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膵揚甑虔舞 旱な不凸浚

脅 :こ 多葬を多びてな聰2も 参;こ 装を彙4テ 、その霧

義者を発琵し、それを多●:彩クすること麺一髪

の後感です`競 ,こ 、濃影を霧ぴてそヽそ蒻究に、後

からしをしそそ轟てくる多寃壌、%と なくをみ髪

を2を 感移多すし、そろそう琢粂姦:こ 欠けるのうま躍

震のことかる機れまそん
`

持髪で%多多数のタイマイジ老多すること義務

たりまえのこととなってつし多すが、諸髪で笏めて

タイマイ参髪霧を確認し発参斃かつて参潅番参舞

センターえ多幾多究霧参多寃髪議でした。そ多Zヽ

多雲色i参 38多から4多難議録夕したし、考:多

参多蒻さら、子子みらそ髪移多姦姦,それをこ多多参

考彩さんるこ寿髪究を待脅究発てした。今攀参躍

夕で義ち多甕所が轟家た後、多島多の象でラニガ

ノ参考勢を確認し、構彩なわけるウ tガ メ脅究参

先姿をつ :′ え髪髪影だんと多彩珍舞募みを髪クし

たし
'と

こをヽますを

多斃後ろが多議をラζプメを多察して4し を教～

4:,73多 が多 i穆 多1多}多 :ま ま灌魏冤轟女

学の学2を、登学のを考参髪を多多彩で 1鬱 Z多

魏のラミガノ寿ジ髪を Z`霧察って. 1,多
`裏

インスタ

ントラーノン:二 ゑれて多ぺ.る 予i髪 ,重 後孝多舞

髪録
~t‐

多莞多考ふうtな どと為多なことをそって

lヽ た者角です多そ参後寿多ニガノの多究多街 ,裁を

めて髪彩なるみで、甕孝義どこでごらなラミ〃ノ

燿tを形葬するか4わからな諸‐籍

`篭

でした多そんな幸.

多えみ〃:寃髪でるある多多影暮らξ多.カ ノ参多券

髪 :こ なると、み寿残 :`::嗜 か:′ .カ ノ寿後夕をを予

てしL多 した
`

多霧″多ら,多髪多か参考ジン≧か

多,ゴれ、多霧多しみ子すを二をャラク

をのですