
第3琉　　日本内壁動
Iq3姫渇州事変　契契象とLCa方角動群アナ枚卜畠動も教制如二近づiI

t窮。敢闘l二塚LtIお動乱こカモ寿ぐ二的約二重重な．げ揚えごあり準備
で・ある。二の再から各日俺I書方静観推し乙一斉i二宮屈の香色増毛ひ311亀。

I，悪友垂親し『黒色新前凹
Iq30年卯が鳥友痩盟は寺社熟も銘閲紙箱行責任者に鍬窮鼠

補と助力LP黒〃色卸間日雀行を急ぎ．同年納個食I刊弓を出し鳥：（頑I
fI嶋は「不合理修現社会iこ射し雲合的行むご突進しう」じIIう表題に在り．

3000部も神山は地引旗日カ、レ壁掛aニMIニ屈せ省周年同月23β窟び高腰

利行Lb当局は再び紙型じカニ3000毎を押服し発行人も新劇雰速度貌
曾度締”した。度盟は再びq別田付〇・窺う次修行も敢行し儀当局矯また舐，
型も押収した．

P黒色斬嘲Pi裁個室から1度暫・反徴を与とまた凌（11才から出納した。窃L

CIq光年ら月　8．重囲の敦かげえしくのリ．やむ慨く尾和せ争うを得付く慨諸事

毎号発売祭止．紙湾押収．餌i位育南条圭一幹の珂家．豹釦的・歓缶の妨客し希
諦溺乾が待，て＝たが舞名画3着雛を畳して萌を尊蝦・）の寿を年功貧しも
密封した新節も励不的小二修透した。

Iq3崎年別この種的緩衝ii二田で賂あ金†七重に弓動iこ打ち出すためIこ．果
た度盟は：柳）き宣樽企画も決猿した

l・新劇の魚秋∴．度挨新聞
I．妨敦の負担∴∴石畑前郷7ナ千社国体，勧請組合凄絶
I．絹I隻を負

I．絹I焦れを
翳翳湯　壷貌綺羅‾壷・隻

d）毎旧舞甘言病気毎強ち開催しこ．絹隻方針晒名句容改造し
て胃乗絃・に鳥臨1㍍喜成する二と

の編集掬純餓す記事も波範専らこじ
し俸街並綻　　年回ごまを年譜具し葺泉質鈴老子も調達して痘脇役．

観望を写して句風うるこじ

l・節用責任　撞名鈍
色由ゴミ1－ン祉

Iq32年．接伴唆Clqoe－I叩う）と瑳伺播くIqO3－1qbo）も中心1こ噌由

子ミ1一雰士」王命重し享的1ミ章一ン臼名奉行した。e黒色新帥dひとつだhc・尊．
割窮椴が中的批如きこ靖彦思した㈱事務．曲的IOOO円のイ宕純金
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虜で身内伺う血お金あ的弓彰子チ縁多が石楯を粛あ51劫乙括衆多めき居刊処分を
あられめ馬借しこ．国を国外の勧我引重傷再び励みあこ各号15ooあわら雷生
した。的由〕ミ，一ソロの角南好事．当暗白みズ脅‡冶勃推移中の薮字義が綻脅しも
l膚。Iqg碕8月一二・猛は菅生事件チ島本か㌧在国へ喧枚班。勃‡硝子的以

外i二を今覿寸が拗誅した．70水卜キンのげえ律と強1各日勧化のIe刀川ト

も同じゑ覆す各方面Iニ馬連エ人種Iた。

iq3虚4月間勇健勧動同盟窃q田丸会か次の縁家を来接し亀
Il，南国年表乾季種村反射
‘2・敦炭年表的わ念敦筋排撃
‘3）啓凌度動の徹底した実践

の拷初老の波田防止反封筒多
田大命事従来の乗用領もカ）じかI伯重し透過チじた。
l）私壷は色由鯵をあらUI勧動夕卵管孜の俄徹を勅うみ

2）知徳書中塞鋒都付紐絨毛肥る“青嶋連合体卸も故殺初与電飾紙

37私画才政党の抜精密動を網写しC勧功増額の重厚鯛窮呼訴寄る。

開4月引田鳥友垂盟の隻数委iaP毛色新観察3号を髄房称した雪路一二より
窪相的
同年卯旧す一㌢行事iニia壷盛観動因租患うoo余ると朝腰縄鴫執軌紗虜

の0余る協調し．元政の寡．多扱拘束工人だ。′易さ動乱的．幼培掬のようのビラ
を観和した。

rメーヂンだ‘・′　衆敬卵白　手写以′　名塵の甘プーチ二名：′票彼のも　移

り捻列も肇をようノ」

肺的88？黒色新郎は方童心郵特起こし．街中禽氏族舵反ら轟姥しこ玩
物一傷牝を姦擁きよう乱的留め出身色毎露窮鼠乙窃毛細しな向利伸1こ
ぼ霧のアナギ社団修饗局数窪み方を小事件糾拷痔艶色も錦催しも

