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 滋で個人小ネiレ下η窮麟酌馳了る二げ1す舐リエげ
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 舳辛が二身・喩穿確即・峨でろ蒲厘{瓦皆碑
 山'て、啄川碑帥て締鵬1こ壱働諦砺。八㈲1仰禾オ破
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 振興の基本案件でK則〕だ1うう吸口

xx×

 撮紅水産枝衙を睦曜寸る“仰嚇誘をさく。・
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 つ祝Y州z迷う。借レ亙匁ら復興寺謙に依る齋審潜殖炉腔j二施籏の整備

 劉・大型雅昇の弾附1フて一綱π雄レ1ハ砺鵡の太銃醐奮
 び1・Z耐充珊.し1。,日差匡匂歩の禰穣胃杢屠うと3復興宵仁籔穿諦の種進λわ

 川方牟鵬仰鮒馳レ下の汝務1破れ航
 この窒たな貿務奪塚す器皆筋で官労^番IZ箒玩一噸既うに朔レ貧jばる
 水郎刷減!つ一.↓印馳蝸人雌統併る葬で亙1人到〕帥で省
 腸は忽Iフて私択膏の永麗にイ肴殊毫打育zん乞騎より看形レコ人炭多くレ双

 調れに珊ξ姉ワ師那舳て口るμ肺厳岬嫡碗枷1Z
 lソて節人の7トコロ:(とIぴ一τぎ也Jづ侭と宮夜着旭1レて口看。前任胞で

 は一1フの雛'ωて鯨破廠駆寄打突鮒て宋につ芥レz肘幽
 ○即準靴脇繍卒締榊Y鱒氏樽㈱馳受レく罐悔
 の卿崎島走帥で沢鯖楓馬師、紬て弼離籍主雇鰍狗靭畑

 圃舳を替えて今夏卯澱率夜術中賃彩I一潔蕩増殖董鯛孝1μ械x
 考払ハ孔コLわの茅諌套な郁1ば敵方人セ布リ揖宮門珂る。だ1承

 知て即脊勅レ坤調な出動'ω鮒ウ如囚を駒ワ1丁
 て岬ぼ㌧リ・朽雛倣ワて熊毛雛州仁捜榊鯛扱
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 寝マ.稽1名…1が偏‡れ面。一そZで地タ室ぱ・盆η董烹ぎ宮レフ街・える粛肝の育滑処

 にりくレセ川渡島以釈、島の室殖に剃れ肴雰族扶マ仰寝く椋恢1乏.元
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 部締率の縦・・嫡よリ源震齢酢確レ鰍の郷硫帥
 加う会ほ穿粛脱ライン1付る旨苓照堀の締砦しlz猶毒穎殊は算締で首を
 締めわれ百機ぽ埜.家の刮ノみ毫舳)るに至1つち

 :痛レみ1焔人バで1仰い帥自滅卿㈹τ芦と砺兜稜胞て
 漁獲琵率の瑠蓮に努ので㍗裸振稀清の均衡は術セれわ一・

 事'同木屋なlzおモコでは的物2ぎ琢硬よリオ〔琵梗一価改ま・曹雫茅謙に対レて
 在蓬澱勘の制癌並びに大1湾≡技術阪摂脅・艮笥の鰻寮1z朔.レて薗一層イ腎駒乞支

 榊て酢鯖秤舳麟締の扱衡旅1鏑紅挨けて/鳳一・
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 穿讃の歪糧
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 リで技術改菅の劾釈の曙花4'冠ら4し'…111Z至りた牽敏.いで」租.竈,を頂

 つ衛締で1あ㍉ぶ。
 み枢建穏..舶縄廉・
 締1二榊な・/・加州卯〕レつ確定レ左1二触鯉締群欄
 窄など0椎脅布モを貞享レて照常孜術の沢寝研究1z着わレめその簡琢
 は一欲に公表レて一昔廣の便握毫翼調してレjる。

 o.叛透穣、力包のノ槻凍■

      雅剃欝鶏栢,櫛酬げ歓楯玩濡種萩頑儒秀1

      賄利23-2どω博敷解(榊ン版湊綱)駈郡係.4弾棉禾綱ヒ敏。稚熱獅荷肝。砺兜捲農薇蕉件碗如1わ胃脇〒錐枢酊術零細餓・秋奏におllて入隻当患しに;■』      12へ,字1」嗣㈹漱接鯛)衛山視恨1相.全止寝袴
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      琢繍11頑単離締そ..倣柳ルー職砺苑蘇径1嵌鯖、衛脊

      舳初冥『ぼ博穀綱(地ン蔽鋤画派禰懐雅叙輔侠凋廓綱ヒの暇吉ち噺学獅楴謂○府梶憾衣寝好功茸夜分麻籟1ゴ1フて刺靴111て増加レだ。
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 めずに黙理は取雁けをな.して口の攻腰抜である。Z0報榎一よリ窪研る
 番昇.杷・欲の禎一弗は目仁捷完なリ薬た亙乙の秋め看ので楕韓貫を置〔
 て鯛桔靴壱い二11!ダ是正に榊て1〕香。
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 7菱洛胤殖庶快の鼠勿
宥.観性
 熊、毛駐柘瀬戸口勇
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 謙衰微0花嵐硯ρハ.調探茎肴匁短絡レてくる、ζ肥ら可豚商瑠廼
一

 葉わ振興ダ叫はIハて口蒼痕、撮紅で己倉<例外的で亙レ1よ今である。詳
 海婿殖謙'1まその河髪物痕一秒勤借亙<、た溝レて1一〕る付需類毫をとツ、歪

 粛粥に肩利でレ双右枝術約に看易亙ちの巨唯一走ゴハ、室産裸穴む人力に

 帥iフて自榊脈<昨する輔弼㌍の干殖帥え瀦臓
 とし1ノて1まア改一エレ菌董く公チミ…事謙術なっ証術をモ。ワ併興百謙態で『徹・弍リ薬

 、1丁橡榊徒・蛇八㍗て如レ帆率薯喩ので楯へ一本県下
 で賄師鯨舳較舳く甲雌触即鰯樹りて,棺謙金棒
 に位批劉締gト灯く∴搬柳二1く醒鮒れ軍いのぴ叩離匁
 ら.宥鰯タ穴努乏駆のてみヒ。.':、

 本矧紡る蔚材市鯛備継Iこ当■フての下著訓三筆を刎批も㍗
 /つ㍗吸竿駆鮒て那をう諦桃なリ.ケ暇柳挿虹汀る
 舳壷くナ"シスμば1ミして宅'同に故打小原飲卵郁苧
 穐・湯パ岬卯ら剛ん印ア1{で毛麗巾舳牽
 甚1z惇じ意す。・・一

 癖洋鮒の掬酌
 瀧青課栄は近貿に万1つ一る1にク変;抱栄の崖奉・潮干rマで都る『泊茸浪ら押合

 えゴ沖合狙ら寵斉もと応う粛謙駆硬飯霞の策張富揖であ葛双、戦跡
 鞭禰師打師受け鮒わ縮確柄金粥ユ政馳依1フて継に
 優梁じ、又直得的Q蓮々をみようYしてレ〕る。日本涼栄の杢牽カーの留
 預1他うしてう二鵬詳孫謙の発展に依りて舳割下舳るも加あう

 柵鰭締1岬那び醐/臓の締で醗締の佐郁もIフて1)
 て殻多の制約を毘1化な口蒐牧で朽訊'

 グーにヲ熟一常;一二筒了蚕匡打際,玄乃至はイ婁習匁'次労に蓮佑して隣春季公著に誼
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 緬舵椛孫レよう山一領即撃1{郷秋棉率レり影孔
 ・順断にそれ鋤け午炉もの布源僻太駆雛朽瓢
 τ管府な頓御Xなワて1シっマ。去・香2目てO日ソ癌の商條食前一町「日不承
 埆盲の乱司蔓1Z「衣香花詳g匂I=・ケのj歌う蔵冨阿ぐ仁の逝く廉冠才目置を、こる芽に百

 ワ厄!一γ稚㌣二敬神て旧r綱継に欠叩衝蚕帖え誠<
 (牢石ズ7㍗蹄跡を行ろ珊・なワたJ切の鰍締一
 錆鰭1岬偏平と夫踊識㍗前首び一靹肺ド臓蹄破
 ㍗下醇自牢企業r咋宇㌣叩貫リ離確誠<芦礼、
 巨r下キれ嫉砲批子岬㍗良氷抑締倣/脈蹄舳砺栄
 的す禍締制一諦璃繊細細、・日.ゆ締敵の三ワ荻救れ,lt

 言に戸す舶焔駅しそ敢リ師れて胴・
 ・矛zlz厨硫緑移でK看脅9貿李芦鞍卿企兼双汽存レ最大の利窟玄遣
 軍朽亭叩.戸帥㍗五産物の岬酢雛制淋圭じそ禾訊毛帥
 に肘平卸鰯鵬は駆はメ隈締ピ削と加麟稀防
 産物段論淘に候戸凧ぼならなレコハン戸キ岬ツ7伎ありて、外交双渉の瞬
 訳づハ下し在も日本1Z対レて好意をもたず信頼のう育凶多くの厨匁砺リ

 幾桑機桑㍗㍗㍗干賦㍗㍗テ訴
 求黒の瀧諜漁業は誕L泰釣照業ヒーカソ事、マメロ延薩厭業ガ初る杖

 一撃く舵咋逝郡叢雌瞬にくる一・れちの挽物肺雛
 みて6察観は疫兼亙い。

 萩くの遡]く一濠淳孫諒1はて手つ園隊千麦秋今塚詳ξする森～搦、源業貧ラ廉の荊秀亮

 維雛の師,擁郷櫟卿芽Y矧」榊利と胴噸蹄脈
 隼郎軟醐不蝉レ11郎議蚤締権の鰍1・卯て師翻
 の州・叫鯨着曄1卵くの潟鮒舶て醐レよう舳てち打
 4,に1綱顧待煎W㌧∵'・・.1一'.…
 鮮鯨の師鰯鯛郡で帥耳酒剤!鮮郵㍗つてI嫡嶺の
 花で胴裸で碗1瓜く酉1フで1仰弧〃ぼ榔罐鮒1」晩た何
 事u訊.
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 l!率滅茶、の亨俵1ノ
 形輔案外麓業糠の醐1率綱揚え縫打る舳不I欣鵬案で
 切U石一我Iら弓くの障宅草双'あるのlz麦オレ師内rにおけ看病請テ甲含膚之兼は

 .遭うであうつ狐。

 課獲曹妙応鮫奄昇香V歎馴てば泊字源常匁罐7に楊琶の仰5君を自勿.

