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′1　1▼1　　■■　　　　　　■′ �l■r　　　ll �l　　l　　l �■■－－－　一 �　【　　　●■　　1　1 �■■　　r　　■■ �l　　t �F■　　F■ � �● 

■′▼t　T1　　1　　　　　　　′ �l　　　　lノ �l　　　　】　　　】 �■■■J　　　t　　　l �lJ　　　′　　　■■■J �■－■二－一 �■■■J �l　l‾T � 

＼llノ　　　　　l �t　　　　　r � �1■■■■l　　L　l �r　　　　　　　■■■i �l－－！ �r　　　　　　　■■■■i �l　　l　　l � 

d　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　■　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　■■■一・■■ 



8

DuettoII

…And聖e　　∠打ii．一一、斥′八へC；竺amitz，警2 
Jr　j■11Tl　ft　　／r　一■　　　一■ �－　　■■　　　　　　　　　　　　■rl　l ��l　l ��I　　　　　　　l■r ����－l　　′　　－　▲　Fr　－　■■ ��1■一一－　　　　一■　＼　　　　　　　　　　　′ 

■1＿　l■n　　　ん　　－　r■■r �ll　l　　　　　　　　　　　　L＿■■■■■ ��■■－　　l　　　　　　　lJ ������■→■一－－■－－－－－一一 ��　　　　　　　　　　　▲－　▲－ ■■　■■r＝　－■■■■■■ 

l〝■ヽ　Tl　　　′二　　Illl �lノ　　t　　　　　　　　　　　　　　⊂i■－ ��－　　l　　　　　　　r ������l　t　l　l　l　l　l　l ��■－一←－■■【■■■－■－－■■ 

VU　　　　　　⊥■ト　　亡≡ヨ≡－∃ �r　　l �� ������　　　　　】　　　　・．．．－．．■　　亡ヨ≡ヨ≡！！≡ヨ！ヨ ��■－←－→■■■■■－－－－1 

iiiiiii � �� ������－■■■■■ �� 

80才ねむOCe ��� ������ �� 

〟般 �二二二 �」） � � �� � � ���し．＿＿＿二一　l 
j■　▲†11¶　　n �「‾「‾　　［　　　　ノ　　　ー＿ ��■■ ���■■　　一■ ��� �■－－－－ �l　　　　　　　　rl■■■’コ⊇l＋「ヽ 

■1　■rn　　　パiJ　　t■ �●■　　　】一J　l＿■－　　■■ �� ���＼　　　▼ ���■■　　　　l　　　＿J　　　　　l ��l　　　　　　l　　　t　ll　■． 

∩■■t　Tl　　　r　　　′ �′　　　　　－　　▼l　　l �� ���、一一｝′ ���■■　　　　▼　　　　＿■ ��－　　　　　　－●　　I　　′　　ノ 

Vlノ　　　　　　⊥・■・ �一／l＿＿．．．＿l ��一■■ ������▼ ��一■ 

▼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼ 

∧山　　　霊iふ．　爺爺　ュ鼻・．fT二ゝ＿・＿ム紅†ヱ＿．か 
j■　〟11¶　　－　－　　　　　　　　　rll ��l　l　l　　　　　　t　　⊥一」 ���l　■■l　l　l　　　　　　l ����■－：　【　－■■■■■－■－ ��l　l　l　　ll　　r　■■　　　　■■一一■ 

＿⊥＿＿」 �� � �� � �】 �l　　　　　　　　　　」 �l　　　F■　t　l　　　　　　　　　　」 ��」＿J　　l 

Tl　　lノ　l　　　　　　　　　亡＝＝B ��■■■l　l ���」．．　　　　］　　　　」　　‾■■■■■■　i ����■1■－－一■■■一一 ��　　　　　　　　　■：一一一 一二二一－一一・－・→－－ 
l　　　　　　　　r　l �� ���■ii　　i　　　　　i ����l－－－ ��　　　　　l ・．▼‾■■■－　　　　］ 

・　■　　　　＝＝＝ ��下「：五 ���＿　彪／jト ����＿　　′．．／貨 ��′　，亡巳＿ 
一重1Tl　　　　　　「‾T‾「「　　′　　一■ �■■ ��■■　　r　蔓　1 �Il　　　　　　　　　　　■■1　－ ����【　　　　　　　　　　　　　　■■一■　r　一■ ��■■　●　　　■r一■　　　　　　　　　l　l　l　　　　　　【 

■1」　　n　　　　t■　　】一■　l＿■■■　■■ �� ��■－－－－ �lノ　　　　■J　　l■11　l　l ����■■　　　　　　　　　　‥一一■■■－■ ��l■－コ■■靂「璽■きき■－■■－－ 

†1　　　　／　■■▼－▼I　l �� ��l　l＿＿亡＝＝：＝＝：iiiコ �r　　　　　J　　　　●イ　」　　　］ ����y　　　　　／　　　●イl’Ill ��l■■－■一－■F■j戸■J■－－■■■ 

／ノl　＿＿」 ��一J　　r　▼ ���■■－－－ ����l　　　　　　　　　　　　l �亡ココ亡≡ヨ �L　　　　　　　J　　　　　　　　l　l　】　　▼　′、　▼　－　一＿　－ ‾　　　　　　　　　－－‾　　‾－‘－‾　　‾’叫‾≡≡■ノー‘■6－■‾’ 

．堰憑l＿「刊．．．＿．．＿＿．竪琴．．－＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿一 ■・－：爪▲－■■■■】■■←■■■－】 �▼　　■■■l一■　一■　　　　l　l■r　■■一＿ ��■■　ヽ　　▼　　　　l　1　－ �l　l　l　rl　■■■r一■－ �－－－：【　r■－■－■■一■－】 
■’n　　　l　■■　－　　●イ　L　t　l �l　■lF■　r　　■Ill　J■r ��l　一■　■■　　■イI　l　t �■■■－．．J　I　l　I　■lr1　－　－－ �ll－J－■■rl】　⊥＿」 

■n　　　lll■　Fr　●JEさ■■■J �l　　l1　　1■J �亡■■■＿⊥■l �l　■■　Fr　　■イ　亡■－■．J �tlllllll■■－　　■■■l－．．J　l’lll　rl　－ �一■J－－lltl　l �亡＝＝＝コ 

＼こ⊥′　　　　　　lll　　Jl．■llll■■i �巳L＿・．」　　　Jt．■lll■■ii；：：ヨ ��ll　l　　J■lllll■■i �tllll■■■i　　　　■■■■■　l　l　l �－　′ヽ　　　」．一一1■■－ヨ＋＋‾‾【 

d　⊆】p d〟繊「一一一．．＿＿「 �■　　I　　l■『 ��⊆⊇■■J p �‾‾■一亡義貞 　t �t′　　－■ 

■■■■：爪l■■■－t－■■■■扁 �■■－■－ ��l　　　l　　l　　　l �l　　　　　l　　　　　　　l　　　　　l �l　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ 
一　m　　　　】　　一■　　1　　1 �■′　　　　　　l　－J　　　l ��l　　一J　　l　　　l �l　　　　　l　　　　　　－J　　　　　　l �h　　　　■■　　　　　　　■ 

¶　　　　一J　　▼　　＿J　　　I �′　　　　　l　▼　　　■■ ��一■　　　▼　　一J　　　　l �1　　　　－　　　　　　　▼　　　　　　l �11　　　′　　　　　　　■ 

1ノ　　　　　　　▼　　　　＼　▼　　　＿J �■■　　　　　　ノ ��▼　　　　　＼　　－　　　一■■ �■■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　111 �一■J 

d　　l　、J　　　　　　＼一′　　1　、J　　　　　　　　　p－　　▼ 

〈］擬　　　声　　　　雷 �′ 
l■　」■11Tl　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lノ �r �－　　　1　　　　　　1　　　1■■ ��ll　　l　　　　　r　■■一＿ �l■一■　　　　　　－ � 