同年的30日付印昭新調臼は励褒補強勧敦花数紆各号を出して．「回想し3．q

ら諭q別田も・紡さしう．窮鳥砥級の暴虐に」ひIう謹白の朗∽刷物を動詞一致

卵色如受動働馳拘街餌訊動程合寂耐細を舶仏放食餌．離放
電虐殺国昭近侍左び1比肴像を闇催しも隻教護の類縁を隠微警官が中止命令を
拭うua琉二線勧術数七年としも急舞げチもち敢行しわとし毛が多数が拘束

事根強．酵酵綾cc肪
Iq32年的復学姥が¢票8新的馬行と編集毛担当した在籍的社の喧賃料貌

細事強抑立ちの多の多終にを．鳥丸小二旬日す破産した多数の日掛一缶をイを入，公
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務敏行材宅えびイ砂を記事的壷執る努悠々確lIた．二九㌔名物の一硝在福多念

緩尊く与れた。しかし凌ぢ簸・金縁領．芝嬉鐘与は動一朝あ銘刀統語愛した。
離10月下旬・神田庭高軌）、用句亀一箱勧告Iニ斬uI事務所を壷を卸弓も勧そしも

賀捨後も砲カ打開しやがもIi小指縁‘・て豹0号多発折しも
一丸姦細微難的所与中101んで．羊の餌辺I乙は価を鍔を毛筋多くのと曲馬俄由

か両ン今脇穿く雄鳥系）紫紺Ia．こMjt傘下刑効5バく簡乱れlた。壷鼻を卸す討

危Iこれ与謝IO・（匠が：少）徹底した‡窮的錆傷が馨だ如儲塑掃鍍：盆私Il．密接

妙瑚壷連票を榊如箱書盟（瞭人，の′I・紳貴店と努め若さ出盛塑‘政）のff才

女枇・・じ協接しごろつの朝日労勧固体も垂らしち毛細豹初窮的重合そ鰍は助
弄りを重工伸二射姐した．1432年ワ矧種この連合げ千的隻倉新劇p宅外得行を

物言為す主導看ろ秘HL（多念離）外的が透甜掘。
多念無くiqo‘－IqeI）噌＝42q年貢鴫で「教化速初牝．〆銘錦秋存．亀創立L

teo倉石の励まを糾合し．思怨蟹動じ常例箆動i二万七入れ解放紛基地砺農蒐
l銑質を夏毛甥l窒け看動したが：ら・2年動乱新馬共産執シ裁富まれた。

Iq92．年卵2細目鳥色新劇pt引8号Is柳的線特集号を増し乙激烈や請謁
チ8品のアジアt好侵略の揚撃ち攻写し傷が．話中両島躾の疫盤を集めた。

亀，Iq33年の密封槻
Iqe姫頂榎の朗的封鎖アナ‡スト固体げっかをのあり

・壷魚肥方

団体名

親曳盟
的祐也幽
鬼舞労働痩温

田”多毛7

向1彊舞
岡彦日新

繋驚諾。掌
（舘彰自由将的郷命）

・★飯館方

です拡卜都雌劇壇

東方拗曳盟
．毎度地方

釦塙的
Iq好・l・Iち

IのみI巧

IqQb・q・Io

Iq2q・帖H

Iq3I・ダ巧

Iq21・2・q

iq3〇・dl巧

Iq33・I・23

看僧名
戎握頓．授何鰐．和姦偉
鏡何群．今風租
袈一壷．物上鼻を．‡トを女

色面鏡．鮭鈍物
金ぢ俊．伯母掌
れ哲．金轡夜
丁強飯．ろ聖動

隻手…丸

Iq？〇・il　合頑秀

Iq3〇・il　孝養鳴

士民

繁
諾
享
楽
諾
－
嘉



神声朝鮮日給
・愛知他方

lq男・6・2I i臨機貿

中都黒色一緒寄倒勉eIq3年ち・I fL宮豹

（二の左は金印寄集南勢．明治石治虫叢看．釦街触角榎動じよう）
＜l93姫の鶴的度動北疲〉
（I）4月4日勇魚雷紳棲まれた臼を錮白亜丈余lニ東嶺軌勅包租，細朔崩吐

合．黒友連盟低所用後です事か団体参勤的．宅急燕は香統一シ循彼此失念磁
多進行に働カし．敏膨アイ子礼者多色は餌食I二名名字孝碧に葺透の綾も褒努し

た．

少卯の徴I4回メ一㌢行をiこあ，乙稿僻村年スト各団体一才自今の絢傷と壷

樵し安寧疫・多食案．契一隻．穫焼桟を付会と比鍛紋I二晩れ胸各軸索七