 痘浅毒弁粛萩は2"宕であ1フ陣の双'軟清ぽ勘輔葎誠£宕、
 腫斉、神含6(2名と怠・1」源、栄を塵の席狭体は旅倉、蓬葎え移行レて凶

 る。李県の砺含で己戦前は看詳禰搦ダ名以」二を元レてレった秋撮疵では

 ち程劇輸舳て粛栄擁の稲確1縄痛雀の薇仁碍に依恵眈

 ゆIt・ラ碓厭業の夢郡Ψ(賑を毘即丁せ引Y剛踊1輔岸源寡9苧
 金萎営体舳5μ齢多数軸舳枇その擁勧確奴け6舳
 常ず9μの剛設業侭金体眺7,7舵帷産切ゆで銅レく理
 大:の硯I炊で布き。

 Zの叙穿ガI端卿ヒ寝親寸冨とあり.君嵩南家戸の蝟察可香琶粛布丁の粛業

 蚤清は銃双一麓化レ、室酒瑳ξに拍車乞掠げτ〈る7三め、矛くの漁民Iご菅刀
 Yレτ生存社んと豫獲強産iま増レ明日の100円甘リ今田のフ円てτ尾

 で乙多く獲わんx血賑の努力毫レている。仰ら<程に濫獲となり頚甥は

 荒航那繍㍗なリ・椙礪岬㍗奇榊馳鯖蹄けワ】あ
 う。レ秋も眉鐸,涼揚は狩勤刀衷刷ノ室産僅の南口榊へ照謙γ、室雇擬衡
 州はい零御1峨業杖斥存レ、新頑瘍瓜探索される杁市jば策稀ρ禾椿
 で好鯛匁'畝に:l1る砂ぱ1斑石香撒の勧帆廉榊て納雛蹄
 浮戒穣幣すされ、その前舌釈は零西野涌;叢わ泣言艇人1」を術講さなくしていう。

 三〇イ乗な稻環瀬壕rのフF龍牢瑚な稼動一と粛場の沃開は加蓬痩約に国一窮を
 勘てレ麻、紬麟鯨の生銀衣りて髄の硫Q。反iフて巾
 '甥=の正道5老も受けて口冒、そして又フ産声粛場1迂唄11一、彌案にて姦忙づハる

 Y某に、米軍の麗殖粛留場ヒレて率机1て、紅イて化学工業の箪麓仁依Iつて
 ブに質を汚涜仕レーめて霜岸オ(族の珂祷、番娃を碩暫レ、賃滑卿に錠観残流
 葛ものは極めて小いY衣わ匠に八1充崖Uで砺看両

 才吠の竃山掃敢撮ば、"貧困Y人出"の甲で"全<睦べるだけの生魚飲
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 康裳100μ々を渚匁涌即行購!てllるの輔る。旅粗熊0鮒
 で媛1レ悔泣ビ肋そん輔柳ベク碓斑卒締看舵弓う々川(賃
 川岨うよ1凡レ弓禾鰍念碑殖ピカ1れ械林ろ匁と姉レ
 め・一己レつ訊こ川ぐ尺隔辛畠の痢Z位置する厭跡の厩張歪稀圃査の箭照成

 らの衣輝で侮蔑レた;祖ラフリレ亙育剰z圃之る衣.事実だ掠ら醐」て万
 る。zσ悲賦は牢鼎下の擬材には末だ焦在下ると馴鮎し葛戚'、欠さ検社

 倉1礪ゼ印1フて馴確0圃創文くを嗣醐瀬離の振雑、掛
 声チゼけで看冬りては石ミらなレ/㌃刀案な:課題麦V衣え否。

 暇旅層の存征
 1標業労'物の多くのちのぱまビ枝徒脚枝律T0段階1こ砺る、ど衣え1る。そ

 ρ稀漂謙に従奉寸否むの1く、極めて多国卿で熟練レ吃捜寵乞会得κ叔ぼ
 ・舳恢/化蹄に、醐段飾至1癖稚殻脚あ確剤受ぴ1甑菰翻
 案'0労何一禰、擶簾作一は不襖測で放列を極め、育牡胃穏末1レ租労仰極値

 尿仮く.老寡期1二八■ワヒ書ρ1ま広派的I二間I亦下Iltる蓮禽に万百。そして

 不.百利囎続榊鮒鯨鞭一粥作ヴ鵬で挿ので1榊刀
 は季締に依Iつて疫化レ.澗請に従事する肝聞も琶はレく制約ゴlllて繁閑'

 常な<不均寄で方る。師写津闇を種レて涌常労仰i(璽,質宍F不朽一に
 便閉σハ否併質を併り=てレコ言。=そZで多くの源天1引〔ゴロ頂タ15,最も

 胃紅頁沼津の厚誼照叢一1二依Iフて校1府を習熟妊焔は術面、6レての労η

 市腸を失う剥Zか小ヌ荊証レセ1剛=逓軍の労伽Z耐力ちれす;首猟陶
 添さ八万走耳掬の漁夫ぼ,耽栄臥硬の殉ん)不可能互合目であるので.
 ラ昏テ羊の零御粛詳ミ[==二帰着κ4匁j守夜わな口巧言律考茎貢1までi4L一己口香。物テ静片士1窪

 な青封土捧肺代[z昨較的新賃金て乃る瀧茸踊常に従事レて,資本毫蓄積レ

 沖`倉源案1z進.々↑るで机欧口1ま貯.番に努めて充盾の安を・電図面と大う

 方法ちあるが、一冊髪頂9互短伺」とレて二,Z一しらフ雇謙一j替1く穴…王な尼肩魚Y過労

 鮒儀なく加研咋滋劉Z醒レ馴一
 みくの苅く見てく看と賃労物壱Yレての禰衣は実稀I7旨自匁雇傭っハ

 てレjる貿本涼員タ禰謙に従事レて、宏一満を全面的1z依唇せしめる孝.く帯拝

 ○筒Y直つ琴清灰眉んでい.否。
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 そレて冒綱1・鯛紬業部:師レー離化レた.ギ峠の糀一他

 産郁締刮臓レτ激て巧…仰示f甲苧の解邸企業締
 1之釘亨.ll!諌天も舵砧の郷劇はあで循帥鯨をi鰍1
 磁存レI歌着せざる重解なレつ矛窟匁苧る。と同肺1z穴辛の零岬照琴ぱ・
 =の霜侑張よリ生ず否定酒酋の花制七舳、稗わ汐で己浮び仁らんヒ宴

 疋忙を白拍レて零細萩業玉砂ち、舳w荷也ラと守る。.引し淑埴化レ
 て衣ると覆勉完一ρ視葛匁彊くなワて震兼貫本に舵避レ、秤含、痘葺漂宗
 クの発震は童乃至難・となり、その勇気も薙扶レて合く。厚細澗兼乃至ぽ
 雛加鮒を断抑リ.瀬辮帥基盤ω頂醐酵の柵鵬
 頭燗顎の冠務で万事回

 木雇椛菜の重比・
 '馳帥け舶本鮮の締紗一・締窒壕切舶縦郎図率1・
 は需寮政策の蕃帯方面Yレて

 ○宅産の申傲な蟹す刺/禰禁の歪酋倉激に(胃だ化)の漸建的稜籏

 ⑩粛旅rの釈硫斑蔵を一塁盤Y万者発籏にお杁嶋φ亙り刷W広ぱil/、

 流一灼.に荏蓮する妙要求砺著＼乙コれてレjるロ

 ヤレてzの倖な基本斑剰二立!フ蜴右、齋翻峻改口徹の裸に考えられ
 てlj肩。

 郡榊ハ1謙蚤銭納躍化は向仁)発震し解否薇傭件とレて瓶場

 挽由に榊秤芦管種蹄芝多榊に費肺疎の二勺飾
 り,その剃z坪含の漁場には香環のすり稚リフ切nて自由潰耽に六ヨ豆.

