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ほじ筋に

我が国の升‡秘録訪日Iqa噌頂か雄鳥のt命名垂と虎魚）省挫庭の中で審生と

動．次第●I二目和こ払朽乙きた。
中田軸偶各節来泊の朝鮮壷鎚言鼻筋樽掘鳩のII勅袖的触璃勧
ナ‡相違初のか何州は○切で北上面皮l帥厚厚鶴確c・かた。
榛旗国的（刑0）彼中国lニ亡命はた窒香合詳伝？・嶋起揃のIql距鵬で亀

有じ念，亀，翻Iシ9・喰・・彿iねこ国も取り戻的こじ枇窮如何掛紺か譲
条した。烏旋枇虹のために彼瑳歩Le・まあ鎚．欠軌こけ‡机細心ひた。
め頂・｛坊では朴鮒も創〉Iこ留捷郁恵厚が膜の7神社毎夜照しなの吟．次第

I二物忠恕（二度晒しひ！，亀。

Iq10年代¢国庫．筑輯鴨島I霧，た牢袈手金α川）後．詳鮮割拠の勅や夢
蚤棟を列強の苑緯姦蝕が経線と仙lた。
己の計鼠か講の国務・放劾）離化・経済の色代化も助奏i二審著し櫨鳴声的調
和こ籍釦も打倒は日常東新も止乱読筏の民族厨反も打ち血びうuIう成一岬
あっち○

中国の？ナ千社庭も．ひよう樽民狂続的架掛こもI裁向くこじl北暮穆めた。
問題樽も鯵の綾謹み鶴（二分徹純じれように卸す樽か抑たし倒すであ3．
刑鴨に起こ克韓国の3・l錘劫西国のケ4各軸は兜し亀田盟の噂を魚，
ひ晦。宵倉の朝鮮街喧をは．動物直し亀岡豹だ勃二村窮締炎才色脇
かあ，た0

日和）摘i事こ山頂，1日た○甥は刑昨代的こ．約推幾か動的書架荻政
雄し・甘藷（i卵色）・白露（Iqoe）串戦争を緻近代的励像国定栃亥第1諸
国甥的暇略し移り．窃彊裁列強の一靴鍬，ClIた。こうは掬働暗勧ま急
亀Iニ成長し．社食‡義隆動桝り一層低雛I：屈紳助訓，高
柳よ油北現下で＼劇毒の毅々の〃徹し憧動は自然lこ．民放解放闘争を脂綴

離籍諾籠続端緒議親藩
せ討ち待なめた○後名的17毛醗重麦的色彩を惹くUm勧こ比私論若慮勝
の常働駆動鳴く銘び狩IIC頓着lこ左傾化同一3こじは．前厄姥指し脇師国の

政治的社会印僑勢の連用二郎と名籍。
国内で舛ス晦勅の佳約年；酌は成島したこの節都丸触り包持合克きるこう

で●緩急剖傭よう（拘，た。窮は軌は島根解放敬線と確約嶋枚敬殺∽
粗宴閲偽これ眼闇闇肌た。

籍鮨離轍瀦離籍謹論結
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剛粥鴇下の織が塵けナ‡払底動乱総括一員扇覇・閉園．患強権・反攻舟・反回
忌的櫨金原的抵抗破壊も敢行した速効であた。し卸し掲記の対象的り．破
壊の自然で・あたら帝が敷過したIq4舞的以梅の我が国7掃え略の課題は新し
し一国の垂線に崩払もとかあ（ニ也珊子亀で沸かか1㌔臓あた。窒lこ言えば後

腹Iこ；鼻膚●後か漉枕今IA建設の白iこ動員し切1面細彊杭も
以上のようけ島地柾徳田7杵払痩劫の麿史lこげ；妨）よう峰彼暗色諭が安的

庄t相聞細。

前編）＆l弛前　編旋轍閏年）
l・胎動期iq20～24∴3・l鉦功徳かう動鮮翰離した連動牛が透こ
うま8

2．組織如Iq舞－30　翻駒触御柱朝勝の緻（こ努蒔棚
3．戦離別Iq3I一修　好刷多を．帥駁争．太平詳約垂結孤8戒棚

後編　8・Iう蜂（舘LiI国の建設）

離縫縫　連盟・翰細捷務捻卸の緻
3・在努舶箸別！路傍の複素
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別事胎動勅　軌範右神国弼筋猛を手練
I，伽生涯

