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■■1 �　　　　　　　■－－一一■■－■－■一－－－－－－－r－■m－一一一一m－⊥　1　■■■－ －■－－－－－■－－－－11【一一rr－■－一－－－■■■－■■■■■■－■－■－－－一・・・・－－川－－■■■－－■－－－－1 
′■－－】■■－一■－■一r－－r－－■一■－一Lu一■－」■■■ 　　　　■■■nコー■一－－－■■■■T■1－1←■■■■■－・・－■ �■■1一■Jll　　　llll l－－一■　1■1　■－　－　l－■■ �一r－－－■■－■－一r■－－－－I 1JL■－－一－m■－－－－ 

〟　′打｝■一日■P7註」 　一 ��‾「▼十匝　‾ ▲■　L一＿ �■号▼　号　▼軒畢▼　■　▼ 

■→■t＝－■－－二一一■■■■■－－■■■■■■－h－】－－【■■■■■－－二一一－■■■■－■■■■r－－■■■■■■■r－■ 」r■■lll　　　　■ll－‾ 巴－－・・－■－－－・－－－－－＿－－■一■－■－■－■■■－一■－■■■■■■■■■－■■■■－■ 

‾■・．‾■■■L　■1t　　－■　－■　「」■　一一 

■・山ノー　（　　　声戸軍司＿　■㊥h 

■　　　　　　　　　　1　一一　　　1▼　　）　　　　　　　Vと声芦⊇　　　　　　旨さ＝ヨ』曇鐘声貞 ≒喝　　　　　′ ＜．．一一一．．」，．．＿竜＿㊥【ヨ＿［甥l 

－l■■■‾‾「＿ ■■－F■－【－－－－二r－－1－－－ ����ll「l　t　　　　　l ■・ロ－ニ「r－・－－－■r▼－－－－【－ �　　　　　　　　　　l▲■ll■■■▲■l 二r－r－－■－t■－一－■－■ 

■′・－t一■■－■■■一一　【－－　一■■■■■■し■■亡－　r－→ ����■－t＝－こし－－－－■■－－■ユ■一■，′　－■一　一 �■「■　一－■一－－　－■－■－－■■ノ　ー　1 
■¶■一■－一W　tu　■■■L－　■一－一 ����■一【－■■■■　■一－・－　－二■－■■■－　－ �一一－・－・■■L」■■■L■－　■」一■　－－一■　■ 

〇　°「　LJ‾‘■‾‾ ����■■‾■雷巴「亡J 　　L＿ �■▼▼′　　』』蟻 

■■－●l －■d－■■■■■■→－「－一■－J ��■－　　　　　▲－　　　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　　l ��　　　　　　　レrr－　－　　　－　■■」－ ▲－l′－　　　l　】　　　■．－■ �■■■　　　　　　－■ l．－　　　1　■－　▲　　－l 

ー　t　　　　　　l■■　　　　　　　l　l▲　　l　－　一■l　　　　　　l ����■■■　　　r　　　　l　　　　　■■■　　　■■■■■■＿⊥　　　　　　l　　　tll �－■－■■■■　－■一－－－－　一一－コ■■■ 

r　l」■　　　　　　　　l　　　　　　l　　　　　l ���� �l　　　　　　l 

－　　▼■l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h■■　　■■■冨Il■■lJ 
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二戸－」「「‾千二一、：≡＝bア＝「 
■■ �　　　　　　　　　　．11「 ■：－－，－－－－■－■－－－■－ �　　　　　ロIl　l－■lllll－l l＿l　　「111　】ll �l「　■■■■■‾tllltl T－－■【－■－－－－r－ �lllll　ll　t　l ■　－r■■■し■－－【－－－■ 

′－1■じ■■■－一r　■■一■－－－　■■一－　■■■ ��1－r　一－■－r　－　－■rr �■：一・－－■■r　－■■■一－－→－ �■－－－L■r　一：ト－　ー－■■一一－－ 

N－■－－－－－r　一■一■■　－　■ ��▼11　■－　　　　　　　　－▼　　l　▲－　　　　　　■－▼　　　l �l▼　　▼　　　▼‾1　　　　　　　－　▼　■■■　　－ �1－■＋’■■rrl　　　　l，　【　　　　　　　　1■rl　　▼　　　－　　　1■■■ 

●　■L¶■・ 　L＿一＿　＿ ��¶－＼J－＼J 　＿二p ′L＿日，＿ �町巧「r �▼j■　■　■　■l▼ 　　ク 

■1rt＝－■－・■－1－　j：一－一－－■■　■－1　－■ �� �－　　」－ �－　　　　－　　　　　　　－　　　　　　　一－ 

■一【■1■一－・】一－－一－■■－■－－一■ 　′　■－11tl　　L＿．一・一■■　Ll ��」－ll．－■　一－ll　－r 　　　　111　■■lll �l　　　　　　　　　　　　　l　　　■　－　」－ �l　l　　■　－　一－ 　　　　　　　　　　　　　■ 