■1　‥Tl　　　－　　　　　　　　t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r �▲■　　　　　　　　霊 �Il　　l　　　　　■■■＿＿」 ��tノ　　I　　　　l　■lF■ �■lr　　　　　ll　● � 

■′ヽ　1n　　　ll �r　　　　　　l �lノ　　　　　　　　　　Ⅶ ��r　　　l　　　　　■■■⊥Ll �ll　　　　　lノ 

l　　　　　　　　L／ �】 �r ��・－ �　　　　　　● ■　　　■ � 

r ∧山七　　，．．三－雷．タ �l 　．か �ク 　一　一■‥ －lrl■一■ ��■■■■．＿ �l � 

■・■■：爪1－・－－－・・■■■－■■：■■－r■■－－－■←－」 �r■■■■■：　【 ���－　　　　　　　　　　　「■■■■コ �l　　　　　　l■ 
■■■■■一－－－－■■：一一－－－－－－】 �■■　　】　　　　」■FT �■1 �■－：一一■ �ll　　　一■　　　　　l　　　l �l　　　　　l　● � 

llTヽ　¶　　　　　t　　l　一■　　■■　l　l’l　　」－　　『　　　　　L　l　　l �■－→－　　　　　　■一 �lノ �　　」　l’l �1ノ　　　r　　　　■■　　　l �J　　　　　＿■　　● � 

蛤一句－■■■■－－」－■■■■－－－一二－■■－一・－一 �■－■　　　　　　1 �r　　　　　　　　　　　li＝＝＝コ■■ ��r　　　l　　　　　　　　　　　■■ �■■　　　　　　－ � 

d　　　▼　♂　　芦芦　　　　　1’■・．■■疇　　r　　　’　　　　　　　「　　　l　、－ 

山〟と．iこ暮爬　　　　＿　′′「＼†・　■トflF　声 ��������一一■＼ 声ヰ′i■二つ、　　fユ▲「 
j■J■11Tl ■へ　一■n � �l■■i－ ロ■－－－－ �lノ　－　　　　l■T rl　　　lJ �■■　■l一■】　　l l■lF■】　　　一「 ��ll　t　　　＿」 」l � �■－－一－■－－－■：【 ■－一←一■■■－－－コ－ �－　　　lt　F■■■ l　　ll11 

■ヽ11 ll′ � �●　⊆＝＝＝＝＝コ �l　　　　r 1　　　1 �lll 　］ ��’■■■■■■■■■ � �lltl亡－」11 　　　■11■■・lllll■■■li＝；：≡ヨ �l　　　亡－」】 l　　　t■■■■■■■■■－ 

d � � �．．＿・．－■llllll－■ �　＿■■■‾・h ノr　■l■－ ��　　　　　　　＿■■一‾‾：「「 －　　　　　ノr　■l一－ � ��ク 

11 �� �l：：：：：：：　巳　　　「　　l ����■■ �� 

■「　‘11 ��●　●ィ �■■　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　l　　l �一■　　　　　　　■†　⊥■　－　■lr ��l　　　　　　　　■イ　　　　－　■lF■ � �▲－ �l　l　l　l　l　l　l　】 

■′－1ヽ　¶ ��●　／ �／　　　l】ll一■　　■■ �■　　　　　　　　－－－→■－ ��l　　　　　　　■′　－l　l’l � �一■　　　　－　　　　r �1一J　l－J　　l一一J　l＿■ 

＼ll′ �� �一J－＿■■■▼　　　ノ � �Jl＿」－■■■■ �■－－－－■ � �■■　　　l　　　　l �一■　－　一■　▼　一■　－　＿■　▼ 

d　　　　　　　　　　　　て⊥ン｝ �����P　　　　　l≠霹芦 ���l　　l　　l　　　　▼一／　■㌧一′　▼一／　▼＿ノ 

∧〟＃／「ゝ　fl／〔　　　　／ri韓■1∴r、（　〈　b 
■・■■：md－－：，－■－－－：【 ��一■　　　　　＼　　　　　－　r　l　　t ����l　　▼　■■　■■　■■　▲■　■■　　ヽ �」l／一・一■←＼　　　　　　　　　　　　l �。■－ヽ 

r■■■■一■■－■－：一一－－－－：■－ ��r　　　■－　　　　l　　t　　l　＿】 ����■→－－→－→－－一－一－」 �■　■■　一■■■■■　　■■　　　　h �ト′ 

l′Tt　¶　　　l　　　l’I �l �1 � � � �」⊥＿　l　l　　L　　l　l　l �l　　■rl　FT　　　′　　　　　暮l �Ⅰ 

Vlノ　　　　　　　　　　　　　］　　　　　　　　　　　　一・．■■■■■l－ ��　　」 �r ���l正　　　巳≡さ■■■■▲■ll．」 �I　　　］　　　lJ　　　　　　　＿■　′ �l 

d 　l－－■巳≡亡≡EEヨ ��’■■■■■■■’■■■■■ 　′ ■■■■－／〔－ ����‾「1■■ll．ll■■lli ▲T＼へ �ヒ童ゴ　r　　　▼ �＿＿　　d 

l　亡亡ヨ亡　【 
tL　　　　　　r■■「■■「■■■I　l　l　l　　l ��「■■　　　【　　　■■「　　′　一▲　－　■■ ����l■■　　一■　一■　　ヽ　　　へ　　　一■－、 �N　　「．‾‾‾‾1ii　　t　　　l �Eココi　　　　　　　［　　　　‾「‾‾l 

■■■■▲－■■－■■■－－→－－■－－－－ ��l　l　　t　　1　－　■r　l　l ����l　　■■　l■r　H　▲■　一■　　ヽ �■－　！　■■－－凛⊆男 �■■　　　　　「　l　l　l　l＿■ 

l′†■ヽ　¶　　　　　－　－　1－　＿J　▼　＿J　　▼ ��1－　　1■■l　l　l＿＿」 ����L＿　l　l　1　l　　FllF■　■■ �▼　■■　一■■■一J　　　ll　′ �／　　　　l－J　　l■■　一J　▼ 

ヾ1ノ　　　　　　　－　ノ　■■　ノ　　■■＿一′　　▼　　ノ ��一■　ノ　　ー■　　ノ　　」＿■■■■□ ����⊂＝≡■■■■　　」　」　　l　l　　l　l �－　　　▼　　一一JJ �＿J　▼　－　　ノ　　－　J′ 

d　　　J　J　　　J　▼ソ　■こノ　r　1．．■‾■iiE∃≡童貞　　｝l■　　　　‾L／　ノ 

l）Origin乱ldis
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八州　〈　　　　Lhか　　　　　　　（　繊∠i′1■つ＼＿つ＼か　し　へ′ 
‾l■」■11¶　　／　一■　　一■■■　　　　　　　　　　lヽ ���「　t �■■　一＿　一＿　■■　Tll　t　　－1 �■－　－一■　【 �「－「　　■■　I tll■イ1－1 

t■rL　■■■■－rlt　　　■■　lJ ¶　ll】11ノ　　／－ ���l l �l－－．－－■■－－－■－l IlllL＿⊥⊥」 �■－－－■－一■■・－ LtlllFrr l＝ヨ■■■」－11 �■■ll●′111 ヽ　一■一Jl】lll■l■ 

ヽヽl′　　　　　　　亡≡≡亡±≡ヨ　r ��� �　　　　，　　　　l■lllll■■ll■ �1■■疇l1．■ii弓l 　ll �ヽJ▼　■－ 　　p L 

d　　　岳iiii ���′ 　　　一■■‾、・ 

一　　l　　　　　　　　　　　　　　　一・・L 
一一・－■■．． ■■　■lllTl　　　　　　」－　＼1ヽ ���＿h　　ノー■　、　■　′　　－ �」－　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲■■ �l　　　　　　　　　　■ �lヽ　　　　　　＿一■■■■■■＿L 