夜営参会巣Cは67－1q32）は．ソウル菅調で帝I香（窮的五二品の大帝竜虎

諦瓜の四靴山姥のお郁騎諦向く恕謁承．伯風聞二回。気勧強い義
イ匁じ一七培う会心もひた。

吏性が自性と平常も蛍雪して・老冠博が与も討産的因習巧か動lち打破禍こ
じに幸先毎晩uLlt車軸二を，乙彼の憂国衷塩鮭賑李相恩烏び堂Oa釦頁
葬．軽質未与と鳥存演合した。
Iqo5年乙巳促枝条約（鶉靴日掛外施d謁窮条約）の筏徴が見L救舶・

阻止はう日岡志度と勤しも秋季賃掬う五撒け敏と簿粗は．朝日事も鰭l博し
Iこしてはった○

離繕灘譲撰怒譜濫獲耀詭
滴畑窮乏．友自書画面こ発り．如克復殺す3こじる雰足した。
Iqo崎夏．稲巧め首都II一ケ七万回柳会誌が鰯初Gと高二と毛細IC．碩盟磁

派密Iこ着眼し．露の諦訂び勧王水を得拘灰をイ鈍色弟妹正使を楓患㈲妃
一箱的計的l姉筒伽的無学の憶庫乾回の竣な独立傷く此世界醐宋

晦ま慨目しIたち絵詞しこIl肋3保複免細事蹄の脅迫怒鳴青物乍亀叱誅
奴結合いうこし包ま下に暴露鵜ここ　国産国産の回復　房的房　日印　功函
IqO紬こぼ万ラ；ガ拙クIこう相思も訪仏．回路商材竣糾し己帰国後ノ諏訪

のろ腫し連絡もいなが画賂守護に全力も傾け人事も尽くし天命を待つも．藍

にIqi（花園速最後の副食来てしま，た。
この時玉堂は宙剛こ行く鳥もち固めた。七も早くだ復籍勅の根拠噌お知

識離籍繊弊籠覿税務競盤藍
一接40余缶の軸が如拙舞あることを褒め．同車烏丸肢冬雪辱I二割連行灸

新得したo

t厨の丈夫（如上で・伽下に卵職）とcc一族高岡博一俺独紅槌勤の1三相こ外四

Iこ電動也を捜舵柳鍾今に丸ke二比国帥頚鴨鍋でた。相I年寄郁
恵亀こ定義して栂．多雑の同胞が隻，乙来乙詩人毎晩句境現高おし礼拝・裁

離籍嵩書籍謀離紹醜諾譜鰭
は僻話して親裁東三伯総督遵銅望‘埴Il．範大群イ紙も穣軸的絶縁懇
よう指示し向こうLC稼偽の細やl開拓の迫が癌相互た。
Iq12年をlこぼ瞬也の僑腫壷も隻鎚「紳営社，ち細緻し独心底轍

漂



午

繊関れC薪嬰母校も設立し亀。規程の烏鶉大挙按の前身的）3。育成億記
の曽莞宮尾と赦裔転記祖国細物如年酒的約七台も宴I一色。曲数を
隻鞍したの節婦。
青し楕抑博．lq13年を．目方を石亀虜舶殺客鵜危機に俊敏柵厚融璃兎

庇抑う眉報勅，て来龍を鰐．各桁覚．理給え金滋塩的李相思I二
項ん〇・窃葬礼・りウI二島も思し．友掛ま単身国知こ濁れ虞撫悌巧緻衝．‰
国朝にユリ雛躍動的はう即効晒．慮粕当稀め染まが鯵，鳥
常一次舷が絶境瑞，た○飲批鶉窮如し常18年末固大鶴の毎朝放電鵬

も瑠：喉せ昌．李昇煮．鴇籠雲．金銀薙．姜過、季締在．令旨兜朝鴨綿
密らし国際屑努の名物に対処誰々●俵も整議楕万．勧Iこ庭幾重鳥原の亡
命も勧め請知れ行き．鶴泊身が助か強卸嘱カの脅胞さあ3．II励3宙
8包括の毛細も合せ靖Iこ暴露し乙の焦初も箆祐膿光Ilか（勅3。急患も侠
話し彫工窮に魁的紺孤拙，乙高原の光恵稀留卸的うかじめ寺請を拾架Iニ
届け〔おりなじ3が●扁恵みが名節高離副書水劾二婦しか
た掛事諌独血屠る五輪の刷昭2日北京（こ駕だ。勅卜即座治し紳助虚外

