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新人ですよろしく、  

期待㊥新入欄眉牒口毛   

細中座蟄溺猟書こ奉幣敵軒貯新』揖聴乱  

腰鵠胤i執撒亜王楷笥迦補囁鞄蝉丁触崖  

強敵軋・   

画朗赦磯節九虻．瀞熱願晰壁感セ：的稗膜  

洞化醍耕りト児科の・二姐級急に参加  

檻憧燕苛隠櫛什ゝ，止曜五平構．‡縛「親告嵐  

轟顔遥串華塾鹿副嘩榊・御即酔嘩 葡t療育穀型塞箭軌平鹿・壬翠中底軒鞋甲田牒  

儀感激癒轟拙埠＿i－．適確適中1億劫砲越感  

触綽帖醜転＝転触転  
■雪駄 詔も蓋苛蛸姉軒‘狸脾軌軒荘鮒  

轟韓爬襲掛†吋嘩稗鵡声軸転勤軸鳴療酔  

顔貌♭組．  
嘩・如嘩帯聾掛皐嘩申静夜耐急病せ  

新町鱒髄鞘嫡脚酎駅間計頂患職  

轟亜見れ岳馳牡鹿岨翁軌  

境南二晩廟鹿野痴廃園嘘癖東南揮鞠間藩  

軌儲■町長替触  

′‾■  

師輸・月齢  
＝掛敵中牌醜晰l  

．願∴葡標酢蛸婦．辱 蹄蛸－．牒純甜通勤∴鼎  

確頓挫」出寒さ植醒増殖鹿野嘩ギ   

癒轟納車相中・姉．鰐精糖弔嶺衝痩見訝  

麺軸ゝゝ．鵬醐三重奏馳  
葡‡語法海軍盛む貰も埴担転埴温い蓋清。・  

息由車軸掛軸嘩』垂範  

摩嘲．申典塵  

申調赦蘭器筆致樹王よ惑媚蟄瞳脚   
・軒鹿骨軸酔顔廟哨癖碑廟左胃  

′■  御鞄秘密．1鮎軒結葺て．感懐頗已主脳．億Ⅲ宜  

町由替記醸細野単項轟軸卸諦軸転身  
遡酢峠鮎吐  

血常勤有島寄掛皐．■願納出端感・轍遍路 ●ヽ、こ   鹿野叩醐廟醜癖酔「≠喘脚匝・  
・、鑑真L定一  

勝原灘應個備品．・らせ   

彗席丁戦乱晦官有簡閲醍呼囁新艇盛観粗  

謄篇坤塊亜細亜・劉捕朝穐癖『韓剋  

烏」迦i．モ蜂観梅♭熱唱廟弼醐鈍感軸  
鷲盲塙鹿ヰ蔵慨濫轍私 産憩庸整も劫轟指  

執極東姻軸酔垂醜喪ト■嘩萄野草埠・  
帯革匝弥胞  

卿嘩埠嘩』琳醜掛軸  
触訊＝帝囁訃鼎奉養■拝啓東野酷   
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今年から看・護師です。よろしくお願いいたします  
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i病嶺  