 '曄宙を百レ、諦二町方玖匁業種別髪数知標有を窪河督＼6レて夢衝忙を彊止ニ

 レて/締ので1、幕則'ωて知利Z依引脆釘定土嚢琶廃レ、た臣許州圭

 を鞍として弼婆を国リ1つ、印出源諒の茎嘗曹定y跡澄的荒隈の万向をと

 否＼乙①/、大葱区制」となるの則ど既であ否口頂面紐岸照楳は生産の主体

 がヲ飯の駕塚r〉爪篇栄でおワて、源塚rρ恭円仁と企聾化の2りの途を

 荏惹すべさで、和牽秤酊佐の.拝樵討、葬解販1掃諌板制浸の改正が必撃

 で莉葱とゴ1川でタガう。1艇で覆在テ蕨業堂麿の中萩体・毫なすと宵われる.瓶

 静種類と潟羽目唱数をみ召し,20(与0屯級のゆ型炉珊宏勢粥ノイワシ
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 フジ、汀バ巾着網II好シマ偉受欄、イη''卒卸拝与0へ/00唱曜で以

 画商靹岡、擢鮪禰索、200屯以仁は擬爾.ブζ洋禰業.汽楯トり一ル寄
 で醐なバ!鯨郡舶釜師111繋離合解1打㍗・源鯛営し
 舳隈リ踊π1土01フて綿布州姻難で、フ1て餉裳の飢岬111頼業
 の高師琶は擁護輔リ、穴ヲ数の褐岸1歌〔卵よレつよ貧窮に酋備壮
 ざる宅街～.、のでぱな双ろう匁。レ久看各県下紅劃Zは煎註釈謙私聚申

 剛・麟朽聯鮒く、郡の職地形動レて1僅岬木卸数桝
 ・lz恢1つて署曽さ1けてレは多<の諌侠は読月着レく百リ、根阿資頑の開管

 に七註自社ざるを得ないと庖う。

 飢酵燕馴=i揃津レE冠U舳禰帯と瓶琢孫荒と匁沃存する協含双
 茅く、室産力瑠穴の競走匁織烈石♂)で禰場一坊琴看術貫一するのは当然で

 禰業跡換の殊薄を研たすヌ真剣な発磧策竜江ですレて徒らに問題作寸

 育のは大=いに慎レ…ま担ば1なら・胞彼木ヲ奪滞1の大:要多を知ら亙し/唾嗣年第」二の琴

 いとして傍観の々赤なレけ刀栄ぽ室濱枚の問題で1老乃看。Zの漁常前琴1C

 河レて爪酒勇剛4「厄欠員活津川耗肝の存在を前提ヒ万川び労性の室産
 力の膚穴は直ちに一一定マに蔵に明ける漁場の室荏ブフの萩'リ入と便りて辰裸レ

 耐肝iz全搬殉1zは労勿の生産力の侭下ヒ芯うことになりさ'るを得ず、そ

 こで一ま:膚……着の陶添で1ζ亙<;そこでの芽冨揚の李戸口合口Y衣う…岸1z写ら下

 面を併なレ、。そμ匁実は澱揚前穿の根源1こ他百わ好レL』Y静じてレつる

 戒ヒ遊の加之改正抄万両久わして剛噸業の操業葎率の剛二1ユ廓暫瀬

 肝班師否叩㍗・礪賦■煎ら舳州こ姉の敬郁自確
 に桐井殖震塁蟹の1助Yして浅雇溜殖業り抹滞は冠扱1し揮.くなり

 可レ、。荻y〕ばつう薄さに実レだ租。
1丈蘇省薯)

 一レ'人仁

 乙着櫛の字1馴Z在㌧リ忙リ1週4

打珊照株
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 研紬竃鑑月一柊こ停舳
 .…臼ρ侵嬉

 循て・うレ硝、に^リづ脆い由正副セので栢戚
 その侵私尺に一種若完寸也りれる茅ガレ、ろいう痘て、今zそ裳駒二=宣緯

 段階Yなワて未一長。

 早坤1う蹄駈醜蹴飼弼念で「クレを煮・を附朽
 符盾を解て∵.ヲ勢0栄養士一の填撃・Q試食振リを尾たのセ笏る。Zρ肺ア
 ソゲ'トをYりだその籟照は

 所管'と二して喜酬し蚕版.

 7、イ系なポ初く李
 2.酋頭れ・潅へ州弓一一・廃案物〆グつ

 戸爾瑠風^何坪でI巧.る.
 4、味は訟諺よつ哀レ1.

 存慮、万べ苔版

 一7、菱竺遠目臣を明言己すること、「省采几はIその断閥乱・肩・λて

 孝{茅ぼ/江しIて食べ'今1はる安髪;ア艮度・茎禾■ポ率(“・θ妻で1

 食べて千さいと云う.責口米)

 久雇今の含有者乞.朔禾する～と…1痛二人食ヒこて一

 う・便1殖祈ばち袈を解く承む婆を飾κら履・紗次舳
 李側え1く'ソ管べ野レを翌日膚べ'な一八癖、・一鰯禾ずる。

 4雁径匁・効・く・^'う等差鳳仙ス.御堂はjμい旅1宕菟
 する李

 の通Uで前厄に栄養セで刀苔。目状商い。息僻な〈怒才て下づウて私共

 1貢慢心の韓≡竜一琵糺に次第で敬落ヒ慰謝の竜を表するに畜でなレL

 ～の闇の優浸帰コ〉7一'レlZよハ1吏本県代覆は倉回穴会に宥湯して五

 位相り下り行事の亙ポ〕優越提匁看レにγ一一

 帯レ又牢県のチ保杖商乳期匁わ体位匁下1)、ハ㌧晦学生の頃ば全国顔下位

 に亙る率、.い∴一文添蕎駅誓運動てチ衝=歪鎌Y考支商耐匁霜舵衰・レた蕉に

 プ5一



 舵鵬榊師即凧くハ厚子1納茅叱一・(鮒で艀艀弼
 、舛叫材帥季祇鯛く舳な!/匁ら・^て譲酬
 I'李ので鰍1・順二)繍跨あに餌勉よれレて道iラ臨鮒
 ∴レ帝で町そ晦鰍繍で稚レ醐瘤リで
 風香。.,

 て館τ研杵叱レ信1Iう離京.、の租吹分

 備考;同着共町暦椥ま倉師鷹べ州るので万う嚇者1炊介棋著
 者レ<多レつ。

 Z鯖を原材ヒした1iれを秀、"0原侶

'★ナ
 う.1・婿微けて要約するビ
 ア,徒金殺度、方否期1団・貯薩1Z耐える

 2張庭料理では硯く'て臆ぺわ'!騎i、」腰マ膏とも食べわれ.一冊食Yし
一己留個

 ・・併1・顕締卵榊舶薩リ.の諦岬翻午て至艦
 斗・とのま・1唐竹蹄舳、罐フマの料理1Zすぐ利岸崎テ高。
 すべてη口王国たるち0層料と契殖互程1ダIi司一で吻U蟹がら袈胴久η一で

 なレ/右ρば商嗣衝値痕舳とゴ'!しる、1づレを宿.,につ合いても、ヂの殴斯る

 幣がなレ/でち㌃1リ次、Zれば材締フてル4の聚艀貫に不同があ弓力Jらで1

 淀鈍フ/lレ蛇け去騨1こ襯」高こと.柿講採に舳蝸沃衛
 レ賑期1舳保存にに1,←も嘩でI外レ㌦冤任ro-r2日目瞭幣1獅
 え瞬硯て胴へ,、砕傭!1-1瑚比吾川ね1しだ'■仰貯鮒鮒
 帥雫己書柚れ劫で今祷桂功噴の利帥む斬号打史庫
 全甑勃前国班てム/凧z蜂椛竺流師弼秋洲て腰望レ
 てレ1葛才'レ才マイシンの間趨を帯夜々釆つのは次回となるケ上吹」二
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 第一次ρレ久釣原業訊照・
醒後道隆

期目

 便用緬.、
 従謙・
 人、質
 イ更田
薇慕

餌料

 禰、獲髭

一

 指和引科目4日∴4引0日一一
 ぢ逆リ売(lr,57㌔らOH㍉
一調査貢1宿稲長外丁拓

 ・うレお.、ヤ2客.花蓮の適リ

 ネじ†コ“斗亟1

 二283季菱…;0D双

           日目天候気湿気圧1て回カ餓τ1猟腸漁獲物           一一一山一`'II～'一

           4ξκ204旭ムー            /.0〃ゼ'17禅師窄アユ身00多

           4,6比7デ27020ゼビアア・一昨門.1〃メ躰
           壬7ム02〃μκε2アア陀1%〃'阜0

           4902〃μ/3バ222NE1『.了原毛蒔抑、50メ

           4,/乙0〃6/0!0蛎222NE'[,ら一溌砕{〆

 元帳」Zめ4舳たテ町日1伸獲喬熊で棚肴化摸概V百Iフ巳巧、O
 巳に榊て硫嫡砂耐1/た。

 哨醐1焔臥甲・脚含1二4g隻位I駐爵碗には2壷・駅
 爵一葉郡合1Z呵↑)婁程度の掃琉匁折ワたゲ源ば芳しく額く1日5σ㌧
 100.實競で卯巳
 訴勇雪原常=己」二一詑…弼場を探常しに痕溝目…卑含斎…巨畠近瘤抹不漁に祭リ

 ー庚都合に乃し/て酒耗な穏を〒斥レ仁。牟那吾に従いて他楯は宮シラスそ
 便中こ/てレつ七が杯勇霞操業ぱ'前障]同孫'キbナユを使用レセ艇、'鯛何は

 イ髪労な認め才,シラスlZに敵レてπ下枝瀧レつ癒髪的I三者〈常費万る伍ρ

 芒のでZの旅至賢の闇題狐ら、疹えワて才セ†コ''の方友有利の裸に躍ぱ.

 れセ。

 斗胃年日2戸μ洲藤尾島濯尭瀬腸え.