厘ブタッグ3．度寮．辰夫愛の多良館各に強打行事約束致傷錦孝も電劃し島

皮11シ9網争ば〆一チ二行事托鱒唱標標tC設え鼻kuI匂わし．電び青山を従
局弗庇1郭紋窮もめ．卵以来ナ子細手管缶切を強軌二居臥慨が弓．粕的杓矩妨
たアナ‡礼，ムウニと♂I－み粛1の釈放も糾う馬衆文金．昇る強や批勃した。

弱錆色の勲積的鳩コカ多識の屯・条虫亀統一さ組合事務室も争議希鶴丸C
l雛し傷が弓．同盟右銃が各的鍾金田傷の唐織も符t争貌毛筋執．短日尾
6月に自由創動姐合の安手衆，多角焦らは左目臨〝手札窃他団体tr的格働

若柳統合．射り産金俳書・統合躯を多七尾捌し．東鹿毛都と極東勃新組合の呼
めを鳴らをんも密の壷蹟廃部亡を姦しもじこな雄琴任．館鹿毛折れに反対しも。
二の昂Iこし　虚齢は敦身却kqなた。蕗です‡礼度宮句の「自寝．t噌肋，の館直．

約3徳慶です練ムじア力め・ル夕か棚の紺直の彩筆も畝うめこじを意味誇。
銅・珊棚朝‡一持ち努吃曲密度鶏叛徒の柳安物．閏女を．丁貸鉄

らが宅的金敷紳輔も的綿密蒸着Iこ提出し臼で許可去れザ仇も朝努です千社
国体的約名和体Iニ種裏技し霧抑え初日体を除外した子方題目水雷鬼災同胞紋

様念」も篇成して活気七尾網しな

10乱調水蜜数線為初を壕殺し此各界代表統帥討た揮う．倶動乱Iこ袈一

食，後的相j働し看動を継続し講
師旧名を変．金農村的嶋民社〃亀創重しも七島甘食刑多軸し種IlO嫡

3弓荻・移行しあしかし全書修好禁止まれをン

東食同盟の袈一鍵は弱上旬e黒色新錆しろ代表して．国相国を姦無し嚢壕です千社

痩勅の血拓観重信しこ・函勾玉が中国内のアナ手札痩劫の虹彩と右を公使季吟感傷

希え・C●昌の括急を雪面夕帥一合捉蛇。

築堤掬。生奔鐘“富．。的所「三紺的軌壷瞬肪藍
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出版物乞食高腰けぴ中風IL七02月Ie日　東痩同盟はp名刺暫働毛ニナス4笛i窒
亀嵩行した．去るIq好事的朋の東京宙写生・勧請を件lニ切通し逃避専管かた姻婁

同盟疑念柄寝が約2的営視庁に捌まれ俄多層じ連数寄舵。

iqs姫に黒炭唾担げ如新調雑観枝の納（募る雪冶売物Iカを頂けも
連盟卸琵研修I書籍祝甚eLIIt老雄のたか自分相互んれiた象な皇盟事務所の
老優を伺洞か弟勧LC和風年初fO家まとをl●魚たみ巾的K退居貨を合m配
り垂i毛馬困らせもeaおっミ，－ンβ主幹鼓佳硬め同軸的12的鏡2老境I弓妙〇

秒を密行分布しわ後鰯のた小鳥卸し亀
Iq33年明けβ　中国・上妬ク起，た鼠多軸諦庭軋こよる右を公使暗殺条塵・

六三亭初午は筋に一・因る鴨うち非常亀重傷の3，3b申年二重屋一一を要一ニ孝争
3同を中元り昌は一時期東急象友度盟の中嶋人物乙は働＼1訪。嶋e薪劇pd

割安するよれ動学の真相年報観るひ同時Iシ甘藷の中国倭暗号間色Iニ糾締衿尋

的乗れ亀岡急1華の敬謙動を拡胞
被浮環暗殺聞放問題を被虐過度荻解放劇恋し不可分傷物係I弱る寿看る朝

鴛です‡私産に如しび両脇網牧・こより的じ諸手すみの純血箆動因修・個博
友雪ぐ高尾IqO呼I慮紳助枕の二重雇じ腫諺を破けた合社交，Iq32年1筋

富種田的芳汚物女劫後帰る稜高安弾した多参宮．彼らは皆烏誘瞬¢同
僚すわり・劫跨71‡スト垂の熱烈慨按呼を要けなが鼻毛腺璃群アナ敦間極度
彼らに層的訪珂・金磁入関で好餌拷懇僻目を優り朝腹宮創毒し升飲み，
£もの的え蔓に∽たび切欠三を軸午の3晦は忠恕細面“する鹿田山国多色拡
慨IIか．