五十嵐 牌輿・  

王嫡排  

狩野 華子  

哩脚御蹄噸軸専密生車抑藍瞞  

熟耕触荊附帯鮎師拳覿朝鮮  
画軸嘩塊摘陣崩臓敵艦割蠍脚  
ぜ軍感唱禦軒率静壁掛嘩車†  

軌唇弁搬連動嘩費雌虻櫻昭聯弼抱坤・  

軋ま執墟葡息感も予義範，法敵申嗣嘩．申開翠  
確憮譲』畢咋套牌由執噴泉出細枠櫛比  

掴髄軋閻坪僻廟固唾軸癒納  

臓地軸組鞄抽闇軌  

聯嘩罰哺韓癒替塾麗鼎轟礫崩帥欄側部掛  

＝垣盛肝執華楓卓・朝抱軸蘭画誠熔  
剋■L熱感鮎喰軌彗瓢．  
草加聾也出草野坪野草野拙押掛  
菅替軋晶・轡岬蹄胞鹿嵐触塙臆  
皇†㈱軸串噂由転キ義盛鯉  

帝鞄戯触感替由藤津「働牡耳個畢  

転画卵卵価倒鮪仁政謹鮎駐出輌把軸埴  

楓荘鞋醜悪軸襲撃酔I軸鍵廠鮎  

鱒酢開脚畔御昭㌢・嘩脅・車癖離恕嘘惑  

底牡拙由廠旺軌鹿．脚確柿餅渾暫時  

酵弾軸細胞醜鮎朝拙出師朝粥軌嗣卸  
鷲宮哺快   

挙馳走鯛軸一号雛曹嘩岬華卿車軸軍  

酔軸鮭痢品細心雇齢凱憩＝苛桐僻  
革帯㌧軍レ榔塾鹿坑亜軋巌拙背  

鹿棚樺腑嘩捕悍一問嘩廟画嘩盛醐臓  

＝＝鮎蕃席鮎廓鞄盛事囁嘲嘩昼軍事  
開珊瑚極細胞庵敵偲庭  
億劫蓉唱∵l嘩畿鞋姦軍書・醸換癖掛軸戯壷  

鮎蛸睦執尊痴葡樺瑚牌世葡郡嘩恵与  

執成噌王曲直鯛蛸嚇醐措聯李  
斯野師嘩鯉賀嘉す鹿密爵顔師軸鳩  
粗相裾賭詔声嘩辛抱  

掛取赦睦腰掛宙葬静嘩酎轡確執野聴療  

押鱒酢車軸 ≡軌軒軋原聯モ♭鱒嘩寧血盛観ご敵地政敵  
繊細媚藩嘩露草熟覧醐  

畢≡蓮癖袈鼓．感触感触偲摘紺．  

御陛瞞鼎癖牌ザ掛も盛草野  
敵軸串㌢強腰紺嘩曲轡酢蟄嘩蛸嘩腎虚嘩嘩桓  

由甑嘩相知砲出離‰・」糾詩醜・御車博  

樹嘩東亜血嶺恕壇鮎摺屯．什塵軋  
．＿色女詔酔鼎恕坤弼抒華酵掛唾軸簿由耕戚  

・乱軌確立殻幽艶鞍♭畢艶却■L席ず翻聞・睾嘩  

．軸．鴇鹿L軌  

′■l  

′■I   

蘭如蘭勤撼獅師閻蛸御姑鞄画蛸  
＿■．＿． ＿Ji＿＿．i＿  二i：＝lL弓：．．r」■．追Jl＿］．亡．上汁＿・．．」．．＿1＿■」且！－－．． ＿一＿．り   
酎ぷ串鹿  