′　…■　　1　　　　1‾」－　iJL＿■」i竜⊥臼　　」占id 

一　′　　　＿　寧召『■■■■胃■　一　．　′ ����� � 

一　七千‾てこン＼＝汁唱墓「当墓「≒≒「弓－’　　－－・ 。．b＿三．L㊥　．L－ �����I l■▼ �ク ー－ 1 1－ 

■■■ ■ �■・■－■■一■－■－■－■－－■■－■「－1－■一■■■－■烹璽≡≡⊥，－・¶■■■一■■■1■－－－■一－一一L■－－ 　■rl■－・一一■・－■二一一日一m二rm－■■■扇岩岩■■－】－■nrm■一－■－－－一一－－■－■－－一一＼ ′－1■】■肌■■－－－■r▲ニー■－r■灯■■■l■一→一一■－t■■‥一一■－－－】■■一二一■■■－■■－1－－■■一一－，－r－一一一r■一ノ－一一一 

■一－・】■■■■－－一－ ●／▼一1■－－－L－ 　　′ ��■仙叫・W山 －L－▼ －h－■ト雷 �▼■－■－－1－1－▼l－▼ ▼－L「事↓■・ 声，h－－．－ �■‘‾‘訂r′■賢 ��‘「訂 一 一 一一 

▲－1■●1　　－　　－　　－　　　－ ▼■■tl■　　　　　　　－　■ ��l■■　　－ll　l　　l 　　　　　　　　　　　l �ll－’lr一－ll 　■■l　■▲■lll ■－▲＿＿＿＿llLl▼－▲■l l．■■－　1　■■▼ �一－　■■■ ■ �■ l 

′　■■l　l　　　ll ー　rlJ＿■■l　　　　l ��－－ー ��■■■■－－■ 　ll　　l 

LJ　l」√　ヽ√ ��」√　ヽ√」、√　ヽ√ � �－　ヽ■「 � � 

ノ �へ　．王．．一、＿且．、へ一山，声　か 

●ノ　ヽノ カー－「ゴ �r　　　・．llll－i司　‾‾－－　　．ll－　　■■■■弓 

ニ■　－－・．．．．．一　　　－　　－ 
l 

■－　　　l■1■　l　　　　　l �1－－　一■l �■■■■▼　　－　　　一■Jl � �l　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　ll　　　l �■－－－ �l　　　　l 

■－　r　　l」■　　　■■■■　　　　▲■■ �■■　▼ � �■■′　→－－　一－r－r　－－　－ �■　－－　－－■一■　■－1■－I－∴ �▲■l■　　　－　　▲■l　　J■l �一叫 

ヽ．■lJ　　　　　　　　　　　■－　　　▼ �l－ �▲－　　　　　■　　　　■▼　　　　▲－ �■－　　▼　　　　　l　　■－▼l　l �▼　－1－■■　　　▼　　　■－l▼　■－ �▼1　　　　・1　　▼l　▼ �l　　ヽ■■l 

〃　‾ �l �P　■訂 �侮言 �一輝■■′ �J■‘叩雷 �j夢 】 

」－　　　　　　　　　＿－ �」－　　　－ �■－　　　－　　■－ �l 
▼■■●ll′＿　■　－ ′　－l▲ll �l■■’ �　　　l －一－　－l　l　－ �■　－　■－　　－　■　－　■　－ lll　llJl　t �■　－　■　－　■l　■－　■■ llllllll �■一■■■－－■ �l 

■r　　　　　L′　lJ■　l　　　　l �l �■■－　　l　　　l �l　　　　　l　　　　l　　　l　　　　l �L　　　　l　　　　L　l　　　　■■■■■■■■■　　　　l　　　l �■－－ � 

一．■‾‾‾叫　‾ll■－一　・・．‾　　　1　　．．．．■・．■■－■　　1　　1　　　　■　　「■■嶋■■「 
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－　－● 

L－LJJ ����� 

「ヽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　－■ �������� � �l �＿1　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　l　　‾　　　　　「 

