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㌧・ζはあ、駄で窯寸．比と聴琴覧の拶1のえ　ン藁にのハミる蕪

轟．軍整禽に肇いて
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嚢一（暮43）



．1憲　舞　し調 1響。弩　搬　（』窒霧認う甕i　l第叢．○繁う

の．卿、荘1の構礎一の完成，侵食平．譲．イヒ｛ノ1瑚のあつ六二こ．と、鱗ル
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