であ，亀勅暗郁夜営の産物路線Iよ胡解放が次噺二度抜内務高二根回し
拘暁。∴∴接新陳萌蘭軸堪眺鯛翻牝申I叱窮めて如。∽
鴨駒の筒石的事物）人物勅庇糾臼。

琴南往　愛せ畠

護韻書議

讃魂
反撃は国連批入りは．命（親和昨樹の⊥㊤・也飴の知も自殺敬いン

如し亡命者重は和事的披く帥廟暁∴創れ取高勧封的帥如
山で度訪独も愛¢う慨仙人はやらのめ亀ぐうし矯卯）痘痕切傷魂放くlI
止あて．級別勅反証一致国籍出来30。
二の靖国由83・l包動が盆，た。姶タゆ独立駒屋島は．：点じ的）よ㍉二平

面し亀川硯高い庫すげIぼろう仇当晒．南外連動の小心的I3上好的，た。夜営
はt症に行，た。
朋にLL晩晴孜附も舘紋しようuIう紋諭が台頭し七二の闇蟹に射し、

友緋．包動のおい魚は何諭堪り川村銃刑I外孤鴫政府都維調停3
ulうこかこは丘対した。この鴫Iこ薦め与れ3組織は行放傷卸し嶋の政府a
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慮尊く．各柔列．各派の同部急塙とLtの度合佑剃る・慨竹山で郁助け考もたた
め拘る。政府筋篤の粗銅勘二川が物上に顕す曾朴）篠笛名籍的3地的今時
努力争i碕独立過勤lン舶筋うつ震動と乏樽も招く北砂郁北見亀の彫，3重
しかした常は政府も作るゑン碩＝Lt－鶴泊紅色動が輔高話甜二尾細工丸山ダ

切酌的刑岨甘氾映画廉め心
血q年仰（0日工為骨太鵠瓦田嶋両政府が駕を軌も。じ裾捗り猿同

前ゆ細．既に国内で宅政府も粗放重．め種耗工姑（こ括，乙主観細線史書も　三
好，t光代を筒高次一行の亡努執るI34印o日毎ta．もこれt板絵闇軽
骨亡弟．海事駄句段舟捌こ暫くをI争i碕続悔。
膚も籍ず互．上寿側か旺嬉政府に射す3千平群が急募，tIl，亀組に枇

㊨　総理窮織執事射露借款も亡海水鵜原妻課して梯′覆し．職を思え
釦枚．隻裏窓．金珂錫うイル仰ク東女色覚幼名Iの祭物こ祇種牛金石
魯魚珂自由布引諸物二王悌勃午が起，も
Iめ牢愛東昂遡錦斑が西欧からロガも祭事場京lニ到着した。友粉食秋に彼

も訪ね規I刑組合誌の放多的ガ寧命の震楕約31勅の訪問的，た。ロシ初
め批街面貌．霊勅語諦観廷比的IIだ。この暗鬼向き雰なた。Il勅3加切

離琵諾認諾鰯鵜怒諾柴
島うのか．独裁姥鍔中側妙珠ルラー鍔政経の後節種ガが筋のに．どうは乎

認諾髭書籍詑繊醜蟻酸藍
こそ大館丸lI生者し名糖の朗3．も1付人餌生名桐能や社会lさめようl二組
鮫肌柳†血は●は的両あう花油直観初串輯速効‡厚手かめ鰭か急
呼が別・価値的あかは伽帆こし坪田諺も胸でC夜営じ札鼠主動夕的．．
襟も師It急患も交換した。
Iq23割こぼ敦創面小橋神的幼主的塙だ拷即興；泉（抑）相好か

議緩窒讃緩揺議窯業慧
この頃かうち敏軍略は徳田の新しII国（約度包含の粗雑穣痩1二役，こうら虹

孫露競欝巌整新和擁鴫，諦翰軸的千的
Iq2神明を乙を．呑丁を諸説　たた　向田勧3ようにのり．価的8本碕鳴

娘自負を机腺にまき同局事3めIこな，た。



乾驚露語璃鰯撥露灘離
紅茶公報ノ撹折しも。：小石脇目印綬‘汚す紙紺地的して醐展端薦垣
内の乱I畠牝脚IL．独正座動を正血二鳥を前言に如し初級裁練斬
るがlれ蹟革命理論観比的3こし乙女雛為し筑来しも。屯義公報，は鰻