く妨7ナチス払陣営の分裂ク
私産庸二ガの塘勅の8わナ紙幅琶内命iプ自修を現高鳴け千でムの徹る理

念に約45論争とこれ二倍募るう酸自1勅の争1．も出合も塵，t見叩く私事を
怒綿・勧高庇机舶自動拷アナ牟礼遊動の嵐二割庇。う破房厘島根解放‘二的
宿願が錠，乙“3ところの急峻とめ特性を／蕗抑二男を勿Il功のじ若杉。

iq20故姥房30年代初頭i諦18筋アナ年租障営利シ純毛アナ青郷とアカUl・リ

ングカリ私切抜諭的対直が1預を授け姑か彫綿毛の代弁希は若竹乍緋匝八
大カモであり．線名の仰みはるIII三四日c綿，傷

／ヽ六角三にメMI審淘勃垣勅劇事綿実の居丈とiIう。狛碕勅勘度劫は小会故肴

∽名物を柿勅隷掌が）参政鍾勅iニ餌，繕）の顛お家∽妥物色御勅多種窮的
直磨得物扮Iこぼ壷りめ級数政論‘シ痩続ahう（強権的）夢命壷功lゾ書証り．3

耗顛のろめ成人か二居‡る労働庭功を篭れI二重的窮サンシカ・lZ均毛傷同じくをら
うう。
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このようiこし乙常勤租命速効軽視，殺陣鮭視の態度も填る。

二人と后卸ころIII三四印は了nLナサン功リス鷺．の血瑞をアナ敦トは華南が稿護う

ら限り・拉務1身l多くあ劫動粕金の畑二人，て行え内外呼名し改郁雄膨らを拳命

的組合功写り努を．葺命的社命をアナ事で弘的‘ン徴きし噌IlUu4博す峰iI。1シソ灯り粛ム

じアナ千仏は全く向け自治じ自由連名も鰯一免じLUIs．強椎も舌朝格安的病名はまた
一致うん了で事だム珂シシ功・）ズ七日食うOIニケも握り1防府しのiイ肌はだれやじ主張嶋Iia

このよ；博多織的村か8第何勝アナ事績ム館雷雨こ掛物塵動観細裂か中腰
こしひIたe

Iqu毎ら膚に髭取2人セ全国憐働矩賂慮連合会（略称全国自虚）庫．
一・敦諦脂練絹すさ・勧功名．相似解放痩動の疫痢も租亀六

一′叛的産婆別南開箆によう紬連金塊餌go昌しな甲賀免権を姦統非寧祐

一′諾うは一切の放…宕厘動鋤非力鴫緩弁的衝動を疲脹窮

一・村かブ転回を努鋤を静に肩紺嶋勧め老暗殺の画帳的国務も効lfと公微し

みず

びりの47の御領も稼訴し儀

伽約－押，乙29富の中富戦争以来のノ釣識語風亀糾一席を化し乙総同盟（毎会

俊秀締読会（女彦質素）日産（アナ熟せ夢全国的常自在動粕紺一事教修雛も
篤で机傷このよう曾碕跡の瞬38．魂象丈普仏放勧善で今回自重椀種回大命が御釜

的たウ

シのズ食事梱包含ま義七かかけ乙公努開け純正〝擁・ム孫isr執らば色め寝台事象夢

執初詣媛面解放痩動の基調も組む，し。；一項か拘る御領改正寡も縁移したじ角
館a31ナノかサン功一）ス弘Iニ虻的した創動雛釦短波脈Igi視程鯛を老子チ加重
一・秋弛階級闘争○摘患島倣擾もの彦絢も組む
一・討ちは放鴬・孜垢Iこイ依希をオー切の年毎かプ如し漸動を塩氏自身のがま・締争彰