妻由仁＝  

羞廟僻礁拙丑賓碑独鞄常習幣・鳩画軸  

噛閻鱒底虹蔵相陶胡脚磯掴  

掛卵硝御閻＝蛸島鹿毛庫払噛癒頚触酪う射て・ 崩軌・懐軒．華申輌鹿癒痕軸  
拙避癖惑由遥鼎牌闇噂轡埴軍≠・嘩  
重用軒軋  
慨蝶非常鞘偉観串僻亜廟楽講喜‘  

・蛸嘲ぜ逼埴缶兎嘩掛囁甘繋  
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L山E■野病棟  

、一、 小倉 香奈  

ICU  

東海価 無   

風顔軸峠鞄出席  

J㌔㌔  
輌睡酎軒由鱒地軸確執磁劫  

重曹既   

報静鞠瑠組朝態圧濃艶瀞九億卿も凰  
帽画嘩睦嫡敵地出劫庵軌樹齢  

榊曙車華彗鮎聯憶転脚軸．   
鞘脚哨敵組頑掴間割稲組紅潮鞘摺  

朝地誠撤触脂両班櫛凱観帥坤紘一  
軸噛車極細輌軸睦串＿ヰ畠痘i赴料  

計哨甘運漕轡魂車闇甲琴搾卑酔も．鼎醇  
虹儲噛章鮎キ療軋  

碑石軸弼畔地甑藤森  

軋問軌範軒嘩昭郵癖㈲晩熟．  
常駐鳴墟完昔も苧蕗瀕蘭転義謁職蛸戦地粁  

惑星盈血＿薩触逮辞由臓・た膏轟敵謹醤・  
卑称正嘲鞄醜   

拙速降職再】柳鰐＝  
酌！唾車Jr牌L出納偲勤由蓮如蘭蛸膳嘩  

蜘・乱打竜顔唾L培醜轟匝頑強忽睡・  
笥弼執憤晋軋  

古壷袖蜘軸嘩麟蔵戚榊陣鮎軸倦嘩鞋鼻  

血軸軸細胞摘胞地軸轍・勧感掛皐  

嘩翠提琴掛野蔓草樹し刑乱脚下醜   

職噸蔚甜鞄鞄慢轡ず詣∴常軽ぜ弊習覿鞋  

f執髄卿醜轟南＃部恕器換鰍鵜由紺  

野唾暁嘩毎甲嘩車中主軸晦一恵鞠軒  

・■轍濃艶酔博一嘩鞭皆野標酢樹樽蹄有声  
・感韻蝕軒に  

納車晦鼓笛専鮎転卑海蝕重患  

握背転一倍轟粟津鞄僻艶 味野鞠串翠鞘  

嵩L触感融鮎兼帯鞄駒一鴨敵噸軌  
摘拍恕転総益葡壷軸如唐車甜菅鮎  

車重軍神毎壱静由鞋軸憮神野軸掛昼嘩串唾車  

輌良剤唖乱鮎聯郎坤囁瑚払拭  
魁触拙由墟威葡彗虐畠虹轍艇・触馳  

・こ野間範嘩廟醜療達郎瀞由由躍如野師  

葡馳邑茸榛阜鞋学割陣藍簡博樹i観照甘．   
鱒嘩観潮摘掛如拙噛転倒  

寧臓碑」転出如嘩埠堅固起重患嫡  
i≠脚‘嘲哨群粗鋼野馳詰   
皇鮎敵地軸鮎碧萄鮎触聴t≡  

細島誠蝕」如墟車．   
細再澗坤評印画：車重画脚画辞  

職掛・迅遭桓拍坤盛観婿■臣樺儲牡  
蛸軸盛麺味  

横軸埴奇骨野卑単軸呼握轟軸韓転  

発語醒勒鞄削膵笥甜醍畔軍割悍蘭即評  
点皇轟蓋執  

萄療曲璃下軸l欄嘩御地触  
′掛嘩猟嘩管掌囁こ草野嘩学問野師予嘉1僻  

＝牌葡措感触恕若棲車塊鮎嘩鞋特電‡粗噂席靡  

・廟如拙恕鈍感魁・廊軋  

・垂轡鞘潜輸痴畢曙神島1畦  
触麒駒場執咄臣笥榔蛸専珊控  

虻忠．歯髄感熱轟藩療腐蝕嘩一転  

師噛間藤画趣由担麺転和醜玩  

樹購鞄弛揺経常甘囁軒鞄皇華坤孝鞄  
触感柾甘宙轍鮎患■闇掛詩封唾碧酷  

府議麻韓爵位出敵地短資輔已鮎鼓  

パ」 鼎二面畔確申嘩圃坪丸掛率晦  
L脚嘩．艶韓私瑚托軌榊甲菅衝観就労  
患由オ感触由由痩蔽軌   

√ヽ  

′ヽヒ  
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ひ亡くち柴暮≠モ ～亡軸モーか7～  

鼻班な■♯た盲（勤 ☆玉ねざ☆  

帝・にまいで秋lこ収穫す呑北海道と、租にまいて書に収穫す尉関西が五大産地です。春先に山  
岳新玉祖ぎは、水分が多く甘囁があり辛味が少ないので．生でサラダや和え物にどうぞ。   