■1　　■’Tl　　　　　　　　　　　　■■Fr－　▲■　ll●イ ���●■　　　′　－：■■　l■■　■■l �■　　　　　　　　　　　　　　　一一 �r－■－■1 �ll　　　′　　　－　　　　、 

■■■t　I1　　　■■　　　　　　llI　▼　－　‾　J ���／　　　－t　　F■l　l　l �l　　　　　　　　　　　　　　　　　lJ �ll　　　　　　　■■　　　　　　　　　一JJ �－’　　－　　1　　　　　■■ 

VL′　　　　　　l　　　　　　　　」＿⊥＿」一 ���】　l　　t　　」＿＿＿＿」．．．＿■■lJ �l　　　　　　　　　　　　　　　　　　r �Lノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼ �－－■－■一 

d　　　l ��i＝＝＝－－≡‾＝一一‾■－　　　　　　　　　　　　　　　　｝｝｛－■ 

∧…少ふ．　〈　証〈　　／「ト斗ふ．　（　kbdJ＿ヱ′ 
■・■■：机l－■－－■→■■■■■虫－「　【 �■　一一　　ヽ　　　　　　　　　　　－　　　　l �1　　　　　1　　　　　　　′　　　－　　▲■ ��l　　l　　「　　　　　　　　　　［　　　　　l　　　　一－　－　l■■　l　l 

■n　　Hn　　　　　　　］　　　　　t　　　　■イ　　　　　I　　r �r　　－　－　　　●イ　I　　－　l �　　］　　　　　l　　　　●イ　　▲■　l　　r ��■　－－－－－－－－■■■■■－－ Jl■■ －JTlt¶　⊆＝LJ●－■■It VL′　　　　　JL－ �】Il　●Jlll ■－■－－■←－－1 �⊂＝＝1－＿■　●′　■rll 　　　　　■－－二－■ ��■－－■r■■－→－－－一－－・・・一 一■－▼　　　L■■■■■！：：コ　■‾ 

▼ 

㌦誹㌦⊥＝ � � ��tJ ．脚 �．超 ��J L 
1■　」■11¶　　　　　　　　　　l　　l　　　　　「 �＿一－■■■■■一・■＿ �l　　　l　　　　　　「 ��】ヽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ 

■1　　－’Tl　　　　■■　　　　　一　　　　t　　　　　　l �■■　　　　　　′　　　－　　　　　　ヽ �●■　　　　　＿■　　　I　　　　　l ��lI　　　　　　t′　　　　　　　　′ 

－ �′　　　　　　－　　l �▼ �l � 

■′■■　Tl　′ ＼さし′　　　　　　＼し　－　　一■ �l　　　I　　　　　　l �ヽ、L　■■　　　　　一■ �� 

■－▼－－－－－■● 

〈】　＿　　　　＿右＿＿J　J　，　一か　　ト／「二、、　　〈　　　L 
■・■■：爪－－一－－－－d■→■一－■－－ ��一＿　－　－　V　　　　　　R ��Iヽ　　■■　　l■■　　一■ ��／′　　　　一－　　＼ �′　、　　　「ヽ 

■l　　Hn　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　」＿＿＿　」　　　t　　l　　F■ ��■■　■r　l　1　　－　　　　　1」▲■ ��11 �t　　　r �H　　　F■　■■ �一一　　　　　＼ll● 

■′Tt　　¶　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亡＝＝＝＝：：：：：：：；；；；i　　　L＿　」　　　l ��l　　t　＿J　　l　1　　－　－▼　■■ ��－’ �」l E＝＝コ■ �ll　　I　　　　　　　Fr �r　　－　● 】 

ヽJl′ �ii＝コ＝ヨ � �－一－・－－－－ ���】ノ　　l　　　　Ll 

d l．－　　． ��r　■弓零毒　　t ��　‾「．■■■■－ p L　＿－．－－ ��r　■　■弓 Llb �l 　L 
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Andante non moderato
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■lTヽ　　　　　　　　　■■　一J　■■l ��� �I　　　　　　　　　　－　　　　　　－ �t　lll　l　　　　　　lノ’ �1　1　　　　　　　1 
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d　　　　　I　　　　　＼－－・′／＼－′＋＼一丁 ��� �′● �′ 
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d　　芦－ン　　　ー　‾　－　rLL　　　）　］日　　日＋）、－ 

′押Ji斥≠｛i胤こ．．十．．鼻声芦　を．鼻．fH． 
1　1　1　1　　1」 �l　l　l　　　l �l　　L　l　l　l　l　r �l　　　■■●l　l　　l　」 �1　1　　　　　　　　　■■ �l　　■■●l　　　　　」■●l �l　　l　　I 

■1　　■■　　　一■l　ll　t　　　　ロ �■－－－一 �l　　⊂：：ヨ　I　l　l　l �l　　　■r　lI　　L＿＿コ �■－　　　　　　　　－ �l　　■r　ll　　■■　1 �l　　l　　t　　● 

ll’l　t　l　l � �l　　　　l　　　Ll＿」⊥」 �t　　　l　＿J �】 �■－－■■－－■ �l　　l　　l　　● 

■→■一－一 � � �Lj �l �」．．．．コ　　　　　　L　J � 

一■■● �／／‾、＼　′‾‾■＼ �　　　　　（ � �■■■ゴ � � 

」■　J▼　　　　　一■　－　一■　　　　　　　一■ �」■　－　rノ　　　▲■ �■■　　‾　′＼　　　一ヽ �ヽ �ヽ　　　l　－　」■ �ヽ　　　　　　　　　　　　　ヽ　′ � 

■「　　■’　　　　　■r　r　■■　－●　■■■■ �■I　t　　　　　■■ �■■●1　－■■　一i．■■ �▲■　　■　　　　■ll■ �■　　　1　－J■■　　－● �▲■　■　　　　－　　■ �－　　▲■■　　」■　● 

■JTt　　　　J■lll　■■　l　t �l　l　t　　　　l �■－■■→■■■一一一－一 �r　　▲ �■．　▲■●　▼l　　1　　－ �■■　　　　　　　■■　　▲ �■■　　■　　■■　● 

Ulノ　　　　l■lll　l　　L」 �　　］　　　　l　　　l �l　　　　］　　l　l　l　l �l �1　　■■　　　　l　　l　l �l　　　　　　　　l �■－■■■－－ 

d　　J」■■■lP　一　　　　　　一　q』▲－」Jl　　　　　　　　　　　　　u　l　l　　lIl 
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Romance
仙　⊥／71二、　〈　．／一、二　＿　ノー一一一㌧ダサ＿√′、㌧ 
▲■J■tL　　　　r　　　　　l　l　■■　■■ �J■ヽ　　　　　　　＼　　　　　】 �一■　●　　　－■■　　　† �r　　　　　　　　　　　－●　■■　　　　■　■■■■ ��l　　　　　　　　　　　r 

■■■■■一－il■－■－－一■一 ��r　　　　　　　　■■　　　　l �■－－→■■－－一 �l　　　　　　　　　　　l　　l　　　　l　ll ��■ 

■ �′■■　▼T■iJ　t　　　　　　　L⊥l　l �■　　　　　　　－　一 �l　　　　　　L」　　　■■　l �l　　　　　　　　　　　　L一＿＿コ　　　　　l　　　］ ��l　　　　　　　　　　　l 