● ����　一■■　　　－ 」■■－l■■－■ ’＿rT　－■■一■■ヽ ���－」■■ ■ � �ll T▼ ′‾つ－t■‾一－ �＿＿1　　11日‾「 ′■」▲●　　　－　■’二■‾　「 　　　　‾ll「 

lT 　　q �jr●　　　　　　■し　く7‾ 

㊥ 　　　　　■一一　　　　　　　　■▲．l 

」■F　　　　　　　r■－　　▲● 

．lJ㊥　山． 　　　　　　　　一 �� �▼l　　　l 

l 

r■　l　　　　　　l　　l　　l′ �■　　　　　■ �l　　　　　　　　　　　　＿　　■　　l �l　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　．．．　　［ 

r＿L′　lrl■■　ヽ■■l 　　　－●l．一■l′■■ �」■l」■■　　l ▼lヽ■■1　l �　　11　　　　＿l　l 一■●　一Jノ　・一一′′　　l �　　　　　　　　llTl lf　　　　　　　lt一■一一一・一1■■「 

●／ ● �▼ノ1tr �さ　　　　す　卓 �■■－■－【】－l→－一－ ▼　署－●＿1号伊 �■rr′⊂■■－・「ノ■l■■■■l ¶⊂′●　　　－lr‾ 

r　　一　． 

■ �l l l �－▲■●ll llFrr■－l yll l �‾「l 1 ‾－1 日－1 

－」L－Ⅰ　　　　　㊥ご＝＝＝⇒一・．レ；。ゝ－亡．止　　＿　爪． 
■－　■1■－　－u－－　一－ 

rl　．一・・・・・・・・．・．・．・・．■■■■■■ ・山，lLl．．％・－　　．．l．． 

▲　　一 ��l �l一■　、　　I　　　　l　　　一一一　　　　　　　　　　　　　　l一一■■－ 

■ �　監－n－一花G l■ �　　一Il ■－　▼l」－■　▲■1　　1■l �　l－」■l」－l＿l　▼　　－ ▲一－　r▼　■L▼　u－ �′■J　ゝ－ ＿－●　〉　　● 

－　■●－〝rレ 　一●」．＿ ■1－【一一▲■ Ejだ・■一・一・・一・一・■：⊆「岩 ��「F＿才誓 　l �－－一－■1L■「」■‾l 「i「”Fl l �U● 

＿■■■1＿＿ ■’▼■‾l′ 　　　　　　　　　　　　r ��－1■ �▼1■rJ■ �● 

■　　　　オ 

⊥・　　　　　　　　　塾＿迅」j 

＿二一′　虹．’。′」。喜⊥．壷＝（．．．】．　‾→ 
伊■　●　‾　ト」ト1膚　■　hftrJ　t　一　一・■　‾　‾　′■∃二一一十「土石＿、■　l、Ilへ．． 

－ 1●l �－l　■1 　l �l l �l �‾11 ll－ � �・声 �l �－▲■ヽ l－ l 声 �rl′一●　　　　　－　ヽ■－」■ ▼ll　　　　lJL　一′l　■ �－　r■－　－　■▲－　」■■　　‾ll ■　‾1－　．－■■－　▼　－　t 

l　　　　l＼、」ノ′l �l＼‾卜IJ「F 　L－h　′⊃ 

1■llJ � � � � � � �≡ �l �■一　一 �l　　一一・」 

■ ����� ���� �l 



1♭

ノ �力　　　㊥．　　　　　　　　　＿．．　　　＿．．† 

， ∧」 �r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I 

ト．　‥⑲　．　　　　　】－　　　　　． 
－　　　－　1′ �－●　　　▲　　一■l＿′　　　　t　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　l �l �l　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　】 �l 

－　●　　　－　－　　′」■ �l＿　　　l　一′■‾‾・．‾　　　、　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l �l　　　　　　　　　　　　　　－　▲■l　　　　　Jll■l �■【「■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′一l 

■－　r　l．′ �1一－●　　l■1■1　　Jl■　　　　　　　　　　　一■l　　レr■■－ �rlr＿」■　　　－．＿＿＿　　　　′」■● �一■■■■　　‾　　　　　　　　　　l■ltU　　　　ヽ■q �l 

ヽ¶l′ �■　　　　l■－　　■■■■　　　　　　　　　Ⅶ　　　　■■l �▼l′’二．■▼　　　　　　1■■1■■　　　　　　　　　　　　　一－l �ヽ■■l　　　　　　　　　　　　　11■1　　　　ヽJ■l �′」l 

tJ �l　▼■ t �七戸」　タ　　　■ト �岬；　　‾　〝 �○　専 一■● 

▼▲■■　ll」■ �l　　　　　　　－　　　－●　　　　■t　　　l　　　　　　　　　　－■ � � � 

■r　　　　　　r　l．′ �l′l　■　　　　し′ r � � � 

．．　　　　　　　　　　　　　か　，璽 
＝＝≡≡三≡≡≡≡ � � 

こ．．．し．し．．．．．＿、．．．．壷 
■・■－■■■■■■■■■ワ－【－■一－■■－■－■l �t　　　　l　　　　　　　　lt　　l　　　　　　　　ll　　l　　　　　　　　l′ �l　　　　l　　　　　l　　　　　　　　l　　　　　　　　　　l �l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