繕繕・緒緒　籠盤諾霧随舶細水
tlIった。

Iqe師は夜営一向二災諺が枢蓋しも輝きあ，観

労し顔q牡鹿の紡8・乏¢錬鉄が解緩め乙託。報酬q2暗記秋季も

窮躍欝擬藷露雛藷藷繋
基本的理念と包動のオ珊I二物Lr経論も細さ親113も軌的蕪九七。この
垢．友執事円勲した7舛かじしの両紙も見せIp，ひ3．抄内容は項31扮11
で．如しの脚数狛●び蚊綻す3こびこした。

緩藷藷翳籠
解徹底劫悌り．稽国鳥猿の具の解放速効1秒綻放解凍忠勤でゐ3ゆえん
も8日ら　こし．各国国都夕強国の珊陶物Iこ政経的シ支援祐二と名呼びかけ亀
この刈もージ愉風域の来談愛機t採択軌た。
国包勤ま機関紙重んを照旅し秋雄の皇魯曝栃．一幅が幼名妬l窮飾

接翳謹瑠轢離籍藍議諾聖地密俄
Iq30年的国柄、うず銘観，雀銘ば．豪綻奪う名神あが馳岬の毎劫賃

金も作，摘，呼も独尊」雅の痩動力針緋轟統弛れ牝鮎存鴨朝鮮
織機統裁創動靴僻務急報硝稚拙○助．福建．南比布州毎屈を

雲欝鵜名籍窮余繋蔵琵雛轄譲諮

繋議驚讃琵欝擬譲
剛塩悌軸的亮〇一時け壷加計垂で周布壷の胸毛急鳴ら窮み幼
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劫火渇の克く消え．冷たiI現実梢張も諦時は，た。
友釣払姑は翰二組立通勅Iこ便II寛仁し懇－知れた。国鳥釦節胸

ちこち劫的Ilればぜう尊仇が：奴如しも鯵の亀岡急患よ軸の揃こ辰
壁の寓居I二条，乙を後枝も稲癖の持たれ妙如出俄冗た。

し鰯諾鶴謹霧撰羅認諾
扱う祝棲行若に捻れ．都等岩を後始的，缶こうして名和）色柄乍i庇。
周る白ばを拍行，CLか．鰻も今は瑞Iこ長く穂綿二的課慣れた。この時．

筆名塘路親友解の今度を奴と詫麒俗名的縁談も提議しな周信雇が集
ま克砺桑ぢ虜で●2人の着1－良縁が箱蝶k巳友軟三男会見（当嘲られ鞍
Iこ上嬉i二・東根貰貌（当痛惜）は柿の圭娘知れ二従，〔鴫沌筆者．攻丸
亀紅蓮的こ北細嬉林に飼，た。私慮．これ胡前のIq2拘朋．蕗に生宕約
度ゐ1…め痛感しひた。
努も知弛革命家の和良iこも痕が滴，機

競籠護繋雛霧鴛鶉課雛
Iq3旧Iこぼ前から工劾二条う着日t月毛勅好事と．ツケILと蜜泉かう重た金光

洲．え・0喝（放浪）加重成．季序段（手堅め．観山第8組織軌も南
奉謹上者年度盟の豹・国有各氏度々接倒した。共産観衆南柏も面識

饗畿離籍藷讃撥醸
し亀邑亀有葉，た窓し柾．幼I娘亀誼的粛嶋が脚ここ助けた。

醗醗　端緒趨喜怒琵教務諸
国急崎と．王・害う中国周忌・7包．そして由等尾（佐野）．隻せ民（伸線）兜

議議議籍繋翳翳翳諾縫
盟の中国側安危が破けたようであた。厘隻は国民放免叡尊あり．中　77神勅

譲擢離籍幾離離懇親親鶉
駈遜Iニ韓国－筒石－かし我も担え酌00勿在茄転居自ラ細波重光
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中国政向打て今後充分を慮出来る㈲盟も七宗唆した。披営農Iこ色稀して講
数段銀婚塩山雑う斡施はういうのCあ克。
国師月夜也ば勅・酬招く矧げもしも。免Iこ侃所も疲労調節鳩ある。凱Iネ
色名と乏鷺．礼で幼名I周布が裳互生為毛連に殺ないた後．血生着九九仁
保聖も千旦級のかこ諷1C．扮姥が皆細れ在役窃た。それば茄刑事街二
線まt；締変挺こして．重商の侵略か文麿の申IO働Iこき槻ん和一3滴の中で
在席○右壊セル配して屈璃匿げ引壬止めた。しかし夜営は的かな仇龍迫の種が

