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開院20周年■を迎えまLた。
当院は、サ解いド成17咋・1甘川16［￣ご珊20欄年を迎え圭Lたt．これ圭で三回の贈位笥
を子了い、脚察頼）拡大と詣碑機能の充填を固トユてきまLたu

㈲酎耶那病棟赦l・抑蹄昔静痍潮目ほ外掛内科・哨唯静科・盤形外科

昭和開牢‡Jユ

麻酔掛軸牌荊で、章節口約人牒敦1軋外来顛丑ち奄でし虹
囁月

′、

疇細密町頭

昭和醗帝醐に苛t二した第二耕地師酷＿L事が埴⊥し相場床となりま帆

昭和臨酌量和

綱疎鮎ミ丑立岩庫とな婚L魁

平地 誌転封J

6時身盤町虫歯直樹臥それまで夕食比丘時昌哺でLた．

守故 練絹

画探睦揖巳撼丑ポ藤池i

軌酷 恕軒細

平鹿印字月は着工した帯＝脚頼政築旭棟）T車舶蝮1しまLた．
身月

感盛構園地碗1坤−ト

鞘酎1牢1月

備剥離感療撞儲瀕し雪i0月出ま拙科鞘敵廉を開始しました。
陪醸擬態辞儀細密蛮を空け→腺病院確定を壁けまLた。
呼吸辞稗感診療恕脱胎L．荏月には嶺廣井科の昏嶺老師始LまLた。

平成1丑年4月

小児科再静壌を輔軸L藍Lた立

雫成1姉3月

特定転籍酷九北輸尭女親乱監。

平成15年3月

野球一部槽塵築上宰およ甜蟄室蘭望稚幕内漸構社業上■蔀軒竣⊥L乱た臍

鮎l
畢戚l（ヨ宰相月

′■ヽ

嫡痍赦1糾康とな・脂し虹

庫生瀬勘苛臨席辞寝癖慌に拍定奉加ま腸
6月

閉鹿痢暁t北国空費軌

藍明

7床増床L病床数は丑圏確立鞋嘩L鞋。

平鹿1眉牢￣l中朝

放射韓綺轟韓牽制嘩旺置軌尭♭転

軸−1丁年1月

触0牢を迎克まL把。
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病魔鮒シリーーギ第三現回
年回踵九日亡Å丁漉盤輪轟軒軒一路甜肝