 斗胃5日06㌦。仇1細1輔業師>る粛畜滞、田、服疎に澗航、
 他紙40隻但掃業レて胴細好衡秣,

 一7アー



4目6日

4目7目

 4目冨日・

 4目r日'

 牛〔108

 ・咋・1㍗/率陣細師鯖瓦/雌卿隻・
 鯛昨1嚇帥率1〃・叶・1γ位まさ腔双
 卿<楠を靴岬凧
 0・㌧・榊面/諦紬鯛肺儲j柵胴箪た匁、
 榊リ煎明係騎醐1を短胴のちので万Iフ巳
 肝κの張画/衰港;一避石・

 両・/哀港板葡、賑宅島紅海を探業す肺忙候孫引}餌iオ
 は蹄獅駒に1迂買好

 05㌦・州西。葎恋板鏑、本舳匿尺厨一藻郡を輝兼、

 催冊15隻ヂ術魎申一着ρ巧腐朽リ戸..

 禰=腸圏I

虜痛場  一∵!
∵

奮

 一以ビー

 一7ど一



一岡

 該当禰業、傾瀞析細揮ぢ候閉す・づ穿ばで41乏頑謙界に分け春
一

一

,

一

'
' ^

一

」

 帯謙く1切・看'二一I一＼c¢ろ伏zのzツ竜目新巧、レい.壱のvレイ嚇レな
' ‡

 “ユ
、 I一

 、■'

 r「Iれ1愈一信り毎パムク力に、私抑危拷1`βけ勾欄煮。醐耀碓1'拐4リ

 三箏張のれ使用けの洲111川て
又本騎弘

 ほそ案歓汀奄便嗣寸る潤一案.に汚レ)で僑瀞を頚確に庸充蒼.率は、zの稽

 の濡～諜1に序言レコては老妻一モニ皇室q…岸の一一フで初葛日三・艘張繭、ノ＼田角岡も師ヰ系

 で万る。茅…=質的iz瓶掃志に右ける八1ヨ綱の孫案離妻王は七二航である1ダこρ

 逆の繭琢に右孫・深豫帝春は硬〔。照面藪ガン、乙コ1リを元巨芦r疎豚Y'す'夢/琴テ民日ジ千乏・

 術Y鯵豚〕Zべ一1フて薄龍の矯辞蟹を剃酊すう方法であ百。Zρ方法は不1

 ・故ギ'/外不肋ぴ衛111て、.部室河琳猷17i昭節々綱
 nもρYレて禅I硲四ヘト1レ1ピごこlIウれてい葛.。cη鯨二1い.に…買価頭越の

 八一I/91」秋相当初nて〔石レ、有色葎添τ=う外観乞筒先でい芸匁駅に

 で万香)そ'はばでμ、乙し・一て一一・}応ζの寄手はi寸ネ}'オるz1と}レ甘う。

 借レな叔らケ麻の人暗〕匁z8)印汗瑚～つ川z雅:去芝脩緑レよニプビ界やに頂

 万苦匁Qい。晋ηにlq別ぱ信.頼一万べさ、“リ種:逝照一のあ冨碕掻一〇存在匁I

 禰舳で面面。ブブン⇒Wべ一一1レを倉荷卿1こ利率じノよれ叛釧Z鴨
 よリ芒、一・蒼フマ1迂男1」三裏稀貰伽ニブ箪群を疑める了フニ,1ノーワを術究す川守浸し1

 ので胴。±の筆れリ師材村㍉ソ日・/4の倣腕看たお
 事に亙百ので材面叔や口

 例完ぱ'矯群成案矯灯の下1こ需りて気泥衰宥す。シフ^羊と呼んで1つる〕

 そのラtデ区の男丈貞§'`茅琴秦,に夜1フて掃肩季壌…を耳匡だ■丁百グ)でフう葛双'着レ需

 瓢大降固舳下!碓下レη〕いび肺気加榊職ひ!/。
 芦」二才面,Z従Iフて珂澗元多くQ夢中Zの孚は証録術毫冨1フカて層ハば」

 '冒瞭釈であ百。そIlしに照葎の々すにの気厄は徽群匁〔興して次に江下逃

 んとす百研宥すうρと娃官丁れ葦。需練灯の下に騎りた係群1近年調百麗
 勤毫レてレつ百のではな口。常に仁胃一況下の蓬働至締リ返レ.最有1二弩

 」ニレて未るので対面。マ帯り仁篇群を愈π禰ilコに韓人ぜんY.する簡.嗣
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 眠枕さレポ訓即磁布雫ρ下耐うすく薦“ρ那嗣口
 。緩方ハエ解鵬弓く醐!師イて平よIフて諦硬に競
 殊く見刑爪鮎症金1踊り果国ダれ註■プ砒こうで榊1Z震1二誘
 しに引4ばなり取口。この係亙宰秋采レて適桁ぼく目御の珊顕1Z判事で

 万うう忽?

 卿私昨種以1フて碓口う帥で賦口・伽1・梛砕の確
 有肯レてむ術筍呵判定三下了のは八回であ蚕汐りてあ■つて1掃群探知倍
 ですり改震の規程1z弼う夜り、乙刷フτ口う。三糟張の輯人πで拘る商

 莉幕宿琶澄に祖レ1ては十皿硫の三稽張ダ裸策ゴれてレ1う夙そのうち熱

 術電装席していうのが4弦であう。釈レての4煎匁万べて優秀仮釈贋灰

 商を畢けてい訓づけでは引L照析は本孫衆の脈べてではなく、腫↑那

 、を蝉㍗躍れ帥衡酋ビみ.らで胴血れて主破う人によ]フて敏
 涌耕作帯落首徒一目1臼樫灼仁らレ〃者わで万看。

 ω掃研によリ係影竜誘抄椋い渤倉掘駄な椴綱雀眉之穿侭茱禾看。麻に

 察簡し頂く刀嫡著劾倉i二ねドてイ砂■フ・

 の.質卿妙に砺行癌煤1二年いて照ρ新顔1Z殖揚す台1励盾媒'茄肩。

 田.集額灯考人れて右歯卿つ偏稀は葱函1ζ反π塩示ぐなレ/次照探1〃/j

 イは租考に儲鮮の林隆ダ羊11省。確琴r碩術1ζ牽念オll〔ぱ'管11。

 映)綱綱州妙私グの榊1二段榊確紬瑳μμ仰
 刷百扱1才グ岬托に才/個所よりも琴くの孫稀吃袴屍すればI祖引三蔵
砺鮎川激衣4歩汝揚大乱

 Lら)砺の様謄右判読竹伽何需榊欄傷が1川。
 /6〕集帥てよリ張〃川1肩仰唯姫儲群の行動者ネロリ併噌。

 奴、今①へθ莚断割(個禾曹は組ベセが≧れ1く八酊鯛とに牧レて優れて

 し1るり芒・リであ一る。=zρ李だ'けでτむバフ雷調コ労才吊ず信が菱支渚旦台擾1的にな

 さん締か測リ札1市Uではなレ麻。調をくれて堀な1つ一川ぐ漁下一掃弄力・

 つたものではない、こ芯ラ醤罫念在'支魎ε卿であるところの/＼田市岡稀弗の打能

 率さほ.τうY'つ(1二言嫌丈忙飲として放痘万べさ併期に禾てい葛ρで'

 あ弓。一以」二一
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 競臥鋤による鯨蹄鱗親、
 、月..1-1∵∴。・∴徳留郁
 。今月の入港は,」二・.中ダま下は2月間杭あま。一り振のなかった崩I㌧下
 句に人リ県外雑の入港瓦みてや)泊'況五星してきたθ

 3月の沖師駄訂して駒毎大方か1㌧仰1'N-2チ
 1・ト124-l1官の海域で、前年敲鵬分漁鰍師じている。哨
 海12・3目73,O00〃4σσO頁体である。
 。一方泊岸の一本釣瀬菜は(偉多う申・琢島沖)'木だ'しの威砂強く入

 港稚も僅か2・3集である・
 。き帷縄鯛は屋鵬・t一島近駆鯨し一7・0～811賓伽餓を
 包している。一・

 ρ今月は入港稚少なく、棄粁が少㌻功rたので、糖蜜q漁場図支出夫'
 俵かった。

 、液腸図

 2r'朴〃〃㌧ガ汁・・一千呼た一
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 ・[夏函!
1別弄秦輝

 聴.繋情、.c本縣粥)
 目も納葺の甲に一轄々話で醐!入る湘う膏舳蝉ふくる

 るの芦レ〕・視幕て十中あ引延三の重罪人が・馬与萱かに苧置戸果物ど
 度胸を植えた持程にむ瞭芭滅芽しての珍備につき、イ千人を切眠せず
 ス透新生布ぺき損嘗と錐も絶対に諌償閑レ〕こ〕こする。I

 漂夫の不禾!1σ)奉.

 ・イ国マの源業現炭芝1零細にしτおレ〕て、瓦当吹量の増加互ぱかうなど

 とζう考えは当二節珍らしく人芝喧った諸である。馨綱である結果、生
 きとこ生け看もσ八生存権行使の帰結どこて、ノ民生吹童が上り、人口。

 ・過剰ノイローゼ鈍高綱夜のイ守楊山り紬・遠のことで蔦≠入
 すj〕へらさラ1し義ζ喰レ〕・回して行く資源の下てば労・佑生産性σ)1句」二=

 個々の懐王壱の向仁と走/共!こ宗縁仰印.
 茂土たしいネ次らかで骨れ樟し享和鮒.7!ルつ於師;世周桃

 並の巷し向き拙末て・鍵鵬柑亭う帥済れ糺諏らば刑
 として“ケル臓泄看ラハイカラな物証始㍗糺ぬ雑、
 のキ中にあ・フて悠・.自一勘度ダ'すぎるようである口・
 .明粁代に柵譜本主都㌢経納蹄への穴奮えの純む・郷
 休の桝兵岬三列、外でホンマI!して潜ったし・苛鯛下即'術凱
 一でひ級/出げ一郷億の更生買鉦おちフ〈.ぺきとこうに綱汀しギ
 ってい争らレ)。何しろ神武夫睾σ)弓の先1こト)ビが止rた新ぐに淵

 耐。香お能陣即ためにか対三林とな}白の.で縞・1一∴・一
 。綿本引こ人殉の佳は遭であ月ようだ㌧友軍艦・漫包威と云うように
 飯くまでザ㍗土微=や、㌣σつイ師勢絃互似畢とす.さ相対的な楊でのフワ
 ッーと≡した旅ば卿満姥が率1藩滅φ圭或カであ妻との示'タ・力咄てり亀
 社会政躯云うも紬・願的鮎のとして綿弓糺たり夷本の側で

 犠性を払杓なり一惧1はソカく着考の生活の樹呆隊魚ノ天なレ〕ど云う刃_に一殺.