Vlノ　　　　　　　l　　　　　　　l‾・．■・．・．■■■’■■■ ��■　　　　　　　　一 �l　　　　　　⊂＝コ　l �l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l．一一・．lliiコ � � 

d　（われβ ∧〟　　　． ��lI 　l �■　l 　l �－■■　　　l ��　　　（　　　　　　　　／′‘■■ヽ＼ 

■・－：打－■■■→■■■■←－ �一－－－一 �l　　　　　　　　　　　l �l　　　l　l　l　l　　　　　　　　ヽ ��．■－　　　　　　．■－　　　　　　　■－　　　　　　■－ 

■■　　■’Tl＿　▲n■　　l　　l　　l　　　　l ��■－－■【－1 �l　　　】　　　　　　l　　　t �■－－－→－－一 ��■■　■■　■■　■■　　　　■■　－　■ 

■■■　rl■iJ　　　t　　l　　l　　　－J ��I一■▲■　　■■　H▲■ �l　　l　　　　　一■　　l �■■　■l－J　■■　▲■　－　　　　　　　　■l ��■一－－→－－ �■■l　l　l 

ヽll′　　　　I　　　l　■■　　一J　　　　▼ ��－　■l－　　　　　　H－ �■■　　　l　　　　　▼　　一■ �■■▼　　　　▼ ��t　　1　1　1　1　1　1　1 

d　　　■　　▼　　　　　　　　　　t　　　　′　　　▼　　＼こ一一／　　　　　　　　」■』一一　」■－■』一 

■■　■ll1　　－●　　　　　　　　r－‾r‾‾‾‾‾‾‾‾ �l‾‾r‾‾　　　　　▼1】　　　　　　　rl �l　　　　▼11　　■11 �r　　　　　　I　ll　l　l　■■1　　－ �－●　　　　　■■■■　　　　　　　l　　「　】 

■1　－’rl　　t　　　　　　　　　■■　■■　　　I �l　　　　　　　　　　　　】　　　　　　　　　　　］ �l　　　　　l　　l �－→■－－－－←－→■一 �■　　　　　　l　r－　　　　1　　1 

■一Tt　¶　　l　　　　　　　lll　　　　l �l　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　⊂＝コ �I　　　　　　　　　　］ �I　　　　　　　　■　i　　　　　　　　　l　　　　　　　　L＿」L　l �l　　　　　　　Lll　　　　■■●　■■ 

Vlノ　　　　　　l　　　　　　　　　hIl　　　　l �l � �l �l　　　　　　　　E　l 

d　　　r一 ∧止　■「一rrr一丁■「「 �へ　　　　　　（　　　＼ � �′ 　　　l �‾1l lll 

■r－：打■－－■一■■－－■←－－－ �－　　　　－　、　－■　－　■■．．・一■ �ヽ　＋ �l　　　　　　l　　　　　　　l �■■二二－－－一 

－■■→－－→－－－－■－ �■■　■■　■■　－1　　■■　　　　■▼ �■：′●　　　■ �■■－→－■二■■■－一 �l　　　　l　　　　　　I　l　　t 

▲■■rJJ■■　t■■、－ ′　　‾▼　′　▼．■■　＿　、－ �■→－－■■－一－－－－ llllL一．＿Ll．」L」 �l　■－ 1 �ll　l　J■ I■■　」－　　■■ �】■■▲■　　■■　HJJ ■■」■▼　　　　H▼　」 

」＿iiiこコ 

仙／／′一㌧／耳亮㍍′一→＼；音．．　雷．＿．　＿．．1rl卜．／耳iJh 
■・－：肌■■rム■－■：－■■－－ �■－　　　　　　　　　　　　■■■－一 ��l �l　　　　　　　　　　　　　l　l　■■　　　　　　　　　　　　■▼ ����■：　【　一■　一－　■■■＝　【　一■－一－1 

r▲■■■一－■一一■■■－■　【　：l一■■←－－一 �l　　　　　　　　　　　　　　l　　lll ���l　　　　　　　　　　　　　Ll　l　　　　　　　　　　　　ll ����■：一一■■■一■－－　七一一■■■－■→－■ 

一れ－－－■－－■－－一■■－－ �l　　　　　　　　　　　　　　　l　　　L＿　　］ ���■－■■■－■■→■■■■■－■■■1 ����－－－－－－－ー－－■■■■一■　■ 

■M－－－－－－－■■■－1 �t　　　　　　　　　　　　　　　　l ���r▼　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　l ����」．．．」＿．一　　1■－　J　　　　－r　l　l　】 

d　　　－r‾7「 J． �　【　■『　　　【l「l ���／苫＼しか1㌢、／す＼しかノ・了、 ����　　　　■■hJ l 

■■　■■11　　　　1　　　　　　　　　　1 �l　l　l　　l　l　t �■ ��▲■　　　　■　－　　　　▲■　　　　　－　　　■l　－　　　　－ ����l　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　l 

■1　’■r【　　　　l　　l　　　　　l　　　　　　　　l �l一■　1．1l一J　l　l　J■ ���　【　一■－■一－　一一■－一■　－■■一■　■－ ����■　　　　　　　　　　　　　－山 

■′Tt　¶　　　　l　　l　　　　▲■　　　　　　　1 �■■　▼　■■■■一J▼　■■　■■　　▲ ���■一■－－－←■－　■－■■■■－－■■1 ����■■J　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　ll 

W　　　　　　■■　　　l　　　　▼　　　　　　　▲■ �！J　　■■－　ワ ��� �】 �l �l　　　l　l　l　　I　l　l　　　l　l　」 �ヽ■■　　　　　　　　　　　　　　■■●　　　　　　　■■　■ 

む　　　　　■　　　　　　▼　　　、、こン／■’＼一三一／　　　　　』■－■　　－　」．▲J 

山　′巧㍉J覆．かれ、　〈（，石らユ／二手J石ら，／7線；蒜雷雷雷　（ 
」■　■llL　　　　　■l一■　－1　－1　■一■　　　ヨー �′　　　」■　　ヽ ��l　　　　　］　　　　r　Jll■■】 ����l　　　Ll　■■　′　　■■l �Tll　ll　l �l　l　l　　　／　　　　　一■ 

■1　　▼T　　J■■l■■ll　llll■■　　　　▼　■■●　　一■■■ �′J　　　■■　　■■・ ��l　　　　tこ：コ　1．rl　l ����■－－－－　■一← �L＿＿▲」⊥」 �　　】　　　　l　　」■　■■　■■ 

＿■′▼■　Tr　　　■■　11　l＿　一L＿」　　■l　　　　　l　　　　■■l �l �l　　　■l � �l �靂 �l　　t �‾■■■■　　l　l　l　I �l：＝：：コ：：＝コ �■－一－－一 

Vlノ　　　　　I　I　」　　■－　　l　　　　　　l　　　　　］ �■　　　　一 ��L＿　　　　］　　　」＿＿」 ����■■－－－■l ��■－－－一 

r　　　　■■－＝ J・ �■’都外e ．（ ��l ����l � �」J－■■■ 

■■■llll　l　lIII‾‾‾‾11 ■■　■’▼11　1　1111tl �llヽ 　　－一 ��　　　　－ ■　　　　－ ����　ノへl r二■　　　、 � �l I　　　、． 

■′■■　Tl　一■　　l　　t■■lt＿■l Vl′　　▼　　　＿■　　　　　　　▼ �一J　　　　l　■－ ��■　　　　　　′一 ����　　　　l l　．′：■ �l l　■■ �■　　　　一 一J　■■■　l 