◎連日の架■犀⑳  

l  

「■  

・玉ねぎの特有の辛味と書りの成分  
量軟膏促し．耕化液の分泌を盛んにす古  
・ビタミンB．の吸収をよくする  

ビタミンB，不足で起こるイライラや不眠、  

慮労などの同社に効羊l拘  

ビタミンヨTが艶書  

な静内は、玉ねぎ  
を付け合せにす竜  
と、止り囁収串がア  
・yプⅠまた＿硫化ア  

リルが肉の臭み峯  

消してく恥岳よ・‥  

・抗菌．抗力ビ作用  

・硫化アリルの効果邸大き撃ヽ・盟は生  

・おろした玉ねぎをドレッシンヴに加え  

たり、スライス・してサラダや和え物に  

どうぞ■  

・硫化アリルは水溶性なので、水にきらす  

時IF‖土短l持lⅦで  

・硫化アリルは加熱すると、旨みと甘味に  

変わる  

■■り岬用L●訃朗日面■丘■1 ＃■■  

外来酵喪担当一覧  

札  衷  恭 ポ  金  土  

中．如  中＝徹  牛・臓  ホ健  午前  乍纏  午前  平静  T■腑  午律・  午前 

小龍怖  中称（雌  甚′井  ■■：癖亡fl  申肘掛  常＝井  小帖（血  准■・積  囁謄  今井  松野  

内■ 判                         鮎．．  本山  ：畢鼎  木Ill   

未・・．山   張倒   
l  

一：l   

由f廟司ト   
寧藤・■  ヰ■川  武庫  草嘩  罫嘩  川■．・柑  草腫  

■・・：√ニ．■   

瞬醜斜■  無血  東l旦l  提柑  水田  本四  

龍頭轟糾．■  Llj田  痩■1上・l・  舟山  

‖柑  ＝自・鵜  鮭．川  丸森出  ・白展  

外・・坤  酔荏   譜個 
＋   

＃慮・机   

華  
蘭鮒腑   鹿鱒  

拒  社団  席  南棟  

商鱒  

jl岬   畢岬  軍叩  ・越野拝   畢虻  賛  安田  菅田   

脆’一杵  ⊂声 ：ロ 

鱒 科   鞍岬   醍吋  佐伯  佐伯  牡佃  極地   

冊づ確東  l■l」曜  中尾  

断碑：他車か小備遺鰹が担割、たL革十．  

掛ペインタリユ・ブタは子約札   



〔酌  

昧偲宜   
用嘩園瑚細野凋町■こ、相川fJ僻逝■」轡晰  

製綿馳艶原辟轟軋 刊咽F】■・勝暗肺鞄粘軒比昔  

鮭出場蛸碩掩出恕鞋感激曲論誠晩成怒  

這暖地部二轟擬革尉帖錘脚紺顧加地  

細和銅㌔ 革嘩摘悔御厨糎噂革．薫鑑一芸写阻  

肝に巣据。巌耐に〆割増埴棄宅軌鞄が軸ゝ．庶  

如も睡龍艶」瑠蓉亀鮎比良感想など庶轟軋惑  

い1． 興迅棟尊ぼ朗躍蝿監 軌 道粥寄簡  

如誠範囲蝉鞘折掛酎鰯取持瑠毎擢小啓野獣酎  

鮎弘L包半轟虻有事悪路た由だ…．金塊藤早紳虹  

l・l嘩静丑廟蹄繭評覇£と翻摘聴く鯛解離て  

御やた≠ ＝阿散弾掛軸轡声轍群野晒曜対ロ痔碍弥  

出窓畔一 應厳封こ腔簡感動臨蓋ったむ こ塊  

恕問いた佃階紳阿円療拙†如疲兜撒ど変哲軸  

壁掛L耳七曜瑚こ選ん輝当一 円鮮紅・鞍碍障掛買  

榊鹿恕環垂感杢、嘩堪椎偶にと蔚捜盤当た真樹・  

車¢鮭髄叡巨翫梅軒掘耶麻ぜ折オ史観こ 畢一  

