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しヽ驚軍.
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轟攀麟豊修のR艤鵞種撃憔ン「1議警こ攣趣総議鐵簿機1機、鐘鴫鶴鳳、第難水懲覆整母弯〇慾警か

犠饉購機畿で麗簿 鷲肇就丁懸鐵震鑢1姦て謳燿してし亀畿す。

「1機っとなとしち議鐵ャ営轟1機、鶴懸覧さっから,怒 1こ饉鑢曲甦儀ml轟種っくり、ぉ重し、母霙壼饉

気特藩、悪しヽ準場でつなぜ攀舞Å鶴罐購の一つてず1,鼈察購‡こ畿涯演薔定で体網を気唇り、デー
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なこど鶴ド翁蜃魔さんのが続 鶴 意ヽ臨隕饉1譲慧わず涙鸞嚢が機んでし載娠ゝ讚ず。またポランティ
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参爾 1譲雄壼饉鍛釉 錢盛め臨指 |こ 亀ご協力をしヽ驚篇塞、饉瞳骨1蕎ま・濯や本の技命1甦簿鶴行い、

申議で鍍上鍾子ども融機が響崚堂麗種過ごしやず懇ち罐蝿つくり命お手1丞繰が患鷺難ぬで1掌な
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贅鷺雙豊甕鐘菫弯1棋、量管理ヽ攀崚入学式で断入学鸞量への交轟賓豊務甦か魯鑢譲り、麗鍛
交厄雙豊爾子穴量のN鐘、筆盆爾約醸軸繭難簿喪整卜、指―ジ鷺争―勢轟穫量脅争て議議移
難.筆鑽驚筵1槙寵簿;」 学ヽ機奪奪豊の交咤安豊穣鰺め立ては糠の該凸鶴簿しヽ畿す。議鮭鶴鶏黛
回、交に安全磯騒通費に事績Oの購:こち輔織了時 3崎 総か各メ』ヽ攀堂の選攀饉で、母ま鱗瘍鐘菰
華震種持って急ゝ議す。
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子供鮭鶴織壼下撥1議鶴轟るんですず、議‡鐵鐘斃住しヽ鍛簿錠勢費轟蓼畿の難bゝ櫻犠機種顧娠ヽ遷
歿娠《鑢り横ず會しかし交鷺繋宝1譲鐘入鮭曝だ|ずで1意なく、こ織鑢菫鷺覆遍脅軍磯入驚鶴鶴賣
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3優等、麓ヤケ響区でこ侍ような懸攀ぼとがなしヽか、R艤含種サ懸ン準挙欝て撃嚇ン驚務海機、参

鑢種鍾潮しヽてみ讚したが、‡奪誰幸憑ゆごと1譲な簸ちと総とこで奉た。電の運鐵:譲、通磯壼畿‡嘆器

轟齢(臨華が燿3,3%(鰺鷲機畢胸轟o.o%)と
麹勢議餞鐘L絶べて大量:轟く、種蓬母纂しヽ、藩齢

菫撃翻ンや子竃で撃難ンが驚甕移鮭鼈ま甕篭か犠
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振島≒江F量がも、就参餓秘筆鐘1意圃魏舎鑽龍轟薄

々がT轟畿象上鐵戦憔瞳癌轟塞性盆覆避え議す。亀

た辱:ま参蒔う場鐘1等驚命鶴各移警購定しノ、量で賣
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犠争鮭母が撃鐘 騰鰺輩嬌鮭薦響ず機で等ょうど黛難殿懸議移難中

「 移ぞ～かで応1量簿撥 |1譲轟畿拿種覆寅」簸こ移て繭各鋳ぬで鐘畿饉鋳鐘取攀鰻奪亀嚇で、

簿懸1譲籠購書ぜ筆鑢砂<攀 毅、諄錢徹移争か準と等機ことを鸞ットーどゎて4馨 参て午ヽ横ず。

議鍮 F移参か聯春彗砂讚響悪覆購血ず儀」 F:ふ、各参議が参戦くな攣、輸腱機種鑢血ず儀」「藩

れしヽな盗難電機くことがで奪轟1など母鐵難が難:奪で華載ず.

私 1機 通囃察 |こ鬱鸞軍辱鏡 1棋遷響:種 :薫 毅んど衛争てしヽ横雪んでい鮭。そ織鮭鍛移‡ボし1譲 1.本

調不鑽種議こ経てしヽ議娠逸ぅ鸞れがで島儀簿饗獲螢台鍮て 電筆、体すこ濃轡が出て審て擦Mも
鑽<な 争て寵崚移趣.豪鏡器簿鋳′慾犠参議や、準ょっとし鮭睦難で命準畿警議もなくなり
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であ鐘擦ま雪奪魏繋蛭在慧争てしヽ議ず`鶴遍饉修麗圏嚇参懸懲獲難しみ‡麟してしヽ議事
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一纏 :こ擦撥警準ってしも機畿墓Aノ 亀喪しヽ人疑挙で Fttbゝ稔と轟懇か‡す絶ば、咆しL軸と纂える

人鍮濃かさ轟難あな霧圏気を持争てしヽ疲ずぅ人生凝移<還ごして簿種驚しヽで曹総 .
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寵澪瀞元等 鰺饉 14醸寵簿寧藪の資震」:こ雛爾鷲の新姪摯麒鶉機として「翻本畢気畿山ス

マー トインターチ灘ンジ (鍼下新 I Ci}」 角`聞通 しま移麓`蝙懸きら 3攣 簿、工爾 拿年で

鋳完成でし鮭゛

新 IC命覇薩選簿鰺 1意 スで― トインターとして 1凛盆国―の一霧 電万S,OOO台 で、

臨蓮態轟へ弗アクセス機曲上.麹‡載勢,極
:性化、医鑢機誦へぬ撥送 8警闇勢短纏、静蠅 ‡0周

磯選路織渋i機罐澪轟など的輔難鶏ヾ畿(議されてしヽまず゛畿鮭新 :犠爾選 1譲鰺瞳藤織六購穣な輸
づく場がで菫鶴鐘機総議‡式で縣讐驚穣で1ま新 :ch祗 1轟よは交通本撼慶'整勢向上獲堂かして、

新 ‡C驚 :震撃饉:饉種正輩物武灘 |」 F饉鼈定して壼鐵種隧数.轟饉進錢正警 蓼虚難耗鰺角ヾ行わ

れてもヽ輩軍`爾催麟議i蠣 1譲賽饉が選籟てしヽ渡すが、雛鸞の魅驚種タト郡 |こ 鶏饉ず儀交流工 !リ ア

などと戦つてしヽ構ず。新 ICMに 1意私難鶴命鑢1壌筵 |サで戦く、颯岡華 |こ と参ても穴きな発
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