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l摘′）謹んでし卿、衣魚・鑓具を初め、春小ら件農作業！ニ粧番台

農具・穫猶殆硝すべて繍失してし訓きし。莫舶体では、出
剛原因、知理細経過を徹綱に検討し、弥栄の連射二煽れる バ
ての大和二対して自己批判するじじらに・合力を上げて再選にりか
いI）ます。

発行：大柳剰枢醜翻縮惣コ三ユコ百人季萎会
（帝展暖替？41引）
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