瓢 嘩畢碑準革職質苛』触ぎ三脚だ．・世痩韓  

引離卸㈲軋儲坤埼掛郎摘嘩‾釣堀秤．誰＝■．】  
腐恕頗昂鮭転嵐免官式‘覿焼恕転が針鼠  

華軒備睦啓に地軸蜂蹄師如醐娼融封適戦咤串  

弧奪由鮎、掛芸妓細部一幅兜瑠苛蕗克晶だ蒋  
且華野晒壁間二軍陣軸噸嶺昔春野腔：．  

L藩札鞄箱郎甲部首耕跡継首讃耳も 戚士官聴  

却腰鮮草由ま轟駐転頂恵も風 鎮胞宙 ヤ番地藤  

子埴地割掟塵掛軸妄熱鮭重野緻が棚出冊聴折鶴  

御禦輯」革珊軋衝叩間隙圃琴郡準革   

療軌掴構封メモ艶ても恥患削±麿鞋乱 筆静L  

濾地盛融雪い疲折軽掛盛靡棚ITlu瀞耶ふ倣鹿  

榊巧守しぎ軌   

範硝ど無煙で蟄感た母指躇義憤＝Lか撃た叶神  

mH備憩忽蹄怯器嘘L孟過ぎ或てka鞄鹿町憩療醜  

融重森翠吼脚毎払た長官摩滅迫藍．一転嶺と絶息  

も司．ユlこ繭嘩痺畢住肇箪笥漣草ぬ囁濁埠摩瑠柑薙  

い琶．・1Tニ鹿痙囁ぎ粘な執敵梓橋が醜惑鮨酷萄覿⊥  

鰊蛸魂虹乱掘嘘醜   

怖酎和膵勝は土地よ缶嘲祷苛低廉L甘L点毎  

尭耶抗 癌覿比恕嘘史き圭顛長官卑轍臨賦蹄に  

軒蔚騨師示茫碍軽朋輩箪 蟄酌吼 茫掛軸脚  

．匪轡恵 紫だ紳刑打備塵親引こ．堵奥革礎畢鵠た  

廊掛翫掛呈 繭備駐韓出離誠醐触鞭庭感触  

控軒別軒粗銅囲嘩軸膿臆ど鞄よ封罠な岱別㌔た刑  

だ｛ 阿、蝿扇軋乾い儒持馴礫草餅恵燭耐忍埼誓  

連荘   

塑・昭姉御埼酢脚牒時離陸■円聾す晶葡揮  

屯地軸L甜粛頴惑芦鞄撃酷説櫛瀞だ硝耕掛れ  

恵患顧慮硬苧・億．正史班強盛ぬ射甥㌧魯由龍に患  
部怨とず甑缶輯動き密嘲・廟確師部牡鮎  

i碑て憾も乾  草堪   

rヽ  

神国門嘩帽押掛l酬■！檻猫背盤勝たv、菅野醇  

晒ゝ 一題詫‖．・勝にÅ帖舘 藤髄鞘ユ嘩肺願事だ」  

．†」掛ま泉叙把手競ぃJ二廟甜白戯埠㌫旨．．軌主幹鴫  

箪笥べ畢L苛む写た号聖だ一   

軒準暫革紫t瑞如餌出勤階散村鹿部聴亀か嶺  

藍Lて鮎喰‖ 何度も椅寵臣比轟音軌轟由頬骨  

長鳥叩．故密坪尽こ酎嘩序た弘過㌔■熊襲に嘩  

L官範濃射こ騰Lい尋噸即日．幣だが，樺；に如苛  

政旗に苺れ経とて屯践妄ノ憾轟把珊在助産－と魅摘1【  

鼓埴地感触叫艦卜触鮎掩l軍曹払王仇 そ軋  

に頗即席など距搾‡艶署嘩和裁薄謝題額囁がた琶 

離摘摘拝聴   

卜嘩相克地瑚ぎ麿軋七に冴サ怨敵蕗．薗  

終年直だ督怖、単軌屯営鎮守苛現す萄押冊■冊艶  

華郵珂卦堪パこ旗鞄に軸で鮎摩耳戒車軸情熱占世L  

講尋問鮭粘L克夫鳴飽濁泰煤塵蝕結●敵†血ーせ押  

改悪土産、謎虻常春智尊慮継子下鴨軌乾．  

革戯嘩辞謁海亀．巴専と艶武藤．を哺■1揖由濃紺  

願出増俸判と屯貌＝和恵、押1王＝」腱鉦鼓鑑巨癖  

紺・忠地恕埠鍵L由良た摘L垂範観紳闇路こ射  

す感懐L・個性せ蹄菰野拍啓＝ 蝶恒確灘債瑠閻魔   

′ヽ  
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磨蕃  停滞  シターニュー  
新年僅が謁封－トLまLた∩ 軋榛原鵡情報センターにも新しいメンバーが加わり．乍擾もきら  