アブヱト舌′一ス

乍譜軸卿平明師こと串由奄帝卑し軽歯車

塵ここで行ゎれてl嗜当備喝新臼叶騎朋阻串

憤っで娃相模分骨分嘩軒番ことiこ成功数しま

・轟ご掃射b聴L善す。

♭転LかしÅ八の応胞醜糟と榛虻敵中て
尭唾摺、、軸ず惑房事年措哲蘭畠倒王囁騰が鞠

【血液鞄闘者1

身体碑胡躇軋由酎1壷辞瑞ている臓瀞

卦嶽鞄迫りてL蓋親機骨旺戦死に開革嘩蛙
ても厳密なこ好守Lた中

菅撫威鼻血でいま惜暫 著しで母埠隙辟牲小

華二卿亘廟莱触偉忙鹿野ヂ掘如よう鹿

藩轍鮒胞尉萬豊野で出発でい軒精 一一環一

僻馨偉い、血癖中原麿擬物産濾過L甘．叶■腎

巧卵細胞が瀞宅将に必要な軸も 丑毒が血

臓由佗ね宙変哲塾加増捷衝が、・．購他にな申

酔守撞毎恥て来蕃す♯紺髄感軸き丁刑付紐

蓋L乱＝鼎が丸工常軌嵐霊感軒韓韓野

席楽観も喪た血硬骨常臓恕酌己迎馳弧て艶

始ま哲背甘中

塊茎れでい惑拒否サ敲

二鎖よう艦腹描牲私た華野戦章でい甲l屯聖

一糾珊鮮幻聴東で車庫軸絶華南転
可もt崎し側板があ粒蓋丸

て恕親切牡葡習す。．祖先吊肌身体踵悪謄や

顔崩垣儒薗再．草けない腺良さ 人間前身備に

甲弛牌とい争腱担な散田甜胸骨出船朝一生

必腰府政丘鈴鹿腐鼎丑を闇儲で尊敬拍瞳

す1呪 倉掛中辟隅轟鼻細胞掟、も軋なく血

乱 細胞か屯．出番帝密集轟とい昏鞠部た畠中

液惑喘毎払て中ヽ亀田背骨。

苦し酌堵骨iなど在ど寸簡曲郎執筆が悪く

血糖措轟い蟄巷L耶与ますi晦韓捧血糖

′■I

な番轍拇な聴蕗把対応す苺ように止上達軒

軌増資色い庸酎な執こ顧牡痺中日血単車

卸輌酪如咽た触摘牒鰭秘跡適地厘難
件中位嘩黄を適憎尭軋身体に丸彗∈て舌監

軸歯亜や守瑚チ酬、蓋た囁IJ酔敢硬を固．
銚た現す亀韮う葺と血癖碍蠍産経ご倖笹前方

一1

も車甲皇掛亨若計乍で措血痕味付軌範嘩

酌でLよ軸写
簡単にも璃虚血姓は俺叩に栄養螢魯運軌
播■中亜蕗毎聴く壁った博拳骨勝山迷届働普密

鮎軒甘い苦ずこ 他．旺抗体骨薪ル背打鍵ど身
体野寺った肌 身脚働専密鞠鯛サ壇鞄藩
遅番仕軸ん熱性す。
【アフ王・レシスの嫡ま将】
【人l二盾析】

細聴で村数華索敵ま血韓苛腎臓笹産ば軋

屈曲浄写身仲田軸硝鶴れ草す什
腎臓嘩先にな尋塾駐中に昔嘩鞄射た蓋甥
てし≡払唾瀞馨維持守垂聴く紐野まず血

ア芋エレシタ蛙レ憎聞喪醸細い轟軸垂由で

き恵♭た．こ軸畢判Jシ・ヤ葡が・轟席如「辞辞
す軸整い彗適確療育事骨軋

・r血糖和地音」、府酢膏鰯苺LLたよ引＝、
血掛こ蛙た塩基ん煎牡￣日が爵軋 草耗苛比和

招）

庸酷再監＿鞄右≡蕗薫ぎ蓋醇憩蛋鮎鞘盛励廓：静

≡戯蜃脚暦数牌鮎嘩軒頚骨完．習慌漕蔭

芸野菅確モ措置蟄醸．竜院圃瓢、ノ尭啓確酵

観嘗詣∫萎確軒p

萄遮質感血疇中飛墟感触番随轟争覇蜜

＝嘩摘草萄卓げ海綿襲翫当麻鮎碑粧虻

浄福藍ふ屈壌軒嘲草萄鼓蜘帥転私憩赴

蘭鋳誠ぜ撫背番

塵鮎愚 乱酒、中藤聴浬態戯奄丁戯暦師

麒糀適卸値翫

√鑑別i，F′教鞭護†虻 凱「灘鼻椚」・■￣軒配塾

墓碑

鰊、購張性磨過蔑態井囁鞘寵拭同軸、嘲＿

常闇顔脚嘩鞄稗史監琶替藤野癖観モ摘帯醇

腰閏常由痕観酎毎轟酷醍圃窮鳥療養密蔑鞋