笹弱紹鵠欝務離籍藍藷慈
年前・国的壷後故国も離山t屯瓜善女に急泰も塵乏埋立感動の種五垢1ほ
おの霜州のf堪．勧確が奮う．年功こ笑も緒I詳録LII如由雄地朗報

続弼擦幾溜繕畿鞘艦醜悪
面III頂礼も敵地Iニ玲し雄嫉．父親れteうして虐刑昭3甥う仇夜営の
胸中鋤き万感がを銘し亀
暑く勅棚へ行こうノー自宅早く魂仙：行，こまか連絡の根拠地も作3う。むは

締軋二億勢も分析し．地下組織を作り孜の首的街も鮪3純血ぴ
あ克也事子亀やためらう二的軸な外観私のaI色事I二輪，機敏痔寝
猿も訪ねるのか明記しなくす同。そ嶋．私の俺は行く追鶴iニ依掃出来卸）
峡うみ払錆1が滴州符儲一蹄の適格謁的柳I．乙訓を止的国東嘘丘安
‘鴎せto私がます狩，C率偽工作も調え嬉鳩縁り書籍2桂一．第3惇経るようIこ

せよと頼鼻もした。u神大鴨方捜はを軌こ妨打ち．1（樗2年iI月初小越符債
細・iニ乗った。あー！しかし．軌折意外lこも勧1蜂蜜・I的3の粥櫓。姦敏的旧

のなか東郷各館碕参集した。hnの‡高め未，う　えの至急東未亡人の陶に解か

灘弼統寵諾畿施窒揃
え反映しひ日。民放王泰の中での窓政肘も義の放鳥劫粥的成熟．その
筋争既婚、抽焔廟楊柳御Ieの諷換管の過潟を微力はた望L‖う一人の
人間の生涯が話力卸にとびでだる。
た劫蔀細∽㊧理の最終卿営倉鼻筋で創傷歓隼∽高
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2．”直営の71キス孤

軍電離も卒業比重I・独立緋窒鍍金京鉄的顔役種皮堂の円熟した1帝を潅
厳刑事うかがうこじがごまゑ

胸．芝生が焼政府壬をlニ卸した劫義経も話しびりi．
客・私が意識的（ニ舷梯廃椎義名園漢的，∽棚は乾燥したのか着鵜鱒

I拙乃机I．ただ護国の破調七度現はうと儲周る私の若をし脚現
的－恐縮拍勺見地肪動は焦段解離虚構現われ原島勝れれば

輝翳擬謹擢罵寵繕鵜覿整
調輸Ig暇の思想既後略鶴舞過ち鶉東経申〔来観まま私が南
東も立ておじしたことば．復原的封建睨ぽっ孤的ぐ徳田独直観扱うと
弛幼く靴垂範界的鯵政論閣聾とは咤起し倒す面的的1時‡村
山ゆ誰よ蛇知内帥卜的i謁動も定的：前期沖籍緻改てるニ㈱・
土俵と考露取克一つの獲l通的瓜御節気丈岡田の雪協氏が義親王

悶籍鵜議務繋籠諸姉峨碕翰ゆ
め槻仇Iのきすれ要に発4槻血寝窃着の庫場か彊厨償却雇そ脚理
論を話，Cは離日餌う開。

響耀擦雑観離誤認螺欝欝
tO3し．己未収細事を堪り己秦以後現在までに多くの固倭じ組猥雑批
眺め中争闘抱負の自由急かおう牟強制的命令こ盲従重罰動色石は
誰細り．礼節国債が何餌じ掬仇人が鋼鉄の組穀として強即と般従の