 に考え込ま糺てレ〕る債、我国の資幸ま着4本卵は未隷であり、これ未熟
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 さ触に1)η雌敵対・輝耳して眈ぼ・てレ1乱.'
 そこで統が宋竿か・た率。の熟蹄率芝こ雌に輝ミせ
 て吋孔力ん神訓推坤地運紳あろうが1鰯φ鯛流
 緬!1すふて㍗て叩1測こ志較せこや州湖
 わ北育阜

 八畔/＼馴岬含/)・まき看取融リが嘆嘩芝し麟ぎと.
 耳釦於わεリ冶う。たまには海苔ヵ、き同1志で秒有さになってカたリ
 合・う。現象のみに心奪わ机た窺拭固定チームと現抜打破チーム同着の

 リーλ率芙である。
 {の奔合レ、に1京こ糺又固偉1に人傑劇σ)ビし物も入る。こ北し例n
 象でたっても堀末の不利だ'う㍉

 '消化下襲の雫..

 。潔海風の申にぼ自分より図イ本①大き包獲物言.丸呑みにす言織があう

 ¥うた㌧たまにしが癌奇隼ぐリ合カロレ暇帷塀の辛かと思うと麦外こ
 札k=似遭フた奉例が人向世卿こわ散地さ札るようだ。喰わ札さ方て1は
 責奉ヲ菅相チこ出ノき㌔し色均一、」7打当惑し半分奉葦3ナニま才した才貢.、杜二無rた=

 と気斤レ)て一毛ガー'き.二もがミ干)美レ)工合に広大黒=辺屯買の痢こ納ま

 って忙緕うと云う経垂包たどるのだろうが、よくスレスの利リた3字
 型ぺタイル(Zライン)下ヨグ享タじてし)る杯1まあまク覧0)利いたも

 のこゴヤな亡キうセ串呑'
 制交敗軍を契虐とレて漁民唖榊:よう瀬葉の自曽於あちこちで登場
 して柔、た。涌民同志の嶋郁こ、交って、亡ましぽつ・レレ晦の率互‡虞に

 俄.立てし行こうどレ〕うこσ)耕しし)仕籟のも'つ剃虞史的な、意義も歴史的

 Q意味乍うソど・(二に孤縛さ乱す、残き札たこの逆一筋に饅.死;回生ちは
 崩弓う乙すう輿剃きが'故1すてゼるのではながううかと惇レあジ免蔓葺

 郁舵ま量」受けら岬の応とう法華中泌
 舳明屹打.葦σ呵帥寵簿湘精は干・。勿論、在所

 麻の便を竃病でこして0)辛で㌣メ字高利賀褒本を魯句の勤勉こ入札ての
 事であうラビ思榊Lさ唖が1杯ヌ締に漁民棚輿隙方として組合

 一∵23一一



 σ)自営に協力してく軋る荏1商業責太が赤人望しであ・フ戸1ジ噺仁カこ

 I拙さ札八軸郡術蹄肢諦ワ榊て楯昨寸ゴプて・ニ
 ゴ㍗郊林幸処埠す研に靴て尾ラ岬・デ鮮分一・・
 砕絢・滞劫断中1軒早く叔餓が㍗チラ楓二.
 G竿十牝ばつ。かレ1勅脅ってくる杓剛しない目
 鮪の介鰍醐Iどうめこう肌奉う榊段師瀬棚論報値遂、
 していξ桝…ζで雌煎レ崎ビ。・
 全く.商霞の荊こ不実である。.・

 .☆、..・.☆..二.・.市

★☆
 劫朕の

 櫓Zイ仏

 師U二る.

竹添..熊抹'一

 、憩'一

 、孫
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 ㌧浪え栂ララ棚互1ξ㍗て∵考察・1
 …繭蕉

 青菜の嚇!かうポまくブ肺とキりκキズク小ぢレ∴
 xノ、1＼川の亡二ら剴三七釣天御の莞・鍵才う肝、.鹿児島包轟看雫馳余唖、

 衛の嵩・種子。屋久でも碕望の"とひ.,宇漁業0)華蝋き迎んとじてし局。

 熊を海直のκζぴうあ'"漁翻迂申すまでも貧く例年5芦初旬か。もε戸
 下旬のz月.、足らずで看)り虻の跨瑚。と走、甫牝は覆族繁栄のため負さ津卵.

 瑞所互禾ζ)蓋く育湾・沖縄近海抄㌧劇走羅参リの逗村、象のように綻マ'

 として笹岸し産卵する白のであ1)、焦慮嚢定宿蔓の潔籍が暁の海に鷺群
 左辺麦=辛実業す書方艮は眞}こ単幻湯}こでも側ラ己ノ(ノか?.

 口帥4と灼あ・"鮮駆削二放つrうしあ払号、.今帥掌
 零抑・。て鮮垂水才誼勤甲に得た試毅結果並ぴ・に種戸・・、星縦方の凋
 ・コニ実態ガ1㍉兜た今后改菩すべき点二..差数泄加工化えの懸衰之迷べ・て見.
 7ミレiθ

 終戦後すでにIσ年余、か'1て食穫.難の朝令元きえすれば何んでも消
 費一さ札芦薪代とは蓮rた今日、独リ木産葉有む洲弐只項リこえず失しは:
 叉作'にえす札ば1と一向に衷吠互考え杯とtづ京やたらに昔日の面影を・

 茉めているかに見、愛1プーらかし白。一そ。⊃民き例(?)として一書戸でばあ1

 び,昨年のように壱杯振竿維嫡呆帷昨と玩よう。約す
 か数年前迫1本飛1ミよ・・う/こ制した。'化ひ・うポヲ∂/■でうして昨午は、歓

 輔＼一献叫秤につ/〕て竹口腕する陶慨んでは村
 ろうか。

 従米塩干化がフ1寸本県1拍とよリ福即熊本算の壊村地帯/こ於リ
 て団檀埼には!妙専クくくべ:カvうご'脅も6)とこて賞用さ1ヲして未た。しカ、し

 ながら蔀†繋材を1句わ方交通柱間の瑳違と共に会凌泊ま向上し莫σ)二
 の升抄弗物から鮮師!川へと移rて行き、塩干魚、の利同δ■■毎年賦rて

 未た辛も■因ではある砂塩干κとぴうあ汐のようにlo年1胃セの製扶
 が改煎札舳祖師崎一川し瓜帥終締のよ澗維鄭・
 わ訪水ぬ限Ijス∠r尺な取引は不可建な辛であ乱こ):村1て我々
 ぴ老尼狽1ず怠ら鎮ことは他の綱製品と比較レて昆肯のし軌喰晶の生
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 産に雌けるI芒職師杁㍗こ抑活弗触すぺさでi岬ろうか
 と1管㍉・'…
 断帥裂的虹甑稗声赴恭に色ρ軸鯛吋齢あ
 リ、又一才力旺業者0湾刀に依り走希戻吊生産七町能で流る二どは業

 春自犀間知の辛であるが魂右の"とび一'うお,2班互1ぱ葉着σ)班工育巨力に

 舳加工量仰く.1㈱鉗駆拭脂馳な1ジ斑愚跡“生鼓牝
 る孫活栗となってし〕る。此①.中、麦く自己の加工龍カと考え、育巨カ以上の
 取扱乞せぬ幸置本一義としたレ)ものだ。
 旋干κと於うポ,の製造工租す御年ひの適リ背南から日一韓迄数段潜
 に剛札であ㌧リ、そのはず札をわおろそかに1式でき飢1カ“此の内最わ注

 意すべきは血合の除去即ち水洗査充分にす竃と同時にできるだヴ血択

 左す看二と(う充オく㍗ヲ斉一くで・jユキ実証すること一が'一番良レ).)灰ひ1麓妻■ダ

 '看場合妹く天馳判断レ、充水敵側必時に沸賄の楊谷は
 でさ看だ1才フラ又キ)葬保鮮浄を併用し窟衰申は希1色えず注意直与二た
 吊す、浸淋庸駅前に漬舵す看と∂＼、浸漬榊入渓(ボ㌧メ1ルぽ
 程度の衰旛氷室新に俸リ注加入撰をする)を才慧算、予言■)くして積
 漬房ゆ悪化を防ぐべ'きである巳(徒末漬替は果臭(n発生を認めてから、