軍聾囁♭電離堅観転嵐恵脂が訝買主揖討認触

廟軸観由軌脅韓ち癖旛粒癖塁睡蓮経

感由拍車咄．

せ型番転宜み嘩せ去歪癖蹄蛙醇L鮭白血埠

紡酷葡劫鼓隷縦軸恵．直転義最盛盛卦歯音

優駿軋隠者．盛感招蛸鮎鰯酔弥漫直願嶺過庵
二転断簡磨若出檻韓掟梓持庶甥二苛宅嶺重電蘇転盛ら

轟寵．昔時晶苦痛葡藍旺盛鞠1軍由血療暫・

．

恕だ艶構春月僧院＝願誓苛発願∴除塵ム監艶
軒鮎野朝軸確痍苛潤練将軍翫

軸頭蹄軸嘩鞄硝画境扁地軸酵
′▼ヽ

嘩髄由取掛組み】

準急輿謹艶盛已亀馳靡血嘩撃準嘩車軸

官ず皐匪諺讃由湯原戯帯虻簡暁儀・金野紆

仲瀞−〉ほ旗菅野轍親臨義馳尊ノ菖血鹿隆
盛蒸措頂哲葡

一腹赴若柳蕃甘筍

歯廟爵構蒔蟄藤宥恕頼義訝鞄ま璧恕番蘭偉

噂悍藤娘鼎軸醍醐盛観鶴瓶鞋奉
・應塵由備麺簡聴視頒蛸達磨舶頑遮嫡囁最盛
昭憾聴鮎恕 三池撼f免盛ヨ丑膏瑠轄こ 邸健三
節蘭張鼎骨†葡簡帥腰暫鷲敵背い愚酎敷粛雷

剋斜∴出観雅紀．血糖量過誠堤中浦龍彗鼓
監患部憶■し苛襖 輪舞妊管堪常習封囁忘轟か

廟紆曙恵芸圃軸雛嘘閻離陸軒親
密盤瑚轡守車鞄運轡鞄寄掛甥細歯

風 貌右腕轟療療背㌢靡［壁時評巷背嚢膏

鮎弧顛葡萄藩翻意哲学遠敷≒鍵盤鱒醍

登壇永覚ふ千慮痺立

ら醜連覇尊背毎勝者塾匙鼎鞄軸開演
地廟痛膵朝議轍膵用■噛麻瀞牢符虹轟啓

腐苦軒貼如意漉擦静描鹿野髄免疫癖胞藩
′1

【Å申軍起工肺軸蝶丑■㌢身ナ】
＝越前臨甚嘩陣沙酔顔迦棒鞄麿椚轟L

嘩敢嘩醍、、構構部族裁鮎背い芸密恕鞄麒親軒冊∨
＿こ鞄細密晩熟親密癖観覧鹿醜奄療

僧鼎偲荷轟私塾邸距備拶抱覿歴中庭由酔蔚軒・

離職、鞄藤野御訓替盛地番酵軽

■周一帖嘩嘩担簡韓牽塑転＿顛直』囁癖覿鼻

廓鮎踊甜恕撼範

息鮎嘘画璃緋嘘鮎産替玉盤転宅郎蛸壷樺

農事習軒。弼檻指紋苛施療喪1蜃鞄鳳嘲時鮎
缶培壊L誌

警滞境榊当意抹漸階数詰笹新博康蟄
担轟覧耶㌔既婚苛措簸乳頭轟密鼎療暫

卦醜麺棒過密嘩硝強

儲凍撼渾靖慧科二・・鼎提√lご農 丑静観濫紆

＋1

タライ計醍厨

風揖已Å瑚．詰酒癖センター鰯
外科医師 久木田 和丘
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■虻血■簸た盲 ㊥ ☆自業☆
旬の白菜は甘味があり繊維も柔らかく、漬物や鍋可軌＝欠かせません。
◎注目の栄養Ⅷ個
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ll何で、マヨ幸一其モ轟え
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たIH・山u＝し一⊂もホIlし

ビタミンCは外套と芯葉に多く含まれて
い吉す。苦た外簑の緑色の部分には、

Ilよ。蒙古亡♯に辞什廿■

カロチンー加レシウム・鉄分が含まれて

什亡．加±職ウ亡た＜士

いる甲で捨てずに利用Lて。

九tぺち九帥tモ椚

風邪予防や直静回復に効果あり！

Jl−しよう．■
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イ右づ塾宜
・山眉間嗣鰐鹿置査海た手術泊頼みもl祉んど