一′掛；げ自由包含組紋新裁詞は．中央多陀婦警級も‡非執る
一・みちぼ稲田夏毛l二兎射して稼働為賠徴の田螺的励藷微細

布け四境の修重安毛細し両派が重面鷹射れち∽材止す面魂I事雅の種釦尊

く壬びしく争II自重筋骨脈じ龍膿脈（ニ分裂し㌧窃C尊く乙も摺物房事，引Iた71‡受ム陣

営も孜命的退却シ塵」I血u多

Iq2‘徴用に白色離脱娠I才色重きかI佃に目方部あ知略梱包金融接合（略称自

在81励）儲鰐辞した．飢鮎評卿鵬射場働租的的（纂色揚穀新調の孤琶）rゑ枚
のfIこdせりも修行し乙白色は門田塵命新館dくず的虚合田の改題，）か纂i娩¢傾ぐ

ち移行して百出こ討仕を種．Iナた。
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3．lq的（5年の痩動北易
Iq34割附託夜毎哩の李甥C的8－1qqnがゑ昌新的編集委員勧定一1

㌦この　吼和　上幻¢寓釜猿人各年毎盟の編者烏が遠，尾「三周を葛賀漢重患断種．
陸肪三国急の国籍・i在中固執酪農改組重奏包囲拓傷め記事五穀せ中国何畳動じ

的内庭動の連絡と集官幣竜強化し禽潟変身か‡重婚ク渚功すう都か夢靴も違，tく

母・I紹窮∽・亀を佃割増日本棺社命紺存弊じ此暴威貌旺砂鰻のI尾奈庭
瓜（何行かわを望尾Lt矧二蓬，広

く雲色新制の伝道）
lqs伯i脇如何o愛色新締り鏑的弓はriqs筋的多血務lプ血色窮まで目鼻二

枚重刑；霞的etアナ千私‘プチ仔猫筑理論が種比kt‘I柳，七の曹訂毎的

細緻石動‘ニ哀歌連子多柳㌧亀初鰹賜わ合毎分鍔に遵掘るこじが諸幣じ出来伽
こじは散の太を慨軟短絡李白・ニ自訴渇もし色絵．柳座安を希嬉しを級しこ社会各

月・シ極与の赦免子年寝直．強化し吼1九はげろのl－じ中編Ltいう。このこ的的1ナ手

札降営む「自座．ヒ噌備わとの分裂射止ク垂豹幼名して‖うこじら身．め事確約
をの和事のく最名し・箭考の作手の好訓の組砲や放鳥の表的uIza。同じ弓（ニf瑠

六三を豹午の詔連的佃乙重合日毎を稀的動の祐枇あるプしそ邑璃して∴爪

も煽劫誇綿々を秋傷のI鳥
幼好日竹岡郷傷鈍弓は．3・l汚物Iこ感想があるおlニ」帥霧盟のα「助

客観的傭徳修私釦儲如決壊彊虐調う．じ強調Lt的度合級数の砿大総枇ア
ナ書でム腱の縁燕化も重ねC乞寂しひIs。

架一如上好窮卸じ節約Iニ¢した葡隻猿払青年連盤．都丸帽．鄭貌掴牝
β慮e新加賀如？無軌幼心修的鈷破調を離まして目角嶋名書鮒蜜豹牛珊茶

を自負墓・季焼物．約g加科；紳塩飢た画家一重妙の缶切司郎尊徳助
郷後愛軌粗殖矩軌矯
銅30日何日を儲卯号は上布琳及」豹の略中田甜諺ni朴毎訪観衆，

両牝釦・叩3！的同紙儲30知略寂色負養田を遁晦まも．朋如近付
勧2弓かf精巧宙」勅軌田の彼女お指導理論瞥石其愛川う籍め比叡きめ
つの訪日春宵寄本宮忠の神経をひ秋とかちcたこ的油揚3より劇ちかで的。む

うか初婚孜的渡部の裏付けら的助うつ山方卸しひたの‡老嬢で柳。暗色新肌
は疏年的賂・訪う伸一こらl白25日仰角糾弓か毎号例．ね，C修を禁止も合HC＝

もしがし約228にか儲匿金額購信田し影金橋‘萄誇遊溝知多も脅圧した朗其厳重
が推断〇°緩和子種まも慨，山手，亀。妙所的郷媛lニよう純利届制的（伸銅

30別け儲館巧10の柳護汚し悌（・靖ao・移歓喜動昂的印刷晩蛸I衆七よ

り筋合30円披‡初，仇1肌約5例説．初夢対頂馬の中で・布部宅的脅す牝‘Iうニ
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ひき並太低のこじぐは傷めた．

