てきや其けはにを
　撒細こ着らすす着素を作き此容血他t“ゾア細
　十粒しの此も物だこ炭る’フの易炭洗もノyノレ粒
　時なて強のの理けを素｝ク吸にの瀞最をビ朕
　にる吸さ第あ的を・共でがシ着吸代用早去ユに
　て程置に二りの肴に吸あンの着用水洗り1，分
　飽作面就次’現ふ振着る液烈さにに去水ミ裂
　和用のて反叉象．るれせMをしれ用はしをンせ
　結は廣少慮tzでなばし若室く易ゐ粟得加をし
　∫強さしは吸あら沃むし氣起きらのらへ吸む
　しいにく吸着るぱ度る叉中るもれ清れて着る
　祷難導蓼就砦竺三薩晟喜雲唐響畷を讐
　状あもて謂れのは硫渚着鷹は普るい褐し膜蔦
　態るの見ふた吸前化は体し吸通此ふ色てをき
　ごbでるこる着迦炭固中お着ののこ物も生は
　な叉あteご物のの素体にくせ濾性ごが去じク
　るナこる元ε質結楼の溶傭こら紙質ゲ絹る其ロ
　も吸、來はに果に方液散表れでが大にこのv
　の着故吸別よ相叡へをし面た濾寄切附ご合ホ
繋纏職響肇鱒紬藍塾讐羅姦

　耀劉幣無雛裸織罎踏興亘軽
　へふに於の作渚接うノレれ出着結ごるは叉つ状
　ばや用て結用の面此水ば來体果云、此水其の

　鋭歎如の　　’學度　ごあ無’　酵來練浸る粒



あ吸　　　　　　　　　　 はの着吸燈よすで
る着次二　　　　　　　双脆す着のt，蝕蹴
；響論　　　　隷鋤鹸穫誓
のよ々で　　　　　　　 1．．鷺而度及さ素塗
吸りの建　・　　　　　示浮しttび及墜直
着て吸限　　　　　　　 さ水て鍮＝び築に
警署裸櫟ぐ　　　’鳩耀燦弩纏

襟翻　 ’漉度一 @終礫窯縢
溶体最一　　　　　・　　　　要は蒋吸よむの
携呈緩　　、　　　著惣潔嚢璽
秤り着　　　　　　　　 のて磯コよ云ご
・類て体　　　　　　　　　で一厚ノvくふき
に一に・　　　　　　　　　あ寛のロ墾從に
ょ般よ　　　　　　 、　　　るのもn膚てよ
りにり　　　、　　．　　　　　tS限のドせ吸く
て愛て　　　　　　　　　　　此度よのら蒋行
大ら甚　　　　　　　　 のがり醤るはは
にぬだ　　　　　　　　　　濃めも性N褒れ・
異も異　　　 ，　　　　　　度る磁のが熱る
奮雫調　　　　　勲謬讐肇鞍し
もあざ　　　　　　　　　　　　　着ちもド云ででし　七
のるも　　　　・　　　　　ざ飽のはああ液六
でts種　　　　　　　の和かるるる体
あ次！？　　　　　　　　　　關点ら、tSb盛
るにの　　　　　　　　　　 係が此王特二又氣
、一 ｨ　　　　　　　　　　はあ較がにたの
一つ質　　　　　　　　　　 詳る的あ大吸温
般のが　　　　　　　　　 し故多るな蒋皮
に物同　　　　　　　　　孟にく、肇は爾
有質一　　　　　　　　　 ム製を次分物實
機がの　　　　　　　　　 へ糖限に子に験



　　わで　ポいオ蕩　用アユ　　　　　て性
　　り御此グごス合此せル1從　　　　　吸溶
　　し冤のv言トにのらコのて　　　　　着媒
　　た皇外ンはフは吸る1如此　　　　溶せに
　　襟蒙ゾシれ1何着5／Vきのアェペ水　ら於
　　なリノvヤてノレ時現oを色特セチン　　るて
　　次まの）V居ドで象　力i素殊トノレぜ　媒5は
　　第す粘のる先もは　への性ンェン　　ミ水
　　でO度墾b生趨何　て水を　 1　　　りに

　　鰹ゴ雛ぎ舷褥鱗多　譜

　　を甚等脅相缶でる　はざ溶　　　’　次も
　　願だ重に接は婁か　著共液　　　　　の著
　　ひ簡要てす蕗のこ　しにか　　　　　様し

　　　鍛残化嚢碁1者　
　　　且つの酊uaはの　て着れ　・　　　　　例
　　　つて趨張蔑如接　i京せた　　　　　　へ
　　　解居る力黛何鯛　るしも　　　　　　ば
　　　しり蕩のi壽な面　　Nめの　　　　　　　安
　　　難ま合鍵翁危に　此るご　　　　　息
　　　いすで化轟種於のこ再酸　　　様がもの置類て　溶液ぴ　　　　　・の
　　　欝讐鞭重鴇薦　　　？
　　　もの得る9のノv　よ色出　　　　　　O
　　　澤曇る蠣ヨたギ　るこす　　　　　　一
　　　山談ので霞る1　吸な乙　　　　　　規
　　　あ義でも鶏をポ　着るが　　　　　定
；　鍋籍壕腰ζ麗暴　　器

　　　，誓甕妾羅鯖穿　曽髪
　　　お此　電外の生　 ご＝t“ト　　　　　　に
　　　この　’氣は大す　にチブ　　　　　　よ
　　　ご邊　 的な家る　利ノvり　　　　　　　り