ど猟 奇l−1珪菊鹿かに抽モーlた背か屯
レ訣卜柑lこ帯革華転塾托て榛密垂す乱
こ眉唾蜜ぜ尚嘩部勧仇ば署尉官もと軋モ
鹿簡単鼎麿儀一ロ巷間Eていた轟も聴軋も
撞朝跨癒幣軒華春機牌悶上で構になっ

梅 里ず串廃席亭息は糖鮎鳴ピンセ帥を助
執出Li蔓甜′で香樺師産ん轟屯赤・い椚僅蘭港

■′ヽ

駐中眉㈲蹄持た錦秋齢弧拒壷牽け蠍り嵐11を

またお金がか舟嗜。国民1人当たりが拙軒ゴ

摘蕪Lたぜ 別取舵描から療牡山Lた示袋摩眉

ミ銅盤はそ釦国の文明戯評吐露争け血ど普

吼 芸熟も果た覿礁掛ち音tl和鞋出．Lおなか

んなこと育っていられないくらい由常宅腐蕃群

痢上に掛ば虹

島

遠駅顔ピニー「抽鰻か轟才衷允許少動加持射辟

型酎咄L∴部根神憧柑晒凱 或槽瑚田崎

陣どこL．ニ蓋削己辟翠など相性詳蓉Lでl騨

検査喋薗撫奉加．．御画趣垂加画細

lニlほど即か匂て骨やと喪蜜柑相姦華僻轟が

見軋説 喜印せ画酎朝餌場拙か暫購・L出L

剖九愚恕削、蹄かふいぜそ麗 肇島地撃たあ

た．鞄丑即まとて軋鹿厨但し嘲軒卑脚堪屑瑚埴軋

と割．1に下す。背骨指日本国内菅は様とみ

はテレビ倒廟使を鼻蛭が屯態厳守脱明L甘七油

ど我植垂水電おらぜ、准国やオー1邑卜亨封テ、

た￠ 急に触弥にゆとモ蛸和上l来た巾

ェ脚担，帯封解、中国鹿ど軸ち摘九重虹て

楷や邸−ゼ壷ビニール藤に見触転母軌奉養

摘誠 司酎塵肺虻・射咽軒瑚掛凋脾
督装軸噸鴨坤摘草軋私綿龍ひとつ紆

の九っていた好守茶瓶鮮紅鞘牌挫も結成毎時

げ暫屯こ頗単軌監∴捷射靡華麗剰塙試 ば

プラス車ッ声拍ゴミ頼に特写てい軋健尋挺ぜ

叫師掛蛸顧捧釦噂璃敵組脚軸

ンセ頭、も生とめ・亡他魚群寺掛こ入れ島地虹

遊廓磨鞄抜放増毎蝕な鍋蓋ど拍細嘗赴相棒盈

榛盤紳わ魯と抵肺と常雄師蓮如封如転鞄

′■ヽ

崗佗は種産ま垂、博雅沼望札畠碍も由肥封壷

樺具嘩車質的武力苦い監笥袋抹、果と葉奄壁

無官中囁掛だ塾恵。粘朗借lコ螢冊寺軒笥とい

相当な出払 ほん田l岳潜鴨い紺簡単捏癖

う輪読ら空軍転か軒軸毎監蕪村戯韓朝か

雀なのにこん凪≡ゴミが出たこ封憲酷説

蛸ね粗東漕魯庵息悉鹿日庖竃臨む健太嶽車間

嘩単に席りて早速市伸一車軸卜欄戒て鞄

虹 私達口車封璃蒔か由は惇口1晦故上

空曹用茹聯噂均く耶ヽ朝鮮。
地坪上重電蟹考究番虹碍よ割こ湘匪保

ぬゴミ春山L．てい番。l二億嘩り世業所か屯川愚

窓凱確埴蛙動尭腐備痩嘆舶温熱鼻ぬ壮だ廓ず

ゴミ様こ軋どころナ閉ま奄く−ヒ・人′当た軸駅旧Ⅰ暁

か聴人草け碍ようだ心私碍奇観粥離す苺た

出てい昂恕犯こ患だ」は法敵瞳帝位起尚違え辛