 苦ぢしいのは既に有歎しτがら漬替をごノて行リ、ちょっとレ/たた…きゲ

 綱製勘1ilかにll.て駿1ブ弓甘!た)
 製品の漉味しうレ〕です貯職工む篶貢てば傷口末の旗レ〕物種寅い∂・と思

 う人力嚇十一干が締靭こσ)湖1辛口出加に麦リ、あ訴
 〃)担未さだ'げ宵く裂遼すき虻撃側偏るので、ヵ包臨過多のヵ、悼に湊替

 の分にフレ)てば日莞新、商産の塩数室するように1μ軒1すたし〕ものでめ

 蒼。一往漬の賜含ボー一μチ∬～・1£曜哀の土短慶州疑造ではなかろう耽

 尚又潰焼の防止につリザて1さ各自判ビさ1私吉1じ亡う丸う処て1あううが

 初瀬翻の多席剛拙未るだけ鮮魚昌揖包一ず一るように一じ、止めを律す製

 晶化す訓琴合はサスアニ・ハリントン置初め麗々の杭酸化'剤が外)璽在
 こ才しら海熾1防止剤の併用直ぼ・レ串茅るだケラ章焼η防止に努的た・レ店の
 である。・旺剤こフレ)てば景1餓岡慈は軌)三州従来の兜薗、.叉は岩酬こ置

 倖テすご'と置止め、tめ7、高さ5・G寸杜σ)乾燥台でも狭同Lたら
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 と,一ぎう。(置樺地割こ鯨五丁す楊郁量何に竜範燥は早い榊こ蔵するが
 実鮒枇酬・i残に桝ぬた鵬、た程遠燥じ帥).ヌ1〃切
 騎矧托昨‡締期で締た瞬駆賜珂離雛・紬すべきで
 あ弔う。御こ一湊,宮硝茸μ沁.与ポと却こ"さば,ヲ紳艇す
 る華右、ら〆とび,さばηの宍同疾膜互揚の設置隼検討すると同跨に濠

 否はさTむき、〆さば刃の現春あ言手楊に孜貞を万1]尤う札うかぐうか
 寺町究すう辛もまんざら徒労てもちか一つう。
 出荷に当rてほ自主検香を実花すると失に包装に「リても、今少こ

 寿慮すべ'き=では甘カ、ろうが。百75イ竿仙1o◎尾i花の縫窄トは実宵」;藩
 だ不潔に取榊糺η馴でよ俄こ糺互改め・食趾して剛く
 匁レ庖装互すう称、例えばカートンーケしス(紙璃)に詰める客消費堵
 の籍危1r直そ∫る萩に努め、内替品にこてガ.い=:さか杉不実島を是
 ・入することの則よ涜訂犯秤1二'赤ロー帥冬炊!・Pり
 ても、で二るだ㌔け翻し、宥柑駁への転鉦作1」帥杉胴締。
 胆帥政房につ/〕w、雅で1歓締されてあ・リ、在'ビぴ"新

 佃煮寧1丈販騎岨訣鯖・傾揖の1揃'ら充て箭璽は拠わあるが＼トrすれに
 レて白κと01・労包有利止こ勘(売=一本豪にぼ、はし㌧めはψ、曇ブつなカI'ら叙止

 ちカi'11仁製島.へわ榊蝉るえ帽べきであ訳本試論樗に机〕てむこ
 こか3抹広く賞昨札、あ,うフィッシュソイI)禁断舶へ.
 の鞍'1笑にフレ〕て試繋すべく計図中で一ある。

 ⊂)〉・<二二⊃

が;デ↓・1ゼ';

 .陽疑くる膚培を左舷に
 瓶つ心く

 ケデラ恭掃、芥末.
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 二姑葦嘩呼瞭静九万、田一1巳
小松光男

 串水市福え五地先に万1一〕て海首養殖の名種貫材別の経済鉗庄賦盲レ
 木平鉄転向への一指金十とすフ目I師で試蒙芝実施こ仁。
 試叙1式織(棚網ジ織・全浮動湊(1富士j1剛寸榊斗
 葉枕選びI鯉臓/合」二施納//・里肺叱1才。目フち,一綱鮒業者
 伐肝の帥・17一一1Z1卵あるが、本試歌で1ま51句どこ一浮鄭ま引吉1、
 全浮動喚庶2回とした。

 1、資材代応較

 資材1中椋!.木)看醸吊駄2ケ手側刊こ耐え珊7、比較に床モ札

 弓の貫桝金の与一鯛艀簿とヒて計上レ㍍花1柚ぺη守
 償却責付によ→て規格が'異㌧てし1書ためてのまx口二校することは出禾
 呵用い1屯脊資材を花衰す訓こ虹寧は坪数を求め、1坪当リわ責琳代
 吐軌十柏。肘恢げ手本離珊善通で和のでマオLに基
 レ〕τ市算狛日・一一一一
 案材残高蚊全浮動宰でげ当り.一q4円・次1)で1季築・網勅怖
 門出叩て則・抑岬代だ1丁で間1円となリ値.の榊こ虻
 僻飢州経即故楓養蹄馳女の詰こ/唐吐では
 全糟疾曲坤瞭札馴た肋修道榊秤黄州紅晩
 りうる、,、、.'、

 ♀質朴刷養屈睦違d)難易
 海苔鋼こ榊て件に粁靴帷違餅の顛時1棟俊叶
 いが離鰍よ二で皆聯に綿がみら札㍑州飢:操
 作腕しよう訓11哲く'、熟んだいの状態で締1に鯉すさこり砕
 レ〕が・二人巌航海印竿耐うとが・甑勃然こ対レて耕す
 うこと洲できかべ.ラ帆I財あフで確と一丁べ§何レ」
 這込み。雁殖。大林小湖による藪の操作及ぴ'風液による夜硬修道

 など養殖期向甲の管理操作全殺にマレ〕て・考慮す看に1調翻心最もだ場
一28一



 く、浮案・全浮動瑛の11笑で難レく一度局帯更す.うこ移・王星シ思う杯にでき

 舳よラ耐紋髄1こiゴしで1ま硫争で・あ乱こル1;対レ絹
 黙∵叩紅=㍗苧1銅元締叩榊†㍗
 い;。
 3.費材別海苔吹量のだ較.

 粁駄・即し痛ん岬乍位に瓢み・クプレ平生臓はて
 札て札離に馳共作江1株=I」応尚全浮嚇の劫餓は!
 月笥巨でイ色の杉のにtべして渥くqってい一着力、こオU才有明オく試どあ共

 同試験で、目的は移ヌ室繍の彩繋調査であつたか～)場所も巣フ・.て汐う
 こ、一海苔6寸に伸景レてガら.摘採すること1こ決めてあった藤でし夷隊

 叩㌍勾カ＼う塙叩紅擁て1あつた柿艦牧童は∵デ「
 て二考えてよし〕と渥プ

 '芦1!鰭収量p/1一てサる羊・、雫即鱗苅ワ派かマ鍔
 聯蛾ψ弧こ臓1ま滞の肺梅干場熟咋織・で
 の目細擁後の生育に冬ぼす影響互離アる二と咋たレ午育・
 肺吐酷階川声σ)=で・牢靴淋ル締勾㍗之と;灯
 り一・㌢桝哀全祈牧童サ三レ・グ学{ら;ば!率的5一～6放。)午産グ麻る.

 ㌻㍗㌣∵㍗干㍗㍗u、∵午
 辞杵1苧牢1汽印装鵬鯵であ誠㌧杜凌畔
 瞬時一率杜ご外..'一;全餓崎あ・島

 斗、≡H氏壷ヒの止車芝

 t紅肴靭の蝸叩剥致綿・・lr・全浮鎌一年旧(1淵
 早綿採いあ吋・海帥椎)一・・†妹寸月・(例や嫉殉蒜夕
 rl;冊剰登とぱつて岬。≡

 、吐経済馴く1迂綿桟七秀札て有リ次岬辮・全浮動繁・・'二竹
 の復千甘三一てリ1て水干矧こ糠岬1なこと腺ガ
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 フノリ率.雅が琴1
永山和男

 フノリ.1焼畑の冠り外海港岸め.漢演の衝突び堀当に強い岩石・岩盤
 犯帯の干満璃線内に付着生育する。

 フノー岬■年郊あrて斗・5月噸とや舳仰舶に殊の突
 起ぐ“無類に1出7いるのに足付{。…のlrlつが嚢果であって一個
 の嚢果㌣に1械帥の果呼摘さ外てゼ与又・}鞠請榊
 娯岬臓駄平揖なフ//鵡ら外汎こ身!醐傘下働
 鏡碓ると酊榊チ肋紅存牢て/)劫岬やら糺乱.
 この丙・稜(P汗佳チは5・一G月σ⊃亡貢と1もなオじは品賊熟してニラ紅『コに放むされ、一

 岩石軸僻の籟に楮す札1瑚紐の械準して、先細巨械し
 、て後直士体の発茶炭あり、ろ札於伸長尻育してプノりと二凪う。
 庄とは赤膏紅貼ヲに榊爾柄って、二の・加締林榊月
 『汽碑褒鋼であり・産左うの廷宰肢r片下何一σ葺」二句環口ま肉眼で
 認めう糺う双にQリ、こ糺於伸長の硬,包に蓬し一、果胞チ及び囮今胞チ
 師熟し、練。浮い肺では、3～4解い姉狐Gパ7月
 に巨リ衣崖ミさ4しる。.0

 駅子衣出後①7ノリ.は老成して旋黄色と豆リ産に根弗より循整衰穴
 する於産は殖乱、“.
 珊駄う噸ぴ発芽す邪で探霞し帥札鮒う舳1
 従来ブ!/帷紅玩雌チ鵬帥自紬肌虹てい㍉放
 磁職・舶磁な倣榊北てt1鮒繍・方解嫡喜何く、
 婚顧帳瓦挙作例はケく、孫掃隊の方疾於癌当で畝つ仁仁削こ却
 r一て朔随未亡レた例ざたある。I㌧・
 近■牢、舷手一苔生室ぺ爵的に行う種チ爵;二(って負好賀瓶積が得り糺
 層餌衣く普茂さ糺枠植汁て/巧ので、郁誠。嫡箪に連べ札

 1、騎朝

 野柵1鰍虻札るの1打～ε月頃永測17セ～於れど
 なさ輝(フ.ク〔]プノ')氏4局復匁ら)

 一3.'ユr



 2、呈具

 斜梼(胆チ岬ド∴、1
 断言./・～
座1綱(1希巨).