＝▲■　▲■ ▼　　　　　　　▼　－ �ヽ■■　－ ＼ヽ＿＿＿′ ��rJ ����l �一J　　　　　　■■ �▼　　　l　　　　　一■ 

む　　　　　　　　　ヾむ／退．： ���、　　　J ����l　　　　　　　　　　　　　　▼　　　　　　　l　　　▼ 

如上　（　　　　（　／／二九雷′雷雷　fl＿　　　克　雷′＿一一｝、．＋か lJ　　　　　　　　■■　▲■　■ ■1■’¶＿　■l－－　■■●　　　l■rl ��■■●　rTll雷Ill lllL＿－．」」⊥」 ��l■r　r　　　　　　t　Tll tIl　　　　　　L．＿．・．・．＿t ����11■■－■」■ LLIl■rl■■■■　一■ 

Tl　　■■■■　　　　l　　　　　　　　　　　l　l　l �� �l　　　　　コ �■■■J　　　l ���� 

ヽJL′　’’ltl　　　　　L．　］ 　　　　　　l ��】 ��l ����l �　■－－－■←－一一 E＝＝E＝コ亡≡ヨIl 

d　』一 ∧山．．、．－． �� ��l　一＿＿一・一■■・■．．．・．＿ ����　lI ′へl 

．－　■■IL　　　　　l �■：－■－←－－ � ��l′　　　　　　　　　　　　－　　一■　一■ ����、　　　l 

r■■■■●－←■■，■－■■■←－－－1 ��′J　　　　　　　　　　　■－ ��　　　　　　　　　　　　　　▲－ l　　　」－■■■r　r　r　■■ ����　　Jl」■　　　　l －　　■■－■一■ll 

● � � � � 

Vlノ　　　　　　　　　　　　　　　　　■■－　　　　　　　　　　l ��】 ��l＿」　　l　　l　　l　　　l ����　　　　　　　　－　■lJJ l　lllt　　　■l▼ 
－．＿‾■■　　　　　　－－－≡三三■ 

如．ト　へ靂　′ご三　へl　＿．J享；譲与与．ミ（．　∠＝套 
■■　　　TL　　　　t　　　　一■　　　　■■　　ヽl �」■　　　　　■■　　　　－　　　ヽl �l　　■　　　　l　l　l　l �■■1　－l　　－　■　‘　－ �■－－－－1 

■▲rt¶　－　■l1－ ヽJL′　　　　　　l �■■　ll　■■ ■－－－一 �■－－■－－－1 1ヽ　」＿　］．＿＿J �lIlL　■■1－1 lltlltll �－▲■　　▲　l　　l ■l▼　　ヽ 

d　　t ∧山　一－■「／／1 �I■　t l �≠う・声∩ �1－」■▲■－－ √ゝ線．斗論 �l 　′ ′≠：瓦へ〈 

■・－：∬■－－－■一【■■■■一 �l　Tlt　　■■　■■l　　　　　lJ �1　　1　　」　　l　　　　】 �l　　　　l　　　Tll　　　　l　ll �l　　TTl　－　▲■　　　　　　　　　　　、 

■I　Tl　●■　t　靂■■t　　　r 　　　　　　　　　　　　　　■ �l　　l　l　l　　　　　　　　　亡コ �l　　　L－コ　I　　　　　t �l　　　I　　　　I　　　　　t　　L」 �l　　　－　l　　r　■■　一■　－ 

l　　　　　　l � �I � 

VL′　　　　▲■　　ノ1 　　　　　　▼ � � � �■■■■■■llll■I■■ 　　　］llIl 

一′　oee　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　」■■」■ 

鮎．≠譲（了つき肴乍n　fヽ斗af†　■㍍ゝ＿　車元 l　　　r■■l　l」 ■1■■T【lllll　　E＝コ �llJll lL＿＿コIl �llllTlIl t　llltl �■　　　　　　－■一－－ l　■■　■■111 �■　t　　llTIl l　一■　　■■」⊥I 

■JTt　¶　　　L＿⊥l　l　l � �l �■l　　　　′　」．．－．＿＿　　］ �l　　　　　▲　　　　　′　　・．‾　　　　1　　　　■■　　‾ 

VL′ d dJ（＼〈 ■・－‥∬ �－ �′ri．へ／′ゝ／官i �2）／二一＼ �l （ 

ll■■　」■　　　　　、 ■1－’n �■■　ヽ　　　　　rl　■■Tll �」ll■■　　　－　－　■■　　－▼1l �■■■l一■　－　　　　　　　　ヽ �－　　　　　　▲－　　　　　　　　　　t 

t　　r　■■一一■■ ■J■■ITl �■－■一－－－－－ �rl　－1　■rl　　l　　l �－l　■lrl　■■　　　　　■ �■■　r　■■　■■　」■　　　　■ 

－■■一一－一 VL′　llllll 　　　l �－－一■－－－ l　　　L⊥」．＿＿．．」 �lllllltl llllIll」 �llrtlI　　■l l■lJLJl �′lll■■　▲ llll　ヽ 

‾－　‾‾　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　－l 

1）originalfisJg2）originalh
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†　　品　　　≠元，　／／一昌　（　（、．／二二1Jゝ 
ll　　l　　　　　　ヽ　　　　　　　　l　T1l　l �■　　　　ヽ　　　　　　　l　l　丁目 �t　　　　　ノ′■■－■一・ヽ　　　　　　　　1　1 ��一■　■■　■■　●　」■　ヽ �－　　■r　l　　r　l　I　l　l 

l　　　　　　■　　　　　●■　l　　l　I �l　　　　■　　　　　■■　」⊥　l �l �′　■■　■■　－　●　　一J　l �▼　■■　■■　t　　l　　　■■　－ �■■l　　l　l　l　l　　t　　l　l 

■′■■　　Tl　　l　　　　　　▲　　　　J　l■．．一・一■・．■　　】 ���l　　　　　■■　　　　　′　・．‾‾　　　1　　　■■ �l　■■　■rl　l　　　　－　■■ ��r－→■→←－■－－ �l　　t　　　l　J　　L＿＿」＿．．・．　　］ 

Vl′ ���l �l　l　l　l　l ��■－■－－－－－ �」．＿＿－　　　■■’‘‾‘‾・‘■‾‾‾‾ 

d　　　　p dJ／二一＼ ���／一■、＼ �」■」■】並 ��ー■みミ �erege． 　ノr一一＼／一言1 

■・■ ��■llL　　　　　　■■■l一■　■■　　　　　　　　ヽ �■■■　　　　　　　▲－　　　　　　　　　　　　ヽ �ヽ ��ノー■■・・・・ヽ、　　　　　　　　l‾「 �＿　　　　■l一■　■■　一■　■■l 

r■■■‘－■■n－：一一■－－←■一 ���■■　■■　－　r　J■　　　　■ �－　　　　■　　　　　－■■ ��■一　　′　一■　－　■■●　　一J　l �▼　－■l■r　l　　▼　l　I　　t 

■ムー1■－■■－一■■■■－－■－】 ���′l　l　　t　　　■■　　　　▲ �t　　　　　　▲ ��■■　■l　l　　　　▼　■■ �■■l　Hl　】　1　1　1　1 

Vl′　　　　　　　　　　L＿・．．．　　］　　　　　l ���■－■■■■■■■一 �t ��l　l　】　1 �l　l　　　t　　l　　L．．＿＿⊥⊥■ 

d　　　ダー‾‾1　　　　　－l　　　－　　　　　　　」J一’　　」■－－■　【‾ 

机　■1＿（　．ダ〈い　い目．、＿［　d　　＿＿Jhで． 
■■　J■止　　I　l　　　　　　■r　■■　－　　　　　一■ �州脚一一←－－：－■－－ �l　　　　r　l　　　－　　　一■　■■　■　－l■ �t　　　　　■rl　t　　　　　l 

L　l　　■■　lJl　l　　■■　■r �■一－－■■■W－■－■－－ �■－←－－　■一■一一■－■←－－ �■－■■－－－■← 
－　　　　′　　r　　L＿＿1　　　′　lJ �l　l　　　　l　　■■　　　　　▼　　■■　　▼　　■■　一J �▲J●　　－　▼l　I　ll　L．＿⊥L⊥」 �l　　　　⊂＝＝l　l　　　■■ 

