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23 家綾轟
☆隆轟鸞がらわ娘軍ぽ篭鑢骰
鐵蜆簿移鍮錮で鐘  849奪
動か穆藩下し盆争鍵覇機な

ム馨舞の最篭免笠 (甕鬱)命家繊が二つ贅で
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二命鶏購とまI竃
☆鰤罐:譲穴最幹墓難羅4難翁
鶴進 (井鶴鷺、藩書、意警鰺、
犠轟議 )

なら鐘辣m、 鶴鉤なが種簸として議と機|こ入つ
雄輔の蠅隆攣攀甕‡こなけ。

・・・隆巖、顆鵞鑽 舞瞳鶴はよ翁～

灘懸命難鏡
疇0つ駿
醸籍織3◇～38°
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髪復

澤機が難震鍾謳鶴藩ちる綺鑽鐵含◇會

スキー‐―錮ジやンプ儀が3が
。・轟のぬ鑽数鰺る 鷺響滲羅穫為雛寧ざしヽ

儀甕釣壕
秋機つ:こ麗台篭推ざりが番獲鐵贔難で寧
懸念が織霧.辱トン、ち◎入爾推錯として3◎費奪ノ人や
簸さ …・響鐘慧辟も下がってしヽる人鶴

礁◎ 畿鶴継
☆懇1奪鍾諄辣《元鐘39難‡議越
壌臨〉秩雛つ魃総畿か錢鶴膊翁鶉
購

鶴糠購癬神鶴 (神穣 )|こ鑓な■)(畿舞をする
機子機の難纏鶴ここで

拿 構難饉 2悪の構舞を蒙纏
燿艤彎翁幾拳で糠ノヽ予マ奪鐘鷺響、 鐘畿八
予マ苺は簸難で炸準傘わ慧る

9 鱗難難
轟種移4酸難で34鴬 鶴命鶴簸覇

機代額北i崚、2イ鷲醸懲隻辱彎
:こ 轟準渡移驚‐

場筑鐘轟響簸約露の嬌れ進舞 :こ 難つて積祭り舞
議 :こ 議悪海命鎮丼なら神難が機勢鶴虚へ 堂
種神推から2轟命神難が機羅翁購糠銹で鐵な
毎ヽ倉しヽます様 嚢を、神鷲久寅贅が難舞彗を甕
進しなと鴛われていま菫

畿讐壌
戦睡:こ :旗粟難:こあ凝籐さんが
あつ

=鐘
繊総議が購こえてしヽ

ましな。

神簑議の購鍵塞面攣数禁つめ縫安5鋳穫敷薦。

サパ命姿寿理の書轟を持1)て携鶴楽むノもo

種末警濯羹もれてしヽ策すよ。

2参 二命鶏攀

☆ [笠磯子神被J命轟纂雛鼈轟
「轟構鑢』(134雛 )撃甕 3議筑饉

議畿舎神推雀 (説島やす<子
轟事をしヽれな ?

)■静 3奪質の機種『鶴難鑑 J:こ亀『笠懇手構推J

の言≧畿あり、これ疑費て警奪キ́′をも壽が

19
漑心眈など
鶴んがさだ進∫♭

☆饉甕晰饉雹為んがさ爾鷺
移ゞ擁平壌26饉霧◎麟‡こ鰈鐵辮鐵
鶴饉轟絶な。

瞳機の鶴磯、藤轟、繭磯覆鰯肉の晰銹
漑豊鰺攣豊醸でどのくら機ヽ?

弩84姦簿、露艤罐で雄拿簿/遊◇倉◎饉

一参 翫簿鼈
鸞大なの鬱蝙人懲◎鐵饉錮釉饉
《竃鸞辣雹人鍮鶴》

武なの畿持参数難藉饉貯。大鶉で鶴罐鑢儀斬
繭燿で機の量踪雛鶴曜鐵ゅ鮭

磯ンク:プ ‐―‐・許鑢之
饉鐵曇聰褥鑽

辣難鶴蜂饉膊大蓋蝙膊櫻鐵醸ソ彫
リート鰻鑢轍つな。(脅臨渡では
菫灘な議の颯鑽でし難)

慾4奪櫃塞数の量纏鶴鰊鷺鐵曹秒など大麓蝙驚
籍参鍮簿甕麟鶴蛉艤鋳蓼婚灘鐵懸惨畿移鍮《鬱
の尊鷺鬱羅》

霧軍
睦機命歌構と
難鶴穫

鸞購簿鉾篭撥崎孝 (T奪 ?}
穂:こ簿を警:サ歌を難奪 `

:畿鐘懸てt,,‡  》澄欝轄代雛鬱蝙甍就靱鋳
鐘宣鶴晰る畿ど鶴犠でわ鍮。
蝙穣靱難贔豊鐘崎雑鶴薦購種繭

毘
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戴鞣推晰茫機
《鏡騨警振)

二構が一畿雹鬱恣‡こはでよう
とし難が,苺秦辮

薦爾鰺翁群大演、壕ヽ麟儀。や。じ塀
錮爾尿攣艤撥蝙で鐵なしヽかな
(答鸞艤畿)

本社機
(苓難、舞鮫こ
t)は

祓 .

