
羅燵本黍学翻喜從大

雑る⊥　番゜事に同　五蒼劉les塾費晶．磐粛ell：i暴ell

よは主鵡京下成致のi；；以mu
茎撲E翌纂驚墓亙姦

響讐晶欝考藩婁暴蕎

　し載　御依難せよ　統
　か致願頼誌らり科　t馨壁謡薯鍛書婁

會

報

希術す　 振に　 友を　 は　　m　a

て候　候候’に難　Itk　　　　　九
母間　 。間通同誌　計　　　　四
校奮　　 右信窓ぱ　

こ乱

に　つ　　　　　御　　’曾　全　　　十

於て　　含墓費然　八け御，　み本Ut校　’名
る寄　　鍛金し友　に學稿　　 被積て會　 有

術有　　 下立毎と　 之

綴養　穫隻劉毒候



　禄　　理　　可　　も會申難
　校　　 を會　 候奉　 の螢’會くi難
　鍛　　 致髄　 ゜安　 に展費候誌
　職　　　さ諸　　　殿　　致の未゜型
　員　　れ彦　　の　度震納全行
　劣　猿1己　釜蒼締劣霞遜
　異　　間て　　は　候的多が用
　　　　同縛　本oは数會9　動

　蝋部猛換　藩　接倉轡舟
　援’状鶉暮　芸　霧撃套癸
　゜況・撃箪　轡　箒縫馨攣
　　　～候蓮・殆　につにを　　　　は本　　 決　　 もて於数
　　　　い部　　定　　鏡頁’て回
　　　　好蓬　　 に　　意撒も駿・
　　　　都御　　候　　獅を漸行
　　　　含瓶　　 o　　鑑縮や仕
　　　　に知　　　完　　　ヵ・少く度
　　　　候願　　成　　被す百存
　　　　゜ひ　　の，　下る敷候
　　　　　候　　嶢・　度の十も　1
　　　　　。　　に　　 願除頁何
　　　　　曾　　　於　　上儀の分
　　　　　募　￥　饗翫
　　　　　異　　年　　本に鷺印
　　　　　動　　 祭　　年至二刷
’　　　　　は　　 同　　 度る鮒物
　　　　　須　　窓　　はべ螢薫
盗1

　　　　　Le　　曾　　行此る爲
　　　　　し　　會　　 一点にめ
　　　　　乏　難　誓禦綴
　　　　　が　　告　　頁解候を　　　　　記　　を　　内被゜充
　　　　　帳層　致　　外下曾iz　　　　　整　　す　　の本員し



事しよ設な　　　母小岸四三十大
長林り阻す大　　稜笠’月月年正

轟穫盛鷺Lr翻・毯餐難ill　h隷
糞募琵製秀嚢　護急翻轟　鑛
に改閥氏卒了　　及任手任　、　托
松選會の業後　　 麺o、’　　

J

村をの挨後式　　 績　大小
民行僻拶の揚　　 試　媛澤
をひにめ維に　　瞼　氏大
耐在次り駿於　　 塞　紡尉’

犠警棄皐irr製　’理鳶暢
を當生前會生　　 製：　、i墾
會　選　協　十　員　　を　　　　　　圖　　　在　敷

計す賛一に以　　 敏、田室　　　 九

宅o會時樹て　　蜜　同助　　　六
｛妻．馨審爾t輩　璽墾1

す開告後内迎　　 に　僻輪
事きを一容會　 幌　任te
を幹’な時のを　　 Q　tS根

氏絡開業小謹
よっ催生笠書

會の井助造學講倫
　分氏手所の師理　は小・に塗囑學



第　第　第第第　　　　　 名勲
五　 四　 三ニー　　　　　　　左議
條　 條　、條條條　　　　　　 のし
　　　　　　　　　宮粟倉伊重ロー
本支本す本本本　　 田林澤藤し同
曾部曾1會會會　　鉄　　　 ゜之

はにはははは　五美　に第關本　母上上　　・郎挽徳競　賛
三す部　 梗田田s’

的は市絡門門窓蓬ぞ1綾蓄撰餐會

左む必　相並zSc

　　　　　し
　　　　　か酒樋松飯　

く

升ロ村島　
し

五　　　　　て
十琢番正　 閉

三磨美胤．　會
　　　　　す
　　　　　o堀小季濱　午
江林澤非　後

　の　 要　 互に稽　　　　　　　 四

　事　　に　の修す　　　　　　壽　壁
　業　 慮　 親業　　　 伺勲勝夫　暑
　を　じ　睦生　　　　　　　　久
　行　支　 をを　　　　　　　　與
　ふ　部　 厚以　　　 石小森小　に
　　　をうて。　坂笠山見於　　　設　 し組　　　虎原　　　て　　　く　併織　　　次安二盆i　懇、
　　　る　せす　　　郎重郎男　i親
　　　串　て　　　　　　　　　曾
　　　を　獄　　　・　　　　　　を
　　　得　統　　　　宮上須武　開
　　　　　業　　　　入林田井　き　　　　　の　　　　　多　　　午
　　　　　改　　　誠兵今克　墾
　　　　　良　　　　一恵三巳　ハ