くノ蹄枚文化度姐その参加〉

雄性篠i事♂黒色新制β抹表して3日23日出版看動働後．Iシ翁宿し暗め連

合新調d外ら個の日本フナ系統的雑言を件をじあプ「／詔枚が夢虫盟」の細論シ多卸
した○

今春材．金を名13年素謡巧烏口引q34牝2考4一ワ弓左㌦特別号30o都うちを

離した舟はめり驚売築山こ軌七．出版純友推考罰金30円も之払清め勝抜
椎を告がれる二的tづ伽！急

事の‘シ8本です串曽竹　巧ゑ解放放　き筆数誇4㌦身跨げ進財田明拍ク
戸島＠秋稼0g忌数bpアナ押ム亀営dなど象0両織物錦岡惰糾ひI亀新

居存．款小者う多数の敦がアナ絃高知きま各種動を属閣Ki虚．
o了で楕ム文学さは次のよね隼娘をしひI多。

「です事欠・ム女隼の毎‡かよ細帰り1ナ納札恕精妙○郎窪や唇潟です細られた．一ユ

牟7ナチだム鐙の銘的出修一さめ字体の最を窮めうこじも何よりら勃；夢幻
571レア37年写し相シしけ千年執婚しろ葛I九餌の混和二心的し毛筋弱るンじら

軍釣る．」
アナ撫人文掛さがl火ヒ青嶋卯到，以方の「放論を表文卑小ひど壷川上ブル表げ

自動，もじこうの耽美をあま掌．しそ励I人間の人間略解親　王鼻　抑う‖　筋あ。が
ル窮C納まか青物）動静鴎鮪掬嶋か敦程雌宙を詭絢才にα如鴨的じ「女官

の殻作は個ん皮革的才能動画孜8度脆糾¢以外の僧名の事を帆IJりIお
〔セ去1時牧さば次の上嶋Iこら豹お

し，織封は也を切の厚賀と絶縁レ乙新uI報うの雇書をノ創造する

－′掃うIt一切鹿鹿　的的締約青銅軍に．白餅麻高よう包締れ釦創毎秒

「紺涌紡奴的放糸底初霜鼻唾も解放うう
イ紛らの事乞I狛偽名牲Iブ揚言的急紋も強調1賂」

女執事何もがして－I3乱人間の鉄蹄匂街蘭も清畠的動向tあるのか掛け階後
の物色的観るかき的免練のノ締めた劫を柿か個人的確i勘の窮乏峰日和I毛あ

ま・あか御庄3人も掲敏や氏族の解放は仰の停め〇両のか髪局は大部の人間堰も
敬的プ∽1劫脅げ切lM。人間が▲㈱丸く住む毛的はのIか”帥短鰯を良く

参仕的3年去りI3．2人自修急榎の笈絹雅も部員同委伸二しけIl小才qjのiI．
く雷電綾同胞教孫画動〉

去3年Iシ鶴亀切崩群です拝し団体々勅封の政客放裁物も居間した．しかし電探b

敦鋒筑打の古め任す義奴的してしみ龍つのたび慮蔽のろ・九蘭らざ〝キスト樗藍

何事行う山3才針のらし塙群像力水書籍災島牧接合」の右脇で掲げて雪像劾



Iら

ちかた銘菓．あ離明日的舘を急珊8稀社Iニ雷証しも
巧的o庇わ乙脇西切目水管枚衆竣鍔隻lカり霧むし仁愛夏”　軸郎田

園を耐軸欝／級執勤組合．泉窃塾盟なじ壷律子ナ軟調体峰吟固執孤鴫給
餌唾鎗JI二名叡iO的8象魂・金沢．孝明姥．諸般殺外8死神脇神保
町田」・I岬・名所免訴呼を密教貴．芝大門．稀府償却シ孫遺し．防フナ系面体

参じ倒れ兎接会を弟約3二に虜抜毛超超し胡娼朋の章劉辞し助詞亀雑務
じシ引シ恵与し直

く荏闘志乏接疲動〉
一方右左公使事件で色観象．豹・畠・ろ鞠敵や瞥三国多売で4日間亀諺唇数滴攻鐙反

頼韓的取飯森度雇・猫人手偽．穀的綬套抄歌舞兄見　所諺諺　名目lシ捌．仰
刑事磐田附の後7彊8謁が籍託し．長崎僻み敦利功公判刑場日和II8耽二

増産玄人1㌔

以来．緋利噺を抑1度往事M．II副卯儲I国公判が開廷批
え・じ邑・富貴基両被告－こ敏和多種熱線富Iごり仔細が勅は鳥．11日％田の亀的

公判を葬制勝り宕猿hhた．白色暮．今穆数lき旗に上訴糖も枚東レ寿ぐ畠は事
飯私物したがl如Iq9％椀も観リ下げに。

三岡をげ8本iニ調達捉まる¢慶安執務田鶴の袈一壷．密鴬姥と裏襟勅勘名痩

四のJ微領月田桑労働組合の鹿常，泉細姐の戎値頃なめ隊相思織部詑枕．
した後目塚的教授陵方　を毛　管窮こじも勧縁して．朋以来紳面方面の同志唾と国
中緑劃し毛街愛．急け畠の丑信を豹抑I務所Iこ収遊動毛を安いi印的公約公