大避天豊簿撃雹
轍隕購

議鍵袴鋳澤畿

絵纂饉

参簑難

辞墓ス太夫参遜
命簿罐 (鍵誘班 )

轟羅負疑鶴鐘の
墓贅I鼈 (舞難繭 )

雑浮石聴

轟艤簿鬱魃遊争
鋳纏

☆飩価の憮禽 策癬颯晰謗
天麟鐘鑢鸞の巫鸞がら量られ
鍮

驚烙なから鶴鐘験での…苓醸
の画艤はかつて鐘鑢為‡厭‡ばか
つてし経

磯蜆 傷簿爾喜ワ:ジ扇
~~‐

暮罐態苓数讐費命上部です争

☆遷澤鋳鐘翁薫財‡こ餞て各範
鍮鶴翁

★事鐘麓奪まこ拡大、鐘駿
盆隧の穴鏡%で戦祭つの簿鶴
翁わ慧や繭食が行われ議事

☆難揮難形式
癬平安約鶴難 :こ 購菫 その機
2彗焼集した。露菫、落雛

神懇 :こ―翁轟態を進でな構轟
負丈爽饉1轟翁甕進

轟糠翁磯五さんなちが甕進
さすが難魏の喪懇ゝ、藩亀震

しヽ人筵ちの遷参難ま5竃です

☆大きさ 等.4総修.恣難xで。4鍮
はさ  43慾トソ

◎簿謳―鑽錮家畿き
鑢4◎鍮拿 $49饉から鼈鍮

儀灘さ臨策のととるで菫,C鍮

◎家簸が‐―・鐵:曜 議ヽな推水鬱
が鸞涸鐘膵滲機ヽゆ蜆参鍍驚?
⇔蠅鸞翁鸞糠稜艤灘鐘虚から
艤準こ畿難 鑽な麟震激なくは
大な鐘寧瀧ど惨覆移鍮

群大渡、悪ヽ麟儀薇・・機構鑢る。

☆滞曇曖簿膊眩羅となっ鍮
ギ撃…M・ 渉》‡晰鷺をも穆譲ヽ憾膊
はしヽと進み鐘捧移轟て絶‡ボ雑

霊塞

☆鶏
'0響

鏡畿しく鑢《振れ鍮

+滋欝時代の機な落鷺鱗が鑑畿準 大演、事
麟轟聰鮨籍麟艤覆鸞譲l鑢移鑑翁鐵鐘か ?
「鶴数諄赳憾《鶴マ等)鐵倉機の難鰈
畿覆鐵灘瀞の機鷺鐘鷺饉轟れ鍮「隆隧浴血
鑢』かも鬱糠鍛管艤なが鶴驚か。

麒覇の口骰鐘攣鸞 ?鷹竃烙なか修の一答Mが
轟鷲鍮聰もこ翁難儡

購治の驚
畿彎   99静
饉驀彎  40芦

綾鷺鬱の策振:議 議攣難難彗攣なかっな。

駿察惨鐵鐘臨援の鰺鷺鍾鶴聰を含鷺簸べて事れ
欝移康掌

鐘鰺鋳鮭繰轟鸞錮轟壌覆太穣≪麟惨畿移驚
渡驚、簸鸞構隧壁財鋳購として瀧轟竃鰺繹畿移
鍮

神意籟鴛機の2年後、露墓羅鐵舞定鋳舞:二 眸
社が震魏しなな機繁やされて移斎しヽ護註′な。
▲鶴懸命構難:準饉な〔機番疑寅資か)が轟購移
たようです
震壌のを約本鐘雙時 (空鶴鐵獲纂が本書 )

久賞贅慧婚轟翁難機:こ 簸事l.を鶴いなA審…諾
約入物磯 機彎参贅壼持ち?/震量警

贅Iなであっなな鶴(諄馨織参甕)議嶽命轟五さん
なち態鐘鏑から多く勢奪業翁鎮鰻が轟つ護移
な。(鶏購、墓簿饉、肇構etc)

太ズ瞥‡ル・下鐵きれ諄ヽ鐘麒臨てしヽト
饉参灘恣絶鍮騒くプは毎③◇トン寺・・鶴螂鐘の辣
撥穐鐵推てなと露われてしヽ渡す。

◎慇6° や鶴鑽で知数揮ち込み轟驚繭しヽで簿く
《餘贔翁覇鰺鐘甕る艤聰》輝れの鍵鐵参移準鶴毎
かしヽ
◎驚聰家攀の鬱鶉雛鬱灘饉鐵幾移鍮鶴のか。
陶議 移ゞ薇鶯機のと黒る
0轟膊鰺鐵麟蝙購魃感がある

滋欝総試魃賤覧プームで大激、壕ヽ議犠『晰翁
購艤』ガ鶴犠鐘なっ鍮畿鐵簿っ驚轟うです

幸鶴臨醸ガ恣ょうど
亀膊簿冬篭鶴蓼 なぜか?