　　　　　計　　　田　須澤　％
　　　　　る　　　　　を　　　 太貞兵勝　當
　　　　　tr　　郎三司也晶
　　　　　目　　　　　　　　 席

　　　　　的　　　　　　　　 者

　　　　　e　　　　　　　　　馬



　第第　第　錨　　　第
　十九　八　 七　　　六
　條條　條　 條　　　條

　決総事ケ任てを総幹を認　 行

　議會曾年す長庭理覇置め
　ををにE　野理す長く陀

　　倶を再　 郡　 事幹
　　必行選　及　長事
　　要ひす　上　は若　　に其る　田　幹干
　　慮任を　市　事名
　　し期妨　在　長
　　臨はげ　住　の
　　時前す　 の　摺
　　総者　　會　揮　　會7）　　員　に
　　を盛　　中　從
　　闇錨’　吉鉾
　　事間　　選　事
　　を？S　　任　長
　　得す・　5｛議
　　　　　　幹　 あ

　　　　　　串　 る

　　　　　　長　 時　、　　　　　九
　　　　　　並　 之　 、　　　　　八
　　　　　　劃　 に

　　　　　　幹　代
　　　　　　事　 る

　　　　　　長　　、
　　　畠　　　は　幹
　　　　　　幹　事
　　　　　　事　 は

　　　　　　の　幹　　　　　　瓦　事



　舞岡　　　　第　策第第　箕
バー窓　　　　十　十±士　十

　條曾　　　　　 五　 圏ニー　 一

　　規　　　　　條　 條條條　 條

　支則　 の三二　部第　　　 ．計本本本本添出総、」

　域策田　　は斡幹基莫曾要送重金

　s編欝i馨旦毒懇L’躾胤

　　　　　　　　　に費　　は
　　　　　　　　　充t「／　　曾
　　　　　　　　　っ徴　　 員

　　　　　　　　　　牧　　 四

　　　　　　　　　　す　　扮
　　　　　　　　　　を　　の　，　　　　　　　　　　事　　　＿
　　　　　　　　　　を　　 辺

　　　　　　　　　　得　　，1二



第　第　　　　　笙　 笙

一域七　　　　位　　畳　　
・

日の號類則名名麗鶴日し
逡奨に　 ，　　　　　ナe
に更至　　　　　　　　る
該はる　　　　　　　時
年豫事　　　　　　　は
度め項　　　　　　　渥
の本に　　　　　　　滞
鵬部鍵　　　　　　　な
績の更　　　　　　　く
の承あ　　　　　　　左畢

を経る’　　　　　　　項
本る場　　　　　　　を
部も合　　　　　　　本
にのに　　　・　　部

す　）StT1！e

　　知
　　す
　　可
　　き
　　も
　　の
　　震
　　す



告九附養　 一　 一一
聖震書馨差計霧‘計金譲
候にれ三引金拾　金五拾

於候期痩盛圓　墾　六
け゜生金拾　　 拾圓圓
る　級壼圓　 壼　五
瓶　曾圓　　支圓　捨牧
信　よ五　　五　銭印　り拾　　出袷　五入
9刷　の銭　　銭　厘
費　借五　　之五　　 之

は　入厘　　 厘

霊　金　　部　　部tSl　墾

へ　大

◇

會

計

報

告

1

之　計　 獄　 獄

が　登　 科　 科年
會　個　 三’ @三
計 償　 期　 期度
決　額　 級　 生

箕金　曾　寄繰は　武　 へ　 附

十　拾　 返　 金越

　特　及
　別　金　，會　五
　計　圓
　に　を　於　本　て　曾
　御　に



　故　　　　　　　　　　故

番慰繋報藻舗奮驚雛講墾

馨題幹蕎麟舞直璽護讐
　　霰

　　　　次太三城峰　雄準郎季

冤松須竹編　 甲松豊三
玉尾田内谷　斐岡　龍
　　　五朝　　　　 1吐

忠順圭之太　　 滋荒在次匿　　策　　二二　　助　　良1～　　　　　肇i　也　　宏匡　　勤

　　　　　　　　　同
林岸松小須　 高土加
　　村林藤　木肢美
貞勝季笑米　三宣好
三彌美保次　 治治男

乱

中飯秋天　 久鈴杉　　 ＿．

澤島山田　保木、野　　0
　　　置　田　　　　二勝正俊三　 嘉誠壽
也胤興郎．　一一一
　　　　　郎
牟原勅苅　上原矢
澤田保田野田　　　　　　　部　兵喜恭　榮蓑忠・
勝衛久一　仁二吉