柳井的蓬をk3チ燈り・う薯告　知，，放牧種　動物　用用じ　象友在駐事務所も胴衣
Lt符鯵〇円を免さします戎准奴を付をLl正郎Iシ衆直しも

Il加押長崎に初老しそ疫修椎は3回急と面会しこ金品を差入JLLが負．亀

城で七重起し．公判廷Iブタ勧局膨ら傍格に局員窮おで化し巳しかし公判朝
裁判〃自3倍急多　心止　宣布LL。。肴Iの諦鶏二射し3向春が書聖餌を複奏し辞

馨色め，抑乃多休すと．Ii印面壷魚iこ帰．た．
く悌イ勅鐘紡ク

桑亀田損じ東京一稲馬働殖産盟枇・動鍔です千ズ栃初凪修は白峰チ放し固体の

目名積lニ雲毎次．関負を宅急丈．会衆．今廟樗うち娠魯し危機し彫富む：銅の
綿布屯が鵬耀社印納所拷鰯務，れ兎愛国盟の架一家外伯．一線揚郷の皇年

次外光1調練黍l勃oレ喚」輿同館多務所如じ「紅ま恥¢‰小袖電磁．日舞
能面従業員争緩．疲降的烏I支謀叛i七膨れI二審ンう．と高i敵手を傷，乙匂函シー各

港勅そしも。

動イ努的勅勘組合と‡蚤豪捌劫雄略の細谷負は免恵存叛壷橋筒榛紹筋を
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通じこ任事も符も月毛が．5月栃市当局I年利絶命プ色揚霧訪印勺チ押しもてて記
名負の皆鏡鮪釣絢“才略の痕壷も強委し乙多だ。支聖攻．要事みちは神笈宅

綻姦しあ今切奈（隻産め掌的念じ的ガレ．拘動駒政雄「クエ虎猫を銘窃初

春悌初会」も組織しこれIニ封書未，窮ニシンした．親らは．ここIプ田鹿種名か1診庇か青

海名川シ慨，tlI3こじそれかII妨こじが多きうじ同館（乙を安勧めを底劫I二村さる
当局の懇らっ曾弾圧を髭盛砂こじが奮きる．

しかし．アナ乗じ水）レ系的呼を絢纏．窃I事長与く緻小でが傷めた。勅勘包劫で
の基本鯵税が速，ひる∽弱み巽亭永うIなコD助力会を鳴過し乙新uI郷神

傷アナ徹し団体ら準鍔し．10月幼さ壱観的傾・規約も各面面被布し乙日各紙叶
合しあ143姫旧刊寄．創立だ会には率場壷毎会の隻影即し日石．各友紀面体と慶賀
坊働田鶴の李褒ララ外3石が参席しろを姑の諦念．李を窯の籍也報答er畿恵一報労

働約台．舌鋒弁巧．次の訪日ゑ廓ノ録し責観約・色名も細筆寛一接骨可発表後朗

会しあ
・奮励′顎

一′稿をぱ自宅的田老名　田常闇割争う伍　勧勧　石のの　放牧　動地3
－′報う　中中央　を穆紋穆　　緋章節章　句むむ盛　観粕複七強制する
一′払儲け包棒・友愛・協力を初会生諸の髪書面とろう

知鶏駒岡租事務研削q3姫iシ亥一東伯臥魚山鳥笈の魯儀の村措定的l
儲加的略が髪約1霊殿じ倭傷科名約のため房左側が訴訟も多こしl寄許し色
のを・簡制鵡：疲執行も唾〝玩

同盟Iさ的合金　痩痩縁　を諸諸の功のの古　癖耗届出　同年年3　ぢ日付か動銘痩身
勤めニュース臼窃I弓子移行命希レ扇を続けてンkも移ろレ丘が毎号移亮発心二

重九日目的和明．発行名家一束は盛稲は克郎姫あ毎度九もq刷的新鶴鴎
局一二崖教食い気li師口癖金30円ち老幼，て頼政工山鳥
Iq94年Il的38．東女捌動向租地物は東泉寄象‘・I匹三珂点呼同種仏教者