Vl′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■・■　　　　　■ �l　　t　　　　　l　　t　　　　　　　＼、．．′　　　　　　　　　▼ �▼　　　　　　　ノ　l＿　」Ll＿」＿＿J　l：；：：＝■＝；ココ �l●l　　r 

ヤー′／「、「⊥ �　　　　　ヽヽ＿／ l子｛rL、－ �＼－／⊆岩Eii 　－亡亡亡亡亡ヨ �ヽ－′ 入れ丁＼、（瓜α 

11　　　　　－　　　　HJ■　　　　　l　l　l �■■：－■■－■■■！u■－－闘→－■■t　　　【 �l　　　　⊂ii■　　r　I　I　l　　　－　　　　■■ �▼　－●J■▲■　－　■■　　ヽ 

JI　　■■rl　　■■　l　　■■　HM　　lJJ �u■－■－－■－－■托▲－→■←－←：i－－ �■－－－r－rr　■一－　■－ �■－：れ■■■■→－一 
J　t　　l　　■1　　　′　、　－　▼ �ー■－　－r－■■1－－－－－－－ �t　　　　lJ■　－　▼　■■▼l　t　　t　l �l　　　■’l　J　　　t　　　　－ 

l　l　　l　　　　　　、、■＿一′ �ヽ＿＿／‾　　　　　　　　　　▼　　　　　▼　　■■　　▼　　■■　一■ �▲■　●　　－▼　　　　　　　　　　　し．．．」」．＿　　　］ �l　　　　l：：：：：コ　　l 

d　　　　－　　　　　　　　　　　　、J　　＼一　　＼一丁　▼、ノ　　　　iiiiiii 

Fugato

∧JAlle即0　　　　暮　　　　　　　　√一、ヽ＿√ゝ．〆、 
■・■■：一 �l　　　　　　　　J　、 �rJ　●　　　一■ �I �．一・ヽ　● �－　　l �t　　　　■■　　l �■■■■→←－一 

■「　　　■　　■l■　　　　〉 ���l　　　　　　r �■■　　　　　　　一－　　■■ �r　　　　　　　　　　■■ �」■　　Fr　　t �■－■－■一 �■－－－ 

■ �JT■　　　　■⊥ノ ��l　　　　　l �l　　　■■　　■■　　1 �l　　　　　　　　　　　　l �■r　　l　　l �l　　l　　　l �l　　　l 

tlノ　　　　l ���l　　　　　l �1　　　　　　　1　　1 �l　　　　　　　　　　　l �t　　　　t �l � 

d 一・ ���l �lll l　■ �I　　　　　　　　　　　　l �t 】 �l � 

l � �l　　　　　　　　　　　　l �l　　　　　　　l　　l �l �l �．■－ 

′1■　　　　　－ ��� �l　　　　　　　　　　　　l �l　　l　　　t　　　l �l　　　　　　　　　　J■ �l　　　　　　　　　■■ �一■ヽ　●　　　　　　　　　■ 

■ �JTt　　　　ttノ ��一　、 �′コ　●　　　　　　　　　一】 �■■－←■←－一 �J　●　　　　　　　　■■ �亡：ノ●　　　　　　　l �r　　　　　　　　　l 

VL′　　　　l ���〉 �－ �－　　　l　JJ　　－ �ヽ■r　　　　　　　　　　l �暮 �l　　　　　　　　　　　l 

d　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　▼　　　　　　　　　l　　　　　　l ��������l　　　　　　■ 

∧Jl′√1′（　，．＿雷＿　．声鼻．芦，fl∠1牟・． 
1■　■l　　l　l　　l ���t　　　l　　I �－」一←－一 �r　l　　　r　　一■ �■－－－－ �■　　　　　　　　■ �l　　　■■　　■r　l �■　　　　　－ 

l　　t　　　l ���l　　　t　　　l �1　　1　　1　　1 �■→－－■－－■ �l■－■●－－■■－ �t　　　　　■　　　t �■－－－一 �l　　　　　l 

l � �】　　　　　　　l �l　　l　　I　　I �I　　　　　　　　　　　l �▲　　l �叫－一 �暮 

′ � �l �l　　　　　　I　　l � � �l　　　　， � 

d 〈J　　t ���l � �l �l �ク 。■■ �二1＼／ri �′ 

▲■　■l　　　　l　　　　　　　　　l ���l �ll �■h　●　　　　　　　t＿ �一■　　　　　　　l �J■ヽ　　　ヽ　　　■■ �r　　－　　Jl　l �■　　　　　　　一 

■「　　■■　　　　l　　　　　　　　l ���l　　　　　　　　■■ �rJ●　　　　　　Tl■■ �■一　　　　　　　一一」 �一■　　■■　　－　　　l �■－　　　■■→一 �l　　　r　　r　l �1　　　　　－ 

l　　　　　　　■■ ���一」●　　　　　　　■■ �1　　　　　　　　　Tll �l　　　　　　　　　「‖ �■■　l　　　■■　　一」 �l　　　　▲　　r �■－■－－■－■ �l　　　　　l 

U　　　　　l：J● ���lJ■　　　　　　　　l �l　　　　　　　　　　l �l　　　　　　　　　　　l �l　　I　　l　　　▼ �l　　　　ヽ　　l �■－→■” �l 

d　　　　　　　　　　　　　　l　I　　　　t　’　　　l　l’l　　　■　　　　　　　　■　■ 

八一．∫1＼／′i　サ・．　　　　　　　　　　　　　　（．　　　　凸．　　　　　阜・　　一 
■■　■l　　1　　　　－　　－　1 �l　　　　　　　量 �▲■■　● �′：ノ　●　　　　　　　　lL �r　　　　　　　　　　　－ �一 �■　　　　　　　　　　一 

■「　　　　　　l　　　　t　　　l　　l �I　　　　　　　　t �r　　　　　　　　　　　■■■ �l　　　　　　　　　　　T1－ �l　　　　　　　　　　　　■■ �l　　　　　　　　　　　　l �l　　　　　　　　　　　　l 

l　　　　l　　l　　l �l　　　　　　■■ �l　　　　　　　　　　　r �l　　　　　　　　　　　Tlt �t　　　　　　　　　　　　t �l　　　　　　　　　　　　l �一 

l′　　　　　　　　　　　I　　l � �l　　　　　　　　　　　　t �t　　　　　　　　　　　　I �l　　　　　　　　　　　　l �1 � 

d ∧山　′・・、／′二 �▲■ヽ　● �′　I 　l �　l ll �　I l �l �l 

．．」！貞 �■－ �l　　　　　　　l �l　　l　　　I �－ �t　ll　r �l 1　　　　　　■ �■－■－一 �－－一 �l　　I　　一■ヽ �一一　　　l　Tlr：ノ �■■　　　l　一■　　■■ 

一■lt　　　　　l　　¶t　　　l　　l �l　　　　　　▲ �l　　l　　一■」 �一J　　l　　rJ �■■　　　l　r �■■　　JJ　Tll �l　　　■■■　■■　l 

＼l′　　　　　　t　　　　l　　　t　　　l �I �－　　　】　ヽ■■ �▼　　一J �■■　　I �■　　　　　　　1 �t　　　　　　　　l　　l 

d　　　　ll　　　　　　　　　　　′　、、一一′　■　、、一一′　　l　　l　　I　　I　l　一 

］　　　l　　l　l　l �■■　　　」　l　Tll　　l　l �11　　1　　1　　1 �lTl �ll　　　　　l　　l �lTI　　　　　　　　　　　　　　　l �t　　　　　　　l　　l 