3万'法

 師岬蹄主柱稗酬」激逐緑締る鯨こλ糾σ
 }肋蝋匿す牝・権の砲チ於鮒さオ!白のへこの執.
 破締痘レ解で宥紅哨駐に1師以って貞蕨に撒布
 する、こω硬作亘数回線葱レ、蒜三相↑た楊榊こ率賦み巧て.<る
 まで、海純飾レて胞柵乾燥.レて死牌のはいい/Zパ1ナ
 I九ば'な弓飢/。

 1肱封種蒔の号扶であう皮沢に膚彊二途憲すべき畢項包列言己する。
 '1、フ/リは年々産右、ら柔汁しい抑イ茶を庄市る白のである在ら採取に

 当って1掘取は行柳ないこと。

 z、種チ曹何けの増雅施設は曜チ①放広する鋳潮の大踊後の中溺肝
 に榊、魂樹琢音場師)近崇小う詩1I次行う酬'術果的Iで的。

 3,7ノリは冒粟じ漣べたネ烈二†滴補練i1幸一定の附葛層便あり、ヤ
 ブ以外にぼ蕎.生し篠レ1一η、ら天秤;(D辮岩層∠即面二施策す行う

 にする。

 手、後取の際は,県在一敵にタ麦レて置き、主喬'採取こqい。

 ポ締除岬栖蛾傷し～ll/・1て行ラリ
 G.種チ育ぎの病ま尿裳色直接日わ二・与7す、ズ剤:うた立后1)し
 なレ〕よラにする。
 1人よ失ヲ鞭の概亭と増殖有抵1三ついて艀に癖べた牟、軍政炎渚尺

 以く矢口1ジ酔鴫類に雛子敗確汀帆卿飲紬河
 い。一

 駆雛の一幸糺レマの磯掃隊雌榊に行う鮪極雄につ
 いて緬介しよう后

 碑似鯛柘度稗。沸破査定肌合鳩入、紐の漁..
 業婦同級盾へ賛亨する二とにレ衛リ.、現在矩躯町溺業場同絡肴ぺ

「〔

 一一一し').4'巾



 磯掃疏首実施中スあ乱..・、・1..'
 岩'面掻荻程は牽争.科学的q磁掃除薦で印ジ岩勧こ苔史すう雑藻召
 臓・フジツ柵の鵬μの滞飾一瓦一桁れ笑に吃味副二凹
 凸復籍τ紙面瓦争たることにより、有田壌凝の肥テ耐着を着砺区レ、

 岩飾郊解鯨・鯨す看・値フーて崩繍貯脆の所詳鯨
 どは非剃z意義瓦笑レzしているのでめろ。

 岩磯騨鵬孤2相1坪と幼札て/馴㌧畔町において
 定苑した三1結果によ対じは演二旋1腸所の兜形、探=作すう有の4奉ウ、熟看戚㌧掘

 音影響する妹でめ葦紋、1秤ヶ希師直要す牝武完全な属依ガ鈷床るよ

 うである。作業火更は千名でだ命て局包
 二の撮減柊仮那よる磯掃肺、の経済効果につレ)てば知覧町於吏旋し

 たのみで1詳細下硝であるので種余亙とら元て彩表する。
一臥上一

◇◇ ◇

◇◇ ◇

 緒宿の

 、更く封L康つの蒼

夜来雇

付添廉旅

 〉(×X

 〉(二XlX.

 ・一33一…



 享乞虫菜孝養セ硬リニホて1(てのz)
 青さ,島t不下一・二㍗之干・

 ゼ幣置の㍗∵∴、1…
 礁郎鮒:㍍て作ら糺亭抑畷く・雇紬芦/ぺ.一.・・㌧

 へ操作'率碑叫肋塚一、二.二、、.
 、・ぺ一報圧力早る槻∴専二三.

 .ガ、宜辻咋輝率
 三';・舛、紅鱗榎ぺ…㍗主=、

 d、湿菊乾燥獲,

 ギ漁カ峠よる祇幸一り娘件
 糺星緯離∵.、ペ
 レ=瓜蒸面韓篠虐.
 じ望気及。'棚熱面前燦柱.

 δ、榎作の虜熱zよる分類
 π潮絶対

 レ不痩続却一

 4苑燥庶楠による扮類'・
 α定常乾鼠

 b茶午常昨腹一....
 B乾燥さ世る席料舳ヱよる分撃
 放牧・塊杖芙の化住恵の形で短撒桔、又ば春劉z入札乾燥iす

 輯燦淀。

 ・煙室敏雛(α㍗ふ帆6弧吻此)
 之一鯉鰺蹴(c㍗かθl!ど㎞舳1妙リ

 膿コ丈不連緯対.

 ポトンネ帰献(㌦μ一々仇)
 グ、パブト夷縦(〃件丸件)

 以上一は建統茸

一3手一



 塊状{準ザ共へ年1平ラ1}弓のものを乾坪きず苑繰む、
 /∴シ÷ブト.乾雛'一.(8仰続妙ジ
 ㍉唯鯨雫.一・(}狐舛.)
 3・誠多甑舵(カ加加ど舳ノ
 ・・バ㌧ド乾縦1払∠砂ジ

 、二∵箒落縦1億だκ以ノ
 ・・.記群餓…一・(蛎mネ劫帆1
 .塁幸却韓蝉・・…(ψm泌争力M〃叱♪ザ屯)
 長く鋤たソート快の帥蹄燥室ナ紅燥夜てば、

 ド円雛餓(c坤カク)
 即柵僻吉榊二洲旅騨す1鞍楚砿
 い『離鰯し加ψ・呼Σ)・
 ム〔雛蹄騨(瓜舳伽む仰フ
 エ円筒兵宜乾燥蕃(加仇咋αψπ以件z)

 二驚驚桑㍗傘㌧zノ私
 一一一・伽〆2一

 新記の杯1z苑燦徒'の種類は干串に貢レ〕ので街畢に致明する。

 霜里乾燥磯..、“・.二

 敏の蹄頼1弾、の締舵竹く妹るように乾鯉乞殖当
 に仕切って祐翌仁'r二たものである。月才粁1ま1締又は一、箱にならべ、・攻
 い賦敏qとに吊して堂完にふれる竈産タ=くする。乾燥砕怒牝1よ独1)＼・'

 口を師ブて利札新しく材稚入舛るパ雌に緑室鮒妓
 試・λ札替リ永の纏恢榊崎写生離奴鮒カ靴ノ細、帆・
 吏・月経清であろ熾桝女非紋1根のもの嵐、豪い嚇粁荻着祇的

 }Z移動互岬レ)湧盾ξ牢破札弘.'一二
 韓翌蹟葺鞄燦健一I一

 乾燥虐宣舛点らσ戻列ζ耐えるよう丈禾に倖ザ斑諌した慈完を
 熱靭奉にあって内接熱セ劫串ト女㌦ネく分を蒸.発さ亡水蒸気を榛室ポン.

 一3う.下



 フ蛾く紬三トて1)る誓鞭で砧。鮒曜ん1・匙誠ら鯛
 する～とによっ下卵く帆て帥酬奪/帥・れ肺津(ロカ
 不)榊締榊帥・緬碑純叶1て帆い舳叩低敵乾
 燥亙1担要と.する腸合に使用ざ乱る。

 トンネル範瞬橦

 薙車乾燥植は室妊と材料と双鰐札る勝阿が短い。二の藤間室損天
 ら丈長くし空気のわつ熱五qるべく多く利嗣する株に作ら札たわの
 衣トンネル乾燥符である。澱粉の外宮ア手ン果実4のイビの乾燥に広
 く用いら机る。

 シャフト乾燥樟.

 トンネル'乾燥槌の内静にユンベア装置乏取付け霜スは軍に乗亡う

 ,札て動・<場合とペラ/.、ラの更＼動く杯に作ら札た乾燥植であって一
 生に石老の乾劇Z阿レ)ら牝、拙宅の形0つ1二右使嗣さ乱る。

円盤乾燥植

 紋寸伽)繊裂瑚ズ円盤直」二列:並べ、千札そ'純円盤ぽ二重にQフ

 ていう。ての中空になフた所に蒸一気畜通す装置で、主に豚泰毅連.同
 の褐捷の乾燥に舳切Lる一
 翅転タ睦弗離

 生軟卿狭/〕蹄剤Z定1乗る大麦く舳旺燕面を作るた久コニ走き姐た
 壱ので、粒杖0つ右のであオじは何一で杉望い。主に石嶺・乾1繰椚として用

 いらオしる。'

 ベンド乾燥虐

 被乾物一乞ベンドの」=二に乗せて葬燥室内一を移動一す.る装置で'ある伊菜
 吊甲石鹸そのイ巴広く応用使田さオしている。

崔苅乾燥竪'

 材料友.雄縮性であって廼属乾燥桂、又は満形乾燥彊猷使同狙宋す

 面す毛・箱型享む乗一番乞・使南1=〔相康ならねレ〕易茎六二i刀でないような楊含、老…
 .和乾燥献'侠嗣さ与し乱これ帥喧玩式と駐犯友あ看。楠痘吋
 満形オ寛件乾燥荏ど似ている。

 山3G一



円買牝'賑植

 表面を滑`)フ攻に磨いてある鋳鉄製、貯丑:ば昔鋼一軟鋼ヌは不鏑鋼

 製の1搾円鮒植の榊で承ら糺徐々に政す香。鮒の水
 蒸気色燐く管し)緯藩ケ、及砕不凝縮クス芝敢リ出す管於取リ何1アう
 利て奪う。円宵乾煉1椅政全べ'て加潮・画なら直接伝熱によるものであ一一
 る干

 廼彰、乾嚇
 締肺機く傾いた繍の」二Σ離レ・乾鮒榊郷一嚇へ・.
 乾燥され飾ら産峨置である。衰齢の他仏学英晶人直駆杵韓広
 く嗣い～しる。

 満形猫拷乾燥垂、
 ・1イラの国定した満又は肝商の1打で柳熱謙撹粋装置童週転すう。琳
 料は沸淑わ鋳へ撹伴∫れ乍ら産んで行く。内静に蒸気加熱敦備を碕・
 っている翅甑乾燥姦である。

気流転燦椅,

 師・気流繍蹄鮒鮒岐紅g鋳桝含って妨鵬
 発乾馳行う細師の洲功乱

麟軒燥楚.