毎会舘脅箱物自絵毛筋Il乙「過去の終息的在銘七打被して著ruI方針端物
夢前進さる」ひIう趣冒す「重昭摘め各会同組合，じ改旅した．名恵良毛髪該者とLt．

金管倭外ら〇着が参府し．食詰魯珠．寓言．姻領．組糾明閥的蒸した．
め的東女同盟牝劫責任者合歓勧姦（急用匡三明錦町2－24q番地）を

多諸所のき使廟したがIqe婚期2日からば約・Ie南で役場I13程矧二事務所を

移転し修復　ワ的OaI二時鍔鍔執　着名　画同書七日　儲I弓子衝干し子細C′育
ち弓を出レ丘需毎号毒玩禁止Iニahた。
Iq9賂X一子二段紹I事「奄虚の目．狭執心8」じ定められ亀樋宴にgLg当局

の弾圧じ締枕甚u●生諸経経亀　rさせる．摂諸事ある．如実協働〃同前．豹イ詳
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前働看る同組合．軸勝一般労働ゑ輸．黒友座盟主か他拗PLも窃乙窃うちoo
敦を乾布しレ勧め御蔵山鳥京被も敢行しな的家老が館な
す黒色新帥d宵鎌弓‘3．－月繍詞も敏触れ1曙椀種動を虐殺誇る悦．カシ努

接合も粉砕しう」現房勤し．賃3絹一事「3帥三太秘や．上妬BTpC黒色租脇的三脚

じ移し乙為さ御輿秘牛励危う封碩現して・質37雪げ「皇居恵あげ鰹鴫較綾．向宵枚脅

農止諭も一物fIシ粉砕レう，じ中箱レら

この節請ばを束努が紀集を担当し乙鴎か勇接朗駐打開を捺抜したが倒陳才媛
がなかなる励修が勧告叛倣えJ徴錐に気重額事例おし乱丁舟牽晩執れ二
が¢窃詔の秀危宅急乙線軌I檀家寡に掴秦孤伽は果た互盟の炎椎吸が〃
かけ，〔3a館8節線書．（凋82自壊3喝も移行し毛布やゆ）笈金敷に7うう穆）．卯卯

丁賃鉄を舐放勤衝It摸索化が刀傷7g．Iq非肇的6さあさ朝鮮掠政細

石盛動じ布敵の幼顔も残し”雇利の誰要る負心裏二的そろ庫から

く東京・助国内軸削ゑ）
を社交ぼ勧郷中継○嫁姑凄雛鳥の長月嬉々mI年期原倣玩固形媛振動

も奉養し儲努ま掛乍あじ神領勧告名籍も薙夢想では餌Iプアナ手札で訪韓楕昂Iシ孤島

Iq3吟ワ印Ta．急け匿を摺Lt好に拒り南雲葛臥名批蟹Iご紅組Luト宙女○微細

駄・機的幼稚動叙景鴎外密勅の紹介鼻春色絡鋤も垣著しひI丘上海福留中はま

え砂邑・色曳基九二痩勅賞金を砲模しセリ．I的I毎朝i38え時昌の切伽多段け乙
勝に貌し東無印Ia強祐蜜．鈴木確をらし重縁を切．Iq32年i印二重埼佃島しし

け新負を国都二季鋤を手術介し乙工好め唾稀も耽よれすうのり．砂嚢uI渥初
を稼げたo

iq33年魅岬lニ称東急lブ名II東京舟ぢ務部材金紋Iシ動務か事がち染一会．竹内

剥げ，神谷晒慨どじいれI顔を補LtP姥新聞小二緻虚聞，萌かミγ角弘
の作品手前働名の敦子葎葎紙紙　描描窮¢　t鴫の両面　予算ズ2．の雪像l功も工直し

I同をポ離光年Il膚ao日豪泉1皆祝石Iブ連前身ル名多種拷私庭反鋤食事局I功己

教曳hおし灯し厳　春名物I裏年を悌し履物励め種須玉盟Iシカo租しこ1促。

4　中日数多前置後
く一服的軸捌）
Iq坊一切毎Iニβ本何の動儲け門灯慶動け髭続一節に九重．モルは渚漸二弼

1ナ訴卜崖劫I二眼，セ1鴎急ぐけ軟さあ社会主義色勅互が罵倒理財全紙にれ毛

bi鳴亀をあをン

II・梯確三尊￥のr務アナキス払蜃物凄．市島I二次のあI二名いてIla

亀虫（飼勧動組合亀虫密命会）旬牢数後．焦政財笈舞脇の昌喰生えろ糊陣I諦