に皆髄野上草お手掛、が出艇希よう智力してい着たいと温いますじ  

年回は満額梗亜牽制鹿と新たに加わったサー諌ワーカー伯相好をさせていただ草ますu  

く高額奉養費鶴慄上は＞  

人院な起せ腹糠幹の日′己負拙硯がlケ月で  

一定額を超克た堵弁、．申苛酎こより私見車重  

療が睦11払い尉垂れ雇止いう軸墟です廿  

詳崖方億は輔嘩凍満と用歳腿ヒト老人保  

嘩対鹿骨幻三通りでそれぞ礼典＝なり■ます、  

く高軸療華虞昭白弓負担限度額はき  

71〕歳未満の．．古で月順珪6ノ引り未満モ世保）  

旬刊膵70Jf円東柵個体〕の囁骨＝は自＝己辛  

抱限度額札かかったl菓観墟から2ヰ〟lf  

由牽引いた軸価1他に7．打■出一拍「Jを力l性た  

蘭になり嘉す。  

～例～   

同保加丸損麻人が病廣にな机ケl＝工伽   

ガ【jユ鞄院塘世がかかった立Lます。   

敵l剋旦＝ま姻佃憩即Im毘払いです」   

かかった鮎塘蘭現H凸0方1佃1ら別ノ日干円   

を引いた廟榊l†削こ7万2：岬）円金一足すと自   

己乱酔限度鞘は7万9舶巾円になります。   

窓口興亜Lたこ和声円舶ら7ガ開■90l■■値引   

いた22JJll卿植堀口払い姑Lされます一  

階赦の嫡・院忙かかった囁剖葺、病椀ごと  

に、同・病憫でもA院と外・鮭が由った場合  

には草加ぞれ分けで計算し．生すb  

な払 入院時．如．食草代や悍除外抑費用は  

高額練兵費和恵給付軌こはなりません．  

さらに、．桐・一輝射島陰、帖1十腹帯内でlケ  

月に三万1干円以上の自己泉興が複数あった  

と割ま昏挿がで草まこ軋 例えば克と‾塞がそれ  

ぞれ病院にかかりた増ゃlケJjに別殿病魔に  

かかった場合などです。  

70壌以上甲壌和ま、個．九博僅で計蕗Lた  

韓、世帯単純で命皐Lます。．7n歳以l止  

相銀来哺の人がいる世帯の場合拝さら．に世  

帯車体で告辞します¢  

老丸髄絶対患者も白山親指雌牒嘩は70蔵  

以1二とl昂じです。L軒し世牌全休肋骨罫慰す  

るこ出まできませ・ん。  

－自己邑担限度額ト  

珊糟兼♯  

1三相，・a帥■円 
中間所得者  ． 

丁軋3棚円＋  
鞋  

（許席♯控欄二別1．ロ帥IIJlコ坤．・tl．l   

低所掛軒   非i㌻ヰ軸帽   
■■l  

⊥相即岬すて．闇純なら叫肺両神相和力■円払ぃ．雌蝶なら  

出帆耶刀1仇仇上葛‖L  

牲輔冊耕一，圧民祝辞冊農抑軌  

坤麟以上   
佃A・．単位  喧橋牒■牡  
≠ け間借用   

定出土  軸．神川  T宜．ノ加円＋  

所得者判  
鵬雁■姫欄ト  

舗l．コ伽印叫．01   

・■股  12iM凸   ヰ0．呈00円   

低所得者  駄句由門   軸．刷山門  

【僅R穐非掛拙  l■軋■㈱■■■fリ鴫  

半1一定捉上所得卓笹申即，職制脚ほ上方円弧上吋軋   
ヰゼ 低所軸古け軌札任地横卯■麒紹蛙蕪調うち、  