■－■■－t �1　　．．■－　　　l　　　Ll �■－　　　　　　　　　一 �t　　　　　　　　　　　　　　　　　　t �l　　　　　l　　l �】　　　　　　　　　　　　　　　　　1 �l　　　　　　　　　　l 

l J ���Il ll �　　t p �l　　　　　　l　　l �1 �■　　　　　l　． �ノ 

l　ヽ ��l　ヽ　　　　　　l　ヽ �ヽ　　　ヽ　　　　l �l　　l　　l　　l �■　　　　　　　　　－ �l　　l　　l　　l �l　ヽ　　　ヽ 

l　■ ��■－■－一■一 �l　■　　■　　　】 �1　　1　　1　　1 �I　■　　■　　　】 �■－■－－■ �】　■　　■　　　l 

l■■l■　l▲　　t　－ Lゝ1⊥∠＿　　⊥　　　－、 ���一J－　　■■　■■ －　ヽ �1▲　▲l l、－ �■■－－－■一 ▼　▲■　　▼ �l▲　■l　t ■■、’■■ �JJl■■　一J ▼JJ　　▼ �■－】←r】■■■－ ■■、　Il 

仇山　鼻声鼻一　＿′声　　か　　　　Jネ′　　　jネ雷　　　　手　車 
■・一■：　　■ �】　l �r　l　l　　　J■ �【■1 �▲■　l　l　l　　ll �．．－　l　l　I　ll �」■　、　　1　　　ヽ �l 

■q　　　　　　l ��1　　1 �I　　l　　t　　　　■■ � �r　　L．＿．」　　1　　1「L■■ �■■　　　　］　　　　l　　Tl■■ �r　　■　　I　　　■ �Ⅰ　　　　　　　－　　　● 

】 ���■　　　　　　　　　　一 � �l　　　　　　　　　l　　rlt �l　　　　　　　　l　　Tll �t　　　　▲　　　　　　　▲ �▲　　　　　　　● 

t　　　　　　　　　　　　t � �■　　　　　　　　　　　　　一 �1　　　　　　　　　　　　　　1 �l　　　ヽ � 

d dJ ���　t 一■l �l　　　　　　　l �l　l 　　l �l　　　　　　　　　　　　！ �l 　▲－ �▲■■ 

j■　－■　　　　l　ヽ　　ヽ ��l　■■　　　t　　J■ �lll　　　　l �一■　、　　　　　ヽ　　　　　】 �l　ヽ　　　　　ヽ　　　　l �l　ヽ　　　■r　　ヽ �■■　　ヽ 

■「　　　　　　　l　■　　■　　一■ ���l　l　　　　t　　■■ �l　▼l■■　　　1　　－ �▼　。■　　　　　■　　　　l �】　■　　　　　■　　　　l �l　■　I　　　■ �t　　　■　　■■■　　● 

l一丁■　　　　　　一」　▲　　▲　　■■ ���■■　1　　－　1 �－　Tl1　　　－　1 �1　　▲　　　　　■、　　　一」 �1　－　　　　■、　　一J �l　▲　l　　　▲ �l　　　▲　　　　　　　● 

”▼　　　　　　　　　　　　　　　■ ���l　　　　　　l �t　　　　　　　I �l　　　　　　　　　　　　　　▼ �■■　’　　　　　　　　　▼ �■■　　、　l �l 

1　　　　　　　　　　－　　　　　　I　　　l　　■ 



16

仙′′＿雷，．†．」．＿　†声雷†．山　．．〆「声≠丁も1「、 
■■　l■　　　t　　　H■■　l　　l �l　　　■■　l　　l �H■■　　」■　l　　　▼ �r　■←－－－■ �l　　l　　■l■■　　　■■ � �■■　■■ヽ　　I �l　　　l �■　　　　1 

r■■■■■■■■－一■－－一 �l■－璽寧■■■1 �ll　　　■r　I　　l �l　　l　　l　　l �l　　I　　’▼l　　　l �■■ト■　　】 ��l　　　　I �■　　　　1 

■J▼■　　　　　t　　　　l　　　　　　I �l　　l　　l　　　t �■－－－－■ �l　　l �I　　l　　　　l　　　l �’’Ⅰ ��l �l　　　　l 

＼ll′　　　　　　　　　　l �l �I　　l �t �1　　　1 �l �� � 

d ∧山／、 � �l �l �l　　l � ��竃ナ �よゝ 

■■　J■　　　′J　　　　　　　J■ヽ �■■ヽ � �l �l　　　l � �� � 

■「　l’　　l　　　　　　　　r �r　　　　　　　亡ノ �〃　　　　　　■■ヽ �〃　　　　　　　l　－ �－　　一一　　　　lll　】 �」■■ヽ　　　　　－ �� � 

■′llt　　　　l　　　　　　　t �l　　　　　　　l �l　　　　　　　r �l　　　　　　　－　　■■ �l　　　r　　　－　▼1－ �r �� � 

ヽユ⊥′　　　　　l　　　　　　　l �l　　　　　　l �l　　　　　　l �1　　　　　　　　　　　1 �l　　l　　　　　　　Tl �l �� � 

d　　　　　　　■　　　　－　　I　　I　I　　l　　　l　ll　　　　　　l 

∧山′、左（　　　　．．　　　．　．　－　　　　　　　　＿　∩　　　　　＿ 
■・■■：－←－←こ■ �■■　ゝ　　　ヽ　　　　l �l �l　ヽ　　　ヽ　　　　1 � �l �嘉　　　　　　－　r � �■r　　　　l＿　　　　▲■ 

■■■■－■■←■－一 �■－■■■■－■ �■ �l　■　　■　　　1 � �l　　　　　　　　　■■ �■　　　　　－一 � �t　　　J■　「1－　r 

れ■1－－－ �l　　■l　■l　　－J �〃　●　　　　　　　　　▼ �一J　▲　　▲　　一」 �亡： �＝ノ●　　　　　　　　■■ �■■←一－→－一 � �t　　　■■　「ll　　l 

VL′　　　　　　　　　　l �l　　　　　　、　　▼ �l �▼　　、　　　　1　　　　▼ � �l �▲■　l　　t　　l � �l　　l　　　l　　l 

d ∧山■ト �一鼻 �l －．．／′‾こ �一雷 � �1 －．．／「ニ �扇t �1 �l　l　－ 

■▼■■：一 �Ⅰ　　－　　　rJ �t　　　t　　■l－　　「 �l　　l　　　rJ �ヽ �l　－▲■　■■ �－　　ヽ �1　　　　11　　　　1 �▲－　　　ヽ 

■1　l’ �1　　1　　1 �■－■■：一一－一 �l　　l　　l �■ �l　　■l■r　l �■■－一■■1 �■　　▲■　▼1■■　　　t �■■　　■　　　－ 

■一Tt �t　　　　　　　t �r　　　　　　■■←－ �l　　　　　　l �■l �l　　■■t　　　l �l　　　■■ �▲　r　T1t　　　■■ �■　　　1 

W �t �l　　I �t � �l　　l �t �ヽ　　t　　　l �l 

山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　Il 

＿∧丑　　　　　　　　　．一　　　　　　　　　　　　　一雷　一　　　　　　　　　　　　　へ　／－ 

l �J■　l■　　　■■ �－一 � �t　　、　　　　■■　1　　1 �1　　　－　l1　　　　－ �■■ヽ　　　　　ヽ　　　　　　」－ �」■■　　　ヽ　　　′　　　　■■　　l 

lr■■－ ��r　　　　t　　　l　一－ �■t �l　　－　　■r　l　　l �1　　　1　　Tl－　　l �r　　　■　　　■ �■■　　一■　　一■　　I　　　l 