払出蛮力転綿花軒端鞄砲増悪レ確九阻却中に

い亀と居中た‡恵ど拒も幻耳￣ごい健だi私＿が丸

性も 怪赦したと割こそ抑親檻を傭す甘昨鞘

瞳し巧い番病院苛も韓直畔畔守早耳い埴告い局

軒柁鹿討時眉根中郡鴫しれ餌代

い竜虎ゴミ蔚鼻息，論理再騰仁出姦鞋ゴ≡、横

二うL鼓匪錦恕受けちれるこ割こ車せ軸じ、

腹｝ 読み古Lた軍曹葡軋 お嘩杏きんが羊

ニのようなすべて即行為汎 撫鮪セはなかゃ

蹄酔時拉捷軸時計や、射まど植亜如時に見

たと弄わせ看ために、御こがなんでも嵐振付

患よ詠に鄭棒結かl輔滅菌L臣軒由よ昏杜紙、

て痛覚を碑重なくてはならないぬだとつく増宅

健康観蕉鼻辟遇っ貰いた耗艶などな払

と思った争

［軒先］

（刷

■■廣

停静センターニュースーー■

刊』は入院する磯舟のお約叔についてご
案内いたLますひ

はじめて■入院Lて陪輔 と貫ねれどきど

口 車即曙現金中野東晶再拍ち込み揺亜憤
てくださいホ

蛸壷に簡易金廊がついてい圭す。やむを

きされでいる方u 手術と聞いて心配されてい

楷ずお持もになった賢慮馴ま必ず確席上こ悍

る九 唱院に久Lぷりに入院するけれど病性

管してく■ださい。

がすっかりかわったと酷かれる軋 ヰ院寸る

【食喋の方娃J

前にはいろいろな不安が複掴ます〕

草 食判ま食常ははデイ／し−ム〕で串め

ど田ような心配も入院前にご質仰がありまL
たら鹿椀二階にあ苺琳鹿脾塵センターでおヰ

しあカ叫ください。

お食事粗糖頼嗣 ■環であ軋 −H．三回食

ねください〔嘩院のお酌輔弔を知って、．ご

事のた捌こ痛罵から食堂へ歩くといぅ草措

坪舶いただければきっと安心Lて入院のHを

体にとってとても良いことですり

お迎えいただけます。
【個室病毒l

−1院では全ての鵬堂が個宅になっていょ

す小 柄室には榔宰、駈耐、トイレが備わり
でいます。他にロッカーや冷蔵晴、触巌金

庫などもあ叫ます。仕上軋打払は入院特にご説
明故L嘉す。また院内専用放遷でもご簾中L
ています。
一昨軒、・＿摘出が偉宅個■室に教ゎりた11

峠、「個笥は寂しくないですか？」という多く
拍質即■があり蓋Lたり 退院されるときは皆・さん

かち「気楽で尽かりたです1」と昔りてくださ
いま十亡

病毒は酢動こ撫ヶTいますが，僅て出皆
様に快適に過ごLて頂くために、次跡二とを

晒端で食事をするのには担当医怖が析癖
卜必要と判断Lた場合だけです。
・口小病室にい番ので仕なく尭単音で碍啓歩
は気分もかわると凪い生す中

行事出たぴに栄養疎がt値Lているパイキ
ンダ食事会にも是非ご参加くださいビ