老齢削敵弾金堂措看れ町境収入世蕎で順本部】人ヨヒり  
隼瀾帯門以■Fの人，  

く払l嘱し中寿岳嘘－‥i＞  

高額痛点発射払い提Lを僅けるには、叶寵  

が必亜でサヒ   

阿鴨：・市匪町村窓口  

鹿管睡恍：菅痕跡杜金保険♯痛所  

組合健髄：告杜め担耳部署  

瞑痺博聞拇レシート＝保腐鮎・・振り込み口座  

眉唱・掴縮通帳）などを特車てト音己へ申請  

してくださいJ  

払い戻Lには、空≠コヶ月かかりますた  

く重任払＞  

南耶麻凄艶制度には、肖己・負担額療病院  

密t」で長払わなくても利用で垂る香住払■．制  

度もごぎいます、．評Lく軋 輔袈博軸セン  

ターもしく仕鮭亜魂スタッ7ま更ご細線くださ  

いt．   

■■I   
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ケースワ「磨一恕典範舟  

軒敵戯準範嘩嘩彊崩き海嶺憫掛野→  

酔一艶迦舘畢書誌羅華［軒牡よ岬■鵬畢「嘩  

軸車軸。重責碑轟鼎廟巻樹鼎碑嘩麿  
惑虻尊弧朝億壁括戯・■中風旦嘩髄叫  

背珊旺麟鞄＝頴鮮背葡萄振乱■私腹北粒  

痛感歯車廟嘲軒軸頑強ら窄も唾串L壇  
嘩埼葡劫軒並範・恵岩鼻ぬ鹿基底鑑直島血  

竜婁i愚妹雛壇寵樺毎春義経君臣鞄荷稲盈1  

乱撃屯ご軌軸軸轟横軸碑蜘細密  

静患虫垂毎払  

塵崩惑御報葡封声ナ軒軒軒鞭軒  

畢「睦貰儀哲嘩琶瞥囁車軸嘩坤塵  

葬牢嘩華転・串良由盤紘睦廟予備必備艶準  

康雄鎌尭熟拍陪頭げ甜鞘湖捌瞞蛙・相席惑肇  

卑埠噸  
軋車軸痺・割細野蝉励嘩蘭細部知  

慮臆師直敵背脳甑＝構軌麟勤鞄蔓載甘  

鱒畢覿準撃車闇準軒・脊嘩軸筆触如■  

廟軸蝉郵画鱒再虻鴫野如曲  
囁監童昔畳ま箆庸♯煽官   

摘嗣訪確廟ぜ閉脚庸   

一軌転地勅串嘘私選  

感崩鑑査簡魁椎帥壊   

脚闇細囁   

軸鞘棚卸埠延髄  

l 
勤鮒摘感泣蓮華  

嵩平楕  

監垣桓邁＝輩L 

闇増勢噛臆  

お・唾転 酌野  

生しくお鰯・いし  

蔚覿  

′ヽ  

正Jl：翠  

＿重点会のご村井  

概観軸酔嘲酢軌 
＿ 

l監療廟恩鹿金管丑垂且告   

註嘲車輪卑臆嘩醗胸嘩‡Lま竜扁・轟瞳  

頻威風蘭櫛堰難聴備潤虻斬嘩庵巷腰媒戯  

帰腎華熟蔚野輌嘩垂寧軸五軸転轟轟  
L・たサ   

購散姻去王節税髄瞳茸藩葡萄′嘩■■  

囁醍私塾葡密癖笹邸碧聴館撫粥軸提呪廃  

熱草掛酎璃恵鹿茸嘩甜恕摩痕垂翠夢贋  
も盤肇育中速津轟   

音違背鞘病闇装備郡囁僻簡・転炉磨削琶  

腱喪僻蕪感属画・弓酵嘩酵草触起せ敷革碑  
強敵茸旺簡敷鹿討軍規臓軒胞甘藷軋患  

潜構常畢欄菅野増・椰槽醍喋醜  

酔顔植樹酌㈲鴫恕神事嘩す、．   
鼓軋血卵起源性錮鈍恵も－■鮎憾聖煉瓦L  

勘囁葡背雄騒免官早慶毒針密猟粒臣穏赦し  

＝亜或苦怯虎誹嵩億紘  

替憮撃野草藤間触轟画野間捷痘  
榊■も南野車軸  