鬱魃織mをみるとな蝙鐘雛しヽみんな購螂が
導参鍮ようで書壁甦驚:こ持鶴農ら為れ鍮な機鐘
どこ:こ鰺争鍮のでしょう苺〈鸞魃繊鰈鬱難》

―・・援種 0◇奪
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秦率餞3醸撃
彎 種鶴撃欝
機 構49欝
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鶴‡大げ鶴惨 薩構がな畿など攀鍾て穫る水
準簿鋳綺畿識が難く甦れ畿撃

番菫睡鬱 景貶穣罐饉茫菫 議院、簸褥、鐘
機、な鷺、鑢罐雹撰驚
翁謝弩87零

ム漱饉が機難飩議では本や瞳
穣で鐵なかつ驚か

《轟議で鶴儀人や纏倉》

塞魏参瞳摯
☆大きな一校議鍾難参こんで
灘犠娩難隕駿

☆難炸機の睡か 難擁議攣亜
突わて纏倉してくギさしヽ

舞簸機の難移務
魏神社

奪構魏《攣うらく轟)薦鶴鏡撫
と家轟翁待さんが取参拿しヽを
し難轟

番余 覇:機…燿讐命簿購鍵倉購:こ 競騨移渡移ょう

幸)種命宣難を議しヽ建めな命は
驀σ》宣難 ね%や蝙機「総準大鷺守感簸醸

轍攀疹饉軍撃隆》

◎諄磯毅雛参鑑の雛難雛懸
欝? …中:こ「灌蠅』輪惨《
量々為

F霧答三彎 J

構 幾難〔撃都の轟甕磯犠)の
議霧認で 種の宣殿も議なる
も器と言尋遠から

赳総もあわ量の議覆艤つと為で薄儀が難ら魏
陸ととが難く織なり渡撃。下翁議が糞娩畿寧
《磯ンク:ジ ートで鐘鼈つ疲鸞鳥)

翁纂率鑢纏腱篭菫鐵爾珍隧蓼
◎纏嘔雌攣攣攀爽貯修罐鸞《響鰈醸鐵》
⇔壕ヽほ隧菫鏃攣縣農鑽館がM鱗

ム霧薄鶴権の波震鸞―と参轟輔で…貶鍾購
費をし鸞攣なか?
◎ム鑢葬鷺太鰺鐘鶴紗鑢艤驚かで大畿「遜鑢
食Jで晰懇でも鷺購驚鶴鸞してしヽる。

◎壕ヽ諄―甕膊鶴「奮薩り薇竃簿<遮惨錮轟簸な
ふ機
◎シーボ∫♭卜が蒸なときは本社が蝙無して斃惨
藩轟がよく饉え 鑽軌懇ヽ鐘鐘攣鍮ので懲

盤から麟謗盤島で諄
~2~鐘

簿ら絶驚
○鼈鸞の爾轟を懸攣'惨

薔會斜繭より藩種の院が
鶴しヽ。(大きな乱ざ種爾参鍮》

…懇%の機鶴本が難冬ですが臨鰺、饉鸞靱議
さんのハでキング纏纏爾す

◎辣颯事憚濾盆鑽 洟|となつかl~r鍮

《畢鍵誦代、憫購大颯擬膊りと}

翁避麟機烙鏃縣や勝
◎撥簸富j‡ げヾイパス雛S囃雄撃緻丸斃鱗難%の場
鰺

『鴛‡争饉し大犠酔049奪簸鱗れ、種嘩～疹4峨の
霧鑢覆けれヽ陸

☆磯蓋趣鶴鐵鬱か儀大ズ瞥‡プ鍮虚翁磯驚藩磯
と諄んでしヽ陸≧鶴

ゑ賞辣筵 l轟事二毒Jと饉しヽをものiよなく、犠
爾難と交流が機つなであろう曲鋳鰺琴ちが鷲鷲
だ ;´な′難難で攣 ? 種命宣殿の総 :孝貫攣不銹

◎ F鶴推薇燒囃《構6鷲◇》鐘大激、壌ヽ惨儀翁鑢颯
◎機畢畿饉嚇臨臨軍奪穣鋳簸轟鑢鐵鰊か軌て鶴ヽ
なわλか?《な量幸》
⑬震巖鐘難が奪6鐵策の簸攣鑢臨鰤膊麟麟覆な
いて懇ヽる(このな鐵ずで饉倉鶴鸞鶉》
ぐ灌》「隧颯鐙J鐵種V62撃の蝙辣

機機炒 :こで機

螂の

“

仁
難轟甕菫贔人

ム鷺鸞鷺が藤畿争鍮瀬芦彎代
わ彎機翁隧鐘奪攀鍮轟か?
○睦艤『晰纏鑢機(弩 349》 畢鐵
時代は天人が颯つてきて奪参
難と繊鶴議鑢篭赦な彗》
幌翁鰈卜篭雛い懸移姪のlla贔

か?

警鑢な文などな載機範囲憔ざ‐X― 簿饉移畿蓼華

種倉

澤馨
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