籍欝務麓讃露語警親藩
の自由合志都子勤し青のめる。

きしC．畠的ポカ姦し手段を超定窮状放し3凌げ節句練酸規郭時
IIう∽翻然鯵論理種麹出費一筋馳）独紅色動糾うこじは幼鳥族の
解放し自由の寄塵も用．解放妊動と耳等命産物抑う自覚調的意識於
壷徹したMiニ超勤自修脚と軸を急囲3磨れせか的，柏忠誠が
秘一朝離瞳〃〇一二毛呂的服従や追従げ鮪年初IL．輝ももと1露亀
だ擾物種の自由合急があう鯵け亀理論l二分こら当然傷こし勅3。
それ的与．強制的偶睦卯心の合食組織でも，1．亭金座勅か解解舷

勤腿・た例ぼ柳iのめる。多くの遵）相知僧籍陸揚r略遊動透徹渡
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IO

由とは．傭Iコ令息し柳I名相I3れCも．愛らしも同一官印も締，胡郎博識

をして、′駒的怠れ朗瑠慣例方稀ことが庭例楕3．か強制的Iこ桁8虫

網籍滋怒鶉鶉継親議
郎柁鈍l急患と自由衣魚Iオ朋庖穀細微妊脇弛綱鷹戯摘肌

と撥翳譲籍擬盤
回し枕IIう二とも星的掛こ感じてl鷹○友聖の急批帥IC弗et．自由金魚こ撥譲
ると話し．急を自己の国教を緒で乙働多くの急更々嬰け鵬．的確政紺
主義者的3朗切急啓包括，た大筋改名，乙劫庭に賃IIの鴨が瑛IIた。
闇・藩政・鮒を軸I叡諦約滴擦I非薄地創動撒し印刷お統御I
のかすかb

寝．細平常の社釦碩吻二役I〝．画巌と民族の軸語根自乗の廓軸的
劇鵜．幼月謝・iの下で独立し売捌旋勘助内勧こそまたと地平喝の原動が芝
のま破堤班l祝はな的Il外国馬相互掛二一切の不平等．祥曲の現俸

があて庫駄白妙）露栂。自由合意．印）畳む名産の組織的節磁性曾独立
が争－I奴虹色の∽3が膏出立後の内密的放論〃繕危I物論
も軌地紛種的自諸動の磁心と燦Iこ地胎重傷の週給尊や
釣棚的伽的…伯母的lIの約3。箱弟l勅系lあ，抑舵か社会
l勘二鳥らし．一切の飲屋の袖謝絶原動珂秘同曲こ社命的紙の下に窃痩
去れ傷Il凡庸鯵的り〇枚膏も社命的Iこな鴬凱頂けルげ団子¢lI。

磐：籠緒撥繊細緋
色由乎密の種別軌．抄社釦）現虞に名うよ泣親和ぐれ剛巧．殺ね
が今輸穀した初め強ば新し＝社会の箆なじLt籠国の梶政府事象毛色
も合す替虜窮孤うう。癖放宿主為さ憂彦左義と俊柳．面一塩も強く甜
3二的例日的初島続の生名信管部を緒と劫C的．種希的努略に会堂う
劫朝原榎も助も柳Mげのう朗1の闘胎。
筒・称がZu事齢のfe継血も虜耕し亀軌ば齢が安3国々と
の国際関係はどうやるのでしわれ



雑務諾繋繁務欝
的げ郷；性素励曾独立したを塩も格，て．自修の維節句問診や郭牛朗
色的胡蝶可3－台他h社会上関係した間蓉♪真岡小猿憩に対比峰蟹的
堪也勅裁紙がこれ与謝観衆足し乙関焦した各自が摂行し卸仇i雅的II。
∽じか社会ulう富農し．窃巌と＝詫窮ま励一腰釦シ1宅和一。′校．国政
国稼動．勧C鮨塘排而e筒廼厄一柳種名　胡中　餓嬉彊捌政哩

競藷護籍欝鰯鞄醜貌絃
友物事亨は自由館箕1－ン（・め憂酪ルコミ1－ンの的座金モ原理慣ら社

∠舗胡寂鴫振解放の造る穿かれ．つの鹿渡l事．一つの国l勇殴られ富雄の青ば

省く雷諜全紙的燐稀に尿大もk伽丑山　を鳩のIIと僑した。玖王．勿批
一品粉的伽仲傷吾人鶴の層別的御崎鴬水俣鳴壁放鳥も叩
ああ
動的虻南開地政●乙得た締徳亀茄刑腫物の官物二秒し．机が劫

きよ維富の存名籍線繊度軌二現高椎の妨3．