・・麒瀞封筒闇熱熟．儲酔馳抱軌覿．感偲捉七  
億覿感供奉軒世帯癖軸＝東夷ゝ＿ヱ癖  

′l■  

髄撫＃  廊朝も癒ず撃鞄感岳‡碓  
・搬邸衰遷嵐潜も＿晶．句意清■瞥   

≡熟覧碍厨謁催，・梯醐感静電茸聴  

翫軸酔顔棒嚇斡軒転  
義恵三■疎酪急患愈如鈴蘭振乱席師忍摺儲酎＝  

蔚哲哉鞄摩鰯薩雅掛買閻許諾取   

掛嘩痺蔓草榊増俸卸・軸輌担唾車  
腰馨息軌馳戒尊恥膚乱酪働削ぎ鼠対義盛  

、， 相野撥艶敦盛藩肝艶愚者昏曲確帯風箭憩  

＝・・・槻野蛮垂緬蜘も鳴す1   



（8）   

囲 
耕院の職員曲射応や静♯拍ことで  

露見、があ甲苦す申 こ吋ご避見掛こ  

韓蕃サ丸ば蘭蘭風車ぺ対価埴Lて  

中れ各曲セすかト亜儀Lた且卦ま推まで慣  

ゎ咽てど巾よ膏確匙舐がきれ番田ですれ  
多額の痩嶺を持つのは本堂で  

海草L外出も密着ない胸で1塀  

儲禍罷■相川朋蛸掩髄鞘削壁  
病魔に射す苺ご席襲ご批判なぎ鮮  

血埠鹿Lたもiご意見鵜叫お静牡  

F虐■♭㌔  

智常Lて観Lい曳   

従来よ■日没社走鷹栖て持苛す  

机儲紆刊葺親指由とこ轟折目  

恕廟僅す杏たぬ敵機梯料金、専  

唐棒針屯血鹿Lた亜閻ま－牒嘩辣御申堀  

割L、．糞て哺臨轟が摘施させでいただ春吏  

す、，葡替ら胤東L√た≡悪鬼、ご批判措剥L  

て政市群卦新堀剖ま畢愚旺野趣し、髄牌  

査ピ拉嬉直横柄院展からご造感をきせてい  

ただ、謹呈薗． 砥菌た助甜菜魯苦け願腐節  
とご任所蕾瀬知ちせ下基い．匪師韓摘せ  

いただ革ま‾Lた臨包も－エルム辟鋸歯簡塵  

利爪Lでご題額きせてい転だきます｛皆牒  

昭故居柾ご意見をもとに軸専鞘硬膏奉幣毎  

葺いく哺在です”  

淵同線な塵拍食掛昌湖』、傑樹曳かち蜃  

琵卜町田咄辟Ⅲ塵把中と判断轟和静滞は  

灘七いと国華崖乳首い壊すせ   

封書読替牌鮪盤廠機蘭に鹿鞘いたL果  

す。   
な軌窄む恵稗ザ轟感再説鹿を保管せ  

愚娘合札轟嘩貰総措親）苛剋即岬監  

L志す。  

′－ヽ   

堪散乱；過ぎ粗赫卵塵僻村姐確執印廟顛坤萄り・  
鹿出細蘭出罫紙一触礪戚誠掛魁丑，・L掛ら  

闇廟仲蝿嘩碗．漁唾損亜感地相転鮎隠  
磨県＿借軍師・憮確嘩串叩で押■・革・弼弾雨薄  

月払 搬轟丑性満願艦轟亜点桑野酷鮮起動惰＃憫  

甥尊卑埠鱒碑ば甘鞄息衝料L転一番帯静臼政戦  

劇r∴簡軍脚嘩坤頓知痙曲解  
腰娼鍼地車痺海津僻弛障攣軒脚革も・触  
は嘩甑恕盤馴甜軸瑞執随伴毎掛L着壊乱華  
腸胡」開祖帆垂敵由確線咄   胞酪・・嶺由  

軸勅鱒叫坤単利掘北騰病院   

廟酎柑＝外科咄軒欄壮者軒噂準拠軒簡革帯撃・  

小腺朴・盤矧剛甲牒聞・麻赦科・脚欄牌■  

能鱒   

仲 研こヰL船舶血値融L慨覇森野Tu呑＃1甘  
T乱川ユl・細曲射い牒恥牒If軸剖軸   

蜜 鹿＝吐F銑仲田陪石井出目から  

l  軸摘両肘埼軸物  
lホームベ一夏油川田畑咄榊軸中和恒㈹  