葦＿．仁 ■■ニ ＿t」、
貞一師奇説珊

お廟い激します
ロ テレビやオーディオ撼鞘をご使用になる

Iたばニ・お酒】

埴骨lまイヤホンをご利川くださいu

ロ当院は敷地内すべてむ場所で禁酒禁煙で

病状にも⊥り鼓す湘南醤椚卜埠昂削ナておい

す山 九院f士健康を瓜り屈Lている最中ですぃ

ていただくこともあり、斉が他の柵瞳′、減れ

牡鹿に蕃影響をおよぽすお晒やタ′くコにつ

ない上うにお栢いします一

いてはご遠慮いただいていますぃ お見軌・、

蔦 一触帯埴帯は呼び亡ゴ・1L拝が山ないようにマ

拍斤も同じですJ

ナーモードに設定Lてくださいゥ

いままでの闇値せ急に変える叫士づらいと思

また、病毒内で叫史冊時間を由叶ウドさい。

いよすが、ニ出入慌忠常樺山・良し1機会にL

髄冊する際硬樟脳に上り柄靖で娩・帯埴謡

て「さい。

掛値えないことがあり圭寸。そ町嚇合は担
当香港師が出知らせ」よ寸、

一■l

九曜碁敵番墳・凱：「養親鞘し鹿机直恕社

（丁）

は鮎嘘範

直感顧慮輔東和連呼葡蛙

軒別』誌廟淵臆飼監・間者鮎鹿亜鞋
押調組曲両脚曙廟門銑速戦

鮎掛噸感慨摺帽洗

担應圃嘩L七迦軸誌鹿

場脚㌔・．
馳総肖騎虎馳破彗樹鷲鼻背劉鼎蓋睦謀増

勢焙粘ふ√骨中間醜醜転痍櫻ヨ酪触感

照盈÷鼎脚憩葺ヰ鞋紳囁辞草野声＃垂嘩

轟噴泉藤棚ゝ。車重和琴看璃一腰痍

酔轡も軸一噴輔弼風樹細嘩春野垂轟

甜＝が盛癖頼ま草i寵篭捌軸宣赦梅島

戯鰹塾両軸れ■F榊由掛っ私感志数奇駈親

鮎誠静態錦触甑±膵薪苦熱術院≡≡稚
拙垂・・卑怯麻酔帰宅軸軸轟嘘軸蛙
由蛸隷蹄酎埴蟻
樹齢潤艦掛甑鹿髄鞘確聴牌脚削掛

臨現轍苛鞄嘩♯寄掛毒草L撞諭・J藍稚拙

声「≡鱒甜卓軸摘観潮粗野攣唾密

′■■

醜∴．僻衛闇ば博一切詰蘇確報糎廓源一撞掘漫

撫駐嘲醸 曙軸痩東．嫡噛埼睡輩畢
鑑撼饉藍昏亜富k埴鮮度曲触感：菖単軌
整番囁醜
軸廟

由碧触感転画嘩義盛1F由嘘範輯蓮巌嘩

亜墨よ漣粗七お

蝶匿粋現し闘掛・竃。

昭
草野轟LF触与
野骨埠蔽・畑廊

観癖鮎≒熟慮卵塊中拙．

闇鳳J背振・彗萄芋

艦蛭達磨索盤畠紐替粗覿轟巨逝朝芝地電

■魅棚艶靡脾軸芽嘲菅箭F脚義盛藍駐

蔓埴堆革紐L庭
・解版瑚擢恥塵兼
帯卵背■‥蔚酎描

車鞄＝嶺魂廟癖転嘩画境蛭麺穐

嘩華革恕画勝睦親壷嘩配車革酔噌

画跡地痺鶴

要員会のご紹介
′■■

盛相磯患て

軸郎櫛嘲師鴫・閻摘嘩嘩韓瀞本革垂感戯画軸蹄瑚蝉軸曝唾酔流
転七醜迅静鞘蕗・鞄確風は車掛師勝蕗計画書詰重病抵嘩粗蹴措辞ん．噴出蔚軋
コ㌢ビュ増垂癒
門㍗開聞聴肺打聯間断軒璃脚礪痛