 壊離駈碑燦以うけ訴榊液体の中に紙く竹しス
 い誠、又ば締しているよう肺榊雛1二回/〕う考しる。液邸
 非剃二綱州鰯㍍て吹き絆し、±雌縦貫あて繊断う。

 一山ぺ下次号つぐ<了一

◇・◇◇

◇◇◇

 ◇・一◇◇
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 猪表メモ=一
 1耳芹δ可一.'一.二・・1
 三鰯締同糠の帥薪紅紅榊叉木柵、榊綿の
 ため帰任。陽春と実に漸蔓漸栂歳力のキ中シを喜二ふ。

 1亜二頭コ
 明後日五う斤わ牝う争務蛙萱の準備、穴体終了、平素の処理だけ

 で、伺勝も堕査に煽媚態靭哩まレレ〕。
圧踵.理
 部鯛脇號融砿榊傍剛ニオートニ輸そ束鰍綱始一

 遇1南楕葬のだか氷レ秩炉む首し産の予良。

睡夏1
 ・工業技術兜置覧謝聚片山田軍戸部瓦屋久禽直流送電塩雇調萱結

 果旋討のため釆麻、照繭払の楊カ謝礼のため末訪。
 14駅う粥の維締餓シン來ジ仙剛、傍鯛耐凸
 詞董団破リ駒養後イ萱麻之目の岡に・」o枚近くの一茸写要や海里■9直・頚

 管君置獅えての講二明に=は鳳阪1)た。

 調雀1団は日々の読手管がく終着とノ夜半適一きまで1資料の整理笈マリ、尿
 兜脅帰宅の鮮には原席㍉於独未」二rていたヒのこと。

 本場躯買'伺、二札たけの積極性屋臥rて仏畢に当るよう、一その

 奮紐望平目一二い一
 1耳rδ百1

 和寛漁協で実程しだ岩蔽樹願1種の能力1文、説踊害によ水ぽ、坪当
 りノ分と何rてい葦広}斗～ケ分衣＼るとの二と。

 1班.j
 原水藤実薬反対県民入念に楊買出場。

 亜1目コ
 缶航中のちとリノた、絹買に病人於虫εた肋,已壱迂く冒荏万切仁

 1大帰港す。
一以上一
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照,角丸目言忘
竹.下記

 箪ユ固鮫評海及婚宵卿㈱帝琳鯉数社。㍗㍗.
 亨寮弄羊窺測乞終元てツ詳淫す白二†.!

 1遅正理升一回南万まぐう浦業試環亙/ぱぐぺく漁具の作成包
 なすげヤ』図謀瑛てば綿利収撤00鉄タレτ椚純2σ晦、計

 3gθ碑胴の予包
 13ド刃暇.屋久島の豊富官雷楠本土1二直流海底来電す着ために

 屋久島茶」二問の海盾調香芝す看帖寧於あリ、又水産業'の度めにも奄
 底調倒棟租拭胴〕捕らない辛'帥で較研触と協同.で舶一.
 より調査包㌘す。

 ・倖多屏下辺塚、種チ跨滞出向の調奮。方4月目、両岳岸一''
 、宍砂質で斬に翅旗沖合はペイタンで雇荊綱浦揚として、申分頁い藩
 底で稿。しれ覆テ多例欄命斗～5涯附近に肱糾リ嗣
 西に進むし1る曙浅兜雫於ある。:の膚茨だ帯の底ば紗於堆積レている
 ようである。

 連日にヲ廠三浦田浦の調菅乞なす。御跨沖ではrソー

 付ツむ釣潟箱れ一～ヨ暖駈ヴう札る。綱と一も番ほごレλ漁
 はなさそうてある。.・

 1言〕王フ冨貫1牟員より屋久岳グ種1子傷向。)・謂奮亙ぼす。
 川屋久島壱二着・種チ畠向、磨一有向のラ毒症調度互な寸,二=1

 確干雛、紬1鋪'賦さ鯛凸脆師弓糺ほい妨舵ηプ
 礁らしき所が見受げ弓札たθ

 喬向ノ桶川司の調査瓦なすb二の痘底床割合羊担セ..
 一店・愛は砂質於六締ガであった口
 蓋二圧迎竈全日程20貝飼の調奮瓦経へ麻兜姦権八港。

 洩ポー一炊ヒ'

 鷲ハ1・・T3ト



 養殖部メ芒
 .二.'一∵前田一言己

 看兜で種く論議さ札でいる節嫌悪試勇定のため杷フプ出稼仰・ノK彦羊
 静今件破及ぴ一学拒と隼人自当山べ鎮圧。

 穴払揚勤務の新榊畔務机含鉗ため花田命場長ど禾楊}双
 本引ま簡早に現坦の萩子互闘くだけに止めこ。

尋

 養殖評員協議《一六喬率情贈取)

 、岩面構硬荏4嗣粛運転昔賜長不在のため蓑彊静長⊂茸寿増殖伽ダ
 等崎毎つレ1て)、永山制〆之・纐属紬眠款川こ1いて)の
 説明があった目

 請尺に告拘れ弓す惹く西之表ン範畠算20歓看の鉱会於あり浅海増
 殖て何ど衣清踏匠見出セうとスう迂椅杖充分伺柳し乞。.

 熊毛駐在、複戸口猿師の応援賃炭めて、米之藻のノリ芽諦菅直行
 ・う。

 ・ノリ芽稚{(へう人馴η日帥郡帥凧いに帥
 どr六=。まどまる0つも慈く1よなさそうだ。

爪脚昨産業度示底広晶柳三準備瑳老一二

 圭なる土品物一・寅珠・騎群探知橦・転倒塞瞭討・マク・
 口縄一室箭の公釆声まで筈の嘉物友ら、フカしレ剰閉民類の発生
 図表割0数、#、。

 一収」二一
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一曲1一白石記

 勺こ腕11の締庁嫡ご米納め杯紅二∴上
 1諏転覆コ員、山.

繊爵絃1炉1増箏剛予竿幸平)一

 団董画一!、・・よ一パ帝…地.…・。、、二、ギ、

1歪且豆灘

 睡1測..'{・
 ・“;拠師南工米置課下道穴来訪。.1確網漁獲の一・幹鮭の斬新㌘
 製一蕉試喪室懇群〒さ女し乞φ
旺灘!,
 〆うレ礁紗(綱、～わ)裂幽農。
 漸繍触わ・κうヒ礁㍗いエ1、含糺

 晒〕画.・
 3o字震定鎌雫誘錐=査。

一手一1二



4則1日.

 繍締㌣雫縦傘廠叫謙縮1二㍗庫鮒・
 り㌧.二一、
 淋細丁丸山刎工々培の節類袈巌従況調麿乞行う、

4則2目

 川紬啄帥正欣糠仰・タイ/坤・あ敢紬と
 σった挨拶のため夫請。

 最J近いろレ〕ろの杭験イ逼済掛波暁防止一乗工して莞をさ札てレ1るが、

 榊岬鮒歓として産ま舳の鴨雇略・
 県麓鮮雫剃こ原料魚の斡摩汚1こつ峯懇請れ(予算の肉係で粛粁
 の入手女不柵恵のため)

 、層簑㌫幾㌶㌘鯛すlI髪叶.
斗削3目

 秋凄雛耐げフ猷乞に斧机

 "アメ/札拙エ租了ぼし/・ゲ
 狩言テ出願。実用新案として考克ら糺ていた6～うしお魚夕㍉す改めて

 椅許出願と葎さ口

 、片㌣備「㍗嚇!鮒!
 静離率僚一・唯揚として癸誠駐寧1
 砺らこ・畔.;の神紬

 二臥」二.一・

△△△.

△△△
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 I1.'祷集像ポ.1
 1≒辛卿・目に緑一一・・一一一概・の季舵と剛に・榊1
 1工押切岬縦すると舳し帆・l
 1榊蝉柵て禾綿舳なレ〕・故紙スロ…
…∵1∴ニニ1∵ll∵1.…
 1の肺って締不肺舳榊こ服曹・綱する以鯛で1

 1O畔蝉畏・面俣氏よ"綿琶い的准1漱鯛荷丙の1
 1・翰剤朱に本財産素榊盲純ついて/)て締4・1・∵1
 三各位の御熟読老一宅う。=1

 1.∴、・一弟子丸修1
 ㍉_・___、、、____、_∴____…;、ふ、榊.、需1.肥.榊、一_1
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