　　　　　　故　金金金金金武計金　金　　傘金
　堂膏凱墾五藤金奮　 ご圧　　 黛壷
　圓闘圖圓圓俊威拾　 姶　　 圓圓
　宛五宛宛宛治拾鏡　 銭　　 宛五
　　拾　　　＃七宛　宛　　　拾
　　朧　　　 弔圓　　　　　　　饅
鈴後宛小伊松慰屡折坂市宮須埣宛木藤　 山藤尾金拾蔑田村田田非
　　　　　　　饅正　　 鉄國
孫　 須久勢順　　 太榮聾五之作中
市廉田一亀策　　 郎雄司郎助學山
　　國　　之　　　　　　　　　　　　鑑
安三助橋　　　　　小手坂父清一非輪　 本　　　　　 川塚懇母宮
　　　　　　　　　　芳義　　 爆　　　　　　 太文塾
忠悪　 吉　　　　　 保郎彦。藏保

森桀～　‘誇魏

俊三黒　・　　笑誠講賢
一郎　 一一 @　　　　保剛治雄吉
　　　郎
　　　　　　　　　　　　　　、堀森　　　　　　　森佐木酒岸

采内斐

田二　　　　　　干曇保！盆
治郎　　　　　　　　城ni挙二吉

　　　　　　　　　　　　　t　二都　　　　　　　林田遠秋向

江鳥　　　　　　　　 加　 小松
頭原　　　　　　　　美　山尾

雄ap　　　　　　　　雄　 一．策



　　　故

　　　　　　　

慧　　　1爵　幹匂婆巽釜焉
　　　　　　る

奮　　　　慰森蒋藩套
罐　　　　器榛難箋肇

江　　　　　　　　倉登上坂峯　nt
　　　　　　　　　　　　　ド　　　辰　　　　　　　　美忠榮榮一・
雄　　　　　　　　徳吉仁雄郎

森　　 ’　　　　　今林曾丹安
井轡as華

三　　　　　　　　真tt清文
郎　　　　　　　　衷三尚義彌



　　　　正　　一一誤　　　 計金　　 金金
　　・．’　差　　金黎　　五七
　　五五大引　中塗拾　　拾拾
　　七六正1金書爲捨鑓　　　銭鏡
　　頁頁九饗留替遜宛　　宛宛
　　中及年拾料料圓　　大五四威　　也佐大戸小佐小森　　塚七月圃　　　々箸田笠藤湊山
　　君頁『駿六金金木原　　香中行拾　威　峰政勝安鍵　二　　輿栗同七拾拾　二李Ot重三潔郎
　　中原窓銭　

滲｝

　　韮嚢纂叢麟　　岡石倉三湘
　　尭大六へ　　　　田川澤　橋谷
　　己塚回邊　　　　　　　　　遠　　と君報金　　　　 康健美　宜三
　、あ香告す　　　　三九徳　夫縷
　　る冥書゜
　　蟄実差　　 前峯唐　吉
　　輪箸の　　　　田琶澤　　澤
　　輔政如　　　　　　 呉

　　と挙く　　　　　 豊一正　　武
　　訂E訂　　　　　 一郎李　　央
　　正あ正
　　するす　　　　　　　　　　 ご

　　。は　　　　　　 弁安・今　・二
　　　大　　　　　　出孫井　　輪
　　　箸　　　　　　　子　．　　政　　　　　　 満文
　　　4s　　　　　　藏彌衷　　懸
　　　彗

　　　同　　　　　　　太爾　　孫
　　　Zlr　　　　　　　郎雄　　市
　　　訂
　　　正　　　す　　　　　　　中中　　都
　　　o　　　　　　　　島島　　筑
　　　　　　　　　　　康太　　賢
　　　　　　　　　　　雄郎　　吉



　命命　　　　 命　　 命

漫難　 ＋一＋羅五五蒜

姦茗劣゜3智慰与講商欝霧

裂霧難脊婆謁馨無農最高認
後竃鋳岳慕呈鍵慧蕃表笙，
°蒙蓋警藻馨灘難髪峯
　崔懇れ堕，1，1権霧舞欝
　讐懸善母薇　嘉蕪書
　於便　馨及　呂　　丞念左
　け宜　に紀　敷　　記號の　る上　甥念　一　　念・一一標　　’
　公郷　しエ　枚　　・工冊準
　釜暑毒募渡　参羅／F
　私螢　當キ　友　　キ念り
　露叢晶頴無　悪茸懇

ガ品
キ逡

　顕！ま　 致　　 念　　　 一呈　　 ＿

　す・　し　　號　　　組致　　○
　る御　候　　 一　　　　概　　六
　通諒　に　　冊　　　　候
　信承　 付　　 “　　　　　°
　を被　 き　　 及

　誌下　 ・今　　 紀

　上度　t回　 ．念

　に候　 は　　 工

　掲゜　邊　　 ハ

　載　　 附　　 ガ

　致　　 致　　 キ