春母直写剋掛軸芭す同塵い朗報式場苛た

撃廟・畢融矩潅廟印画略画軒勒碩

範酎樹海挙革師ニ

由雑感廟殖

画訪畦掌【艶患‰監蛙農産誌粗患蟄恕

飽海主観轟恕轟華藤森轟甜呑み酔鹿

軌弼癖恕草車鞋常謹世塵占針路も画

凱嘩憩鮎亜ミ蟻蹄鮭世常軌問酷
頂t戯静・転常温礁闇甜嵐艶瑚L潜捜軋旺
掛軸鴫野衰骨軸振
乱赴起牌臨革帯野革島忠電l‡痘司甜

紆晶［部将駈熱帯兵法灯虚茂雄蛭缶群着

轟海相配真理義憤専艦軽記粗忽純蘭画

払各軸新野触嘲柑顧電観芸酌埠

専髄鞘も庭草重森轟礪真鶴．轟匪廟密塾

泡藤馳せ激職師糠泰盛應毎

塩草府掛

顛軒車重転牽海風垣
軒皐慨が静勤烏鷺雷性悲包顔中脊髄晶塔
畢甘． ゴ芽甥辛【寧逝那牒傭≡鱗薯宗徒曹

度昏す親戚匪轢捉垂華ぎ議ア密聴重態宅
蜘囁こ壁醐偉醜宥恥を観静

㌧て．一．甘

鞋瀞赫背骨酎常

ディ尭批吋十ナ一組允＞

㌔一㍍叫一

軸暇由←．脚範

（8）

札幌北臆病院酔救急当番日
持が・粍牌敵役当辞耶監 守封印嬉稗嘲t疎
外科■放び盤膵外科

・2月4日嘩鼻、

国禁 晰

・2月17u亡一時

垂・粗削関節甑彗施

・8月31ヨ（ニ柑■

掘掘恥≡噌歯車誠拍・思い

・3月14甘〔月題

￣疎密t嘩脚終車蝿尊淵息辛
抱轍・軸刊寧嘩雛壇扇血由比
輌剋塙融紺

囲

当院軍略静療特報の朋串さ 提供奉行′〕

電屯†帥．哺韓盤でお轟ね ド壷叛

革軸槻祓鯨触痢鼎摘こ

庖如萄．半歳廟劇観相振．透析

韓密轟萄推恵桓底地藤島砧に掛L官鞍望苦

い亜丸嘩軒直感評払底い胡蓋世垂＆接

触舶挙血赴賠劫比重折奮励肋骨乾
せ叔 平鹿由・一恵錦博瑚避柑増村蘭嘩ご

軸馳諭痛師附い胡喘蘇．
盤盛如拙乱拙尭篭宅だ昔咄
誰棚亜紆骨警衛虫垂壱鴇

饗・吐摘t謄龍葡萄t軌割唾法

桐簸隆剋i属集簸覿二昨晩昭真の貰が嘩

皇掛拙誹農舶≡鹿儲；L電線l掛し器一構1駐

雛柳騎珊醇鋸馨背甑F菅野碑観唇草

惜唱鹿島韮急逝軸乱醜．ぜこ苛闇憾甫

地彿囁中島盈納地軸触・鮎航藤

偲臣帝増す赫．

串塩起敷革嘩皇瑚旺盛1抵触軌転
療顛轟坪軒嘲療準願属野牒郡唾

囲

螢龍牒背部軒「閑 ・喋鹿野欄閂㌔
聴嘩虐輿轡と敬習電器札差甘騨

怨肘阻牌掛換聴臥県東轟肝胎盤帯革・・

晶キ≧僻脚毎購襟1衝簡捷！・野嫡敵

蕃よ竜三抵触罷敵側櫛晩節■閻塵臨
出由射撃胞庵華パ車軸鱒『

坪嘩■印画恥申嘩垂宣憩鍵確抱
帯職歴春野葡皆野貨華曳準鞄蓮制蛸

腺垂L紘一

搬替・蔵相

艦厳院酪曲廿弧．
苺脚嵐 鞋牒∃礪腐喜損酪

備烏節義誠軋

咄建胞舶削＝用拍 札蹄闘摘魔
臓据付一三l微熱．ギ・欄酎順化細心欄痕曲折由蛙
樺僻問責

唱馳愕酔港間魅惑醜準廟時輿瞳
嘩偲席韻謝乳

ご■

と蜘電柵壊乱由昭胡掛軸ご
帯封ビ甘珊園訝構滞納鹿垂鴨一宮蜘二・

．L耶博す，

■

・
i敵紋箇割新鹿廟さ餅紆1
専一−ムへ−ぜ：ht中／′間借■h−｝k■叫m甜1川西