■▲■■■■1■－i■－一－　－　【＝－■■－■－ �－　∬二r汀　－y　一－・－ �■－　　　　▲－　　　　　－　」■■ノ　　　　　　　　ー■■ �l　　　　　　　　　　　　－　■●　　　　　　　　　　　　●l■ 

■rLl■リーー」■■■－一－　■－－　【■■■二■　■ �■－【－ニー－【－　－【－－ �■－　　　　　■－　　　　　－ヽ■■■　　　　　　　　　ヽ■－ �l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●l■ 
1し■l′　　　　　　　　　　　　　　　■r一′ �－　●　　　　　　　■－ �l　　　　　l　　　　　　　l　　　　　　lヽ′l　　　　　　　　　ヽ′l �l 

■／　　▼■●－ 　　■ �　　丁－ l �．－　　－　　　G′　　　　C′ � 

1■■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」－●　　　　　　－ �l　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　－■●　　　　　　　【 �l　　　J－●　　　　　　　　　　　　　　　′一′ �l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t■ 

■■‘■■－■M■－■■lt－」－一－■n �l　　　l　　　　　。■■　　－■■　　　　　■■：　l　　　　　　　l′ �l　　　r　　　　　　　　　　－　　　l　　　　　　　　　　　　　　t �■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岳 

′　　　■■　l　　　　　－　▲■■●　　　　　　－　　　「■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l′ �1　　－●　　　　　　■■：　l　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　■ �l　　l　　　　　　　　　　　■■r　　　I　　　　　　　　　　　　　　l �】　　　　　　　　　　　－1■■　　　　　　　　　　　■l■ 

rr．■　－▼　　　l　lJ′l　■ 　　　　　　　】 �■　　　■－■－ 　　　　r �ll　l′　　　　J■■■ 　　　　　r �l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 
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』岳金臭表毎転豊‥」／（＼一一b・′声一一．イ一丁コら 
U　　　　　■→■Jlr ∧．．　　㊥．1 

l′一l■l　　　　　　　　　　　　　　l　l　　　l た鷺這たた巴－－－－－－叫－苗；品　； 汰；盟監－11・〝叶一－－－■叫－仙■r．－芯芯冨岩 

VIJ ●／葛㌢ 　】 �¶こ′●1■● 　ll �　　　　一 夢　　－● �ヽ一円l●　‾lJ■l● 七㌢－ 　l �rL▼lr」■●　　　　■－● TlCノ●　　　　－● 

■■1■●　　l　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　l �■■　」■● �′’二」l●　　　　　　　　　　　　　▲■■ �l　　　　　　　　　　　　　　　　　l � 

▼‾－●ll′＿ ノr　nl＿　′J■　　　　　－● �一■■1● ■－ �　　　　　　】 l　　　　　l �】 ′一′●　　　　　　－■■● �　　　　　　　▲－● ■■■r　　　　　　■■ 

l � � �l　　　　l l　　　　l 
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∧申　　　　一〈＿二．．．．〈．．瓜．（．＿定型、，廟 

ー U「「‾1■■－■LuV　■　　ク　′ ∧申．＿＿一．．．．　一．．．㊥．】． 

■－　　　　－　l　　　′1■●　　　　　　　　　　　　　　　■－● ��■■■■ � �■　　　　　d 一一● �一l■J●　　　　1」■l ヽ■－■－「　　1、1－ � �．J■■● ヽJ■】●▲■■■‾‾‾一・・一．■丁■‾、 �一■l � �　　　■ －●　一■l●　」■l■ 

tllJ　　　　　　　　　′’」▲■●　　　　　　　　　　　　1■－● ��1－■　　　　　　－●　　　　－■ ��ヽ■rl �lヽJ■1　　円 レG′●　）　　－ � �】　ヽ■■1 � � �－●　　　　－●　　　　▼l 

〟　　♂し、＿ノ′● ��▼　　Jじ　■ヒ ��日伊： �� �Uh⊂′●） ク �� �■一汁： ′ 

■■－●　　l �� �� �l　　　■「　　　　　　　　　　　　、 � �l▲　　　′■ � � �－●　　　　■－●　　　　－● 

‾‾　▲■▼ll′　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　l ��－ ��－● 1 �rl′一′●　　　　　－ －■　　　　　　－ � �rt■「－■ rll �l � �■－－■■－ 

－● �� � � �l �l � �t 
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