■Jt ��l　　　－J　　■■　　r � �－－一－－■■一 �l　　l　　tTl　　l �l　　　　－　　　t �1－一一■－－1 

Lヽu．′ ��1 � �l　l　　l �1　　　1　　1 �I　　　　　　　　l �l■■■■■■■■■tl■■l 

山 一． ��■′l � �l■ ll �t l �ll 　ク �■lI ll 

l　j■　▲■　　　　ヽ　　　　　　　　I　　l ��ヽ． �ヽ　　　　l　　　l �l　　　l　ヽ　　　t　　　　l �l　　　　　　　　l �■ �ノー－ヽ．】　　l　　　（ 

lr■■■－■－－■－ ��■■■　　■　　　－ �．■　　　　l　　l　　　l �－－－－ー �■　　　　　　　　■ �t　　　　■　　　－ �一一　　　ヽl　　　r　　　－　　l 

t■－■　　　　　　－　l　　■■　　　l ��■　　　】 �■．　　　l　　l　　　t �l　　－J　　■l　　■l　　一■ �一　　　　　　　　一■ �l　　▲　　　■■ �■■　　＿▲■　　▲■．　1　　　1 

lヽさし′　　　　　　　　　】　　　　　　－ ��l �1　　JJ　　－　　　】 �t　　▼　　、　　　’　　　▼ �一」　　　　　　　ヽ－ �′：J　　　　　　　l �■－「　▼　　l　　　l 

d　　　　l　　　　　l　　　　　　　　　▼　　　■　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　I　I　　　　l 

∧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　牟・　　　　●　　　　● l　L｛、　　　　　　　　　　／ウ●　　　　　　　　　　　　　　　　　一＿　　　　　　　　　　■ 

l　j■ �l■　　　rJ● �へI　　l‾　　　■■ �■■ヽ　●　　　－ �1　　　　　　　　　　－　11　　　　　　　　　　■r　ll　　　　　　　　l　　ll　　　　　　　l　Il　　　　　　　　　l　　l 

1■1 �l　　　　　■■ �■　■－■－→←■－ �ト■　　　　　■■ �l■■■■－■－■二■■llllllllll■ll■－■■■■－－■－－■■■■－■■■l－1 

t■ �一・■1－→■－ �－　－r－一 �■　　　　　t �■－→－－－■■二■■■－■－■－－■■■■■■■■■－－ 

l　ヽ �■　　　　　■ �一 �l　　　　　l �l　　l　　　　　　　　　　　　　l　　Ⅰ　　　　　　　　　　　　　　　　　Ⅰ　　　　　　　　　　　　　　】 

d �　l 一■ �ll l �■　′ �⊥．」＼．」＼　Å　＿ 

l　j■ �J■　　　　　　　　　　l �l　　l　　　l　　　（ �ヽ �1　　　　　　　　1　、　　　l　　一ヽ　　　　l　一■　　　　　　亡ノ　　　　l　■■　　　　　　r　　　l　r　　一■　　■■　　■■　】 

l■■ �〃　●　　　l �l　　l　　I′　　　一■ �■■ヽ●　　　■ �■1■■■■■■′－■－－i－■■一■■■－－■－一■－■－■－J■■■■■■－t 

t■ �－■　　　　　　t　　　　　　－ �－　　　l　　l　　■■ �■－　　　　】 �l一－「■■－■■－」■■－■■■－一■■■■－ll■－■－－■■■■■■■－－l 

lV �l‡′　　　　　l �、　　■■　　－　　1 �l �■■■←■一－→－■■－■－－■■－－－－－■■■】－－－－■■←一 

d �l　　　　　、一一′　　　l　l　　　　l　　l　　　t　　　　■　　　　II　　　　　　　I　　　　　　　■ 

山　鼻声′一鼻一　声，＿，＿　＿声雷一　〈　　　　一　　　　　　　　．＿ 
lJ■　l■　　　t　　l　l　l　　l　l �■■　l　　　　■▼ �r �■－■■－■－t ��〉 �ll　　　一■　　　　　　　l �l �l　　l　l　　J■　　　　　l 

l■1　　　　　　1　　　　］　　　l　　　Ll �lji－－l �l �l　　l　　l　　l �� �t　l　　■■　　－　　　l �l �■－－－一■■【－ 
‾「　　1　　　1■■■ �l　　　　　　　l　　　　J　」 ��l　　　　　　　　　　l �� �ll　　l　　　▼　　JJ �Ⅰ �■－－■－→－一一← 

一・ �l �� �� �l　　　　l　　l　　　－ �■■【■1 �l　▼　　　　　　1　　1　　1 

ク ��t �■　】 �l �′一　一 

l　J■　l■　　l　　ヽ　　　　　　　　ヽ �ヽ　　　　　　　　」－　　　ヽ �� �ヽ　　　　ヽ �l　　J■ �1　　　　　ヽ　　　ヽ �l　　　　　　l　　J■ �1　　　　　　ヽ　　　ヽ　　　　l　l 

l　　－　　　　－　。■ �■■　　■　　　　■■　　■ �� �■■－－1 �■■　　l　　r　　■■ �l　一■　　■　　　■　　　一■ �t　　－　　　1　　■■　　－ �l　一■　　■　　■　　　　t　l 

′■■　　　　　l　　　▲　　　　■■　　－ �l－　i　－コ ��■■J　－　　■．　■■ ��■－一－－一 �l　■■　　■■　　■l　　r �11　　　－　　1　　1 �l　Fr　　▲　　－　　一J　l 

lヽL′　　　　　　　　　　　　　　t �I　　　　　　l ��▼　　’　　　　　l ��l　　　　　　　I　　l �ll　　　　　　　　　　　t �■－　　　　　　　－一 �ll　　　　　　　、　　▼　l 

l　　　l　　　－　　　　　　　　　　l　l　　　■　l　l　　　I　I　　　■　1　1 

dJ　　′　　　　　　　一．　か　　　　　．／（　＿　一／、　＿　一　　一　　一 
Jr　l■　　　－　1　　　■■ �」■　l　　　　l � �1　　－　－　■■　　■■ �1　　　－　■■　－　　▼ �■　　　　　■■■■ �1　　ヽ 

■1　　■　　　1　　1　　1　　　■■ �一■　　　r　l　　　　l � �■■1　　■■　　l �t　　　　rl　　■■　1 �■－－■－一 �l　　　■　　　－ 

l－′r■　　　　　l　　l　　l　　l �■■　　l　　l　　　－J �【■1 �一J　l　l　l　　l �■■－■－－ �■－】－■－】 �l　　▲ 

W　　　　　l　　　　　　l　　l �l　　　l　　　　　　　▼ � �▼　　　　］　　　l　　l �　　］　　　　l　　l � � 

d　　　t 一■ �l▼ 　l � �l �r　　　　　l � � 

」■　■l　　　　　　　ヽ　　　ヽ �l �l　　　　　　l �l　　ヽ　　　　ヽ �ヽ　　　　　　　ヽ �ヽ　　　　　　　　　ヽ �ヽ 

■I　　r　　　　m　　　　I �一■　　　l　　！ �l璽璽■－－l �l　　■　　　　■　　■■ �－　1■　　　　　■　　■■ �一■　　■　　　■■　1■ �■■　　■　　　－ 

llTt　　　　　l　　　▲　　　－　　　l �l■■貞亡璧－l �l芦芦璽■■■l �一J　　■L　　　　■l　l �r　　－　　　　■l　l �■■　　■l　　r　　■ゝ �▼　　■l 

W　　　　　l　　　　　　　　ヽ　　　一」 �l　l　　　I　▼ �l　■■　　　】　■■ �一 �l　　　　　　　　　　　　　l �I　　　　　　l �l 

む　　1　　　　　▼　　■l　′　　　　■　　　■　　　　　　　　　　　l　I　　　　　，　l　l　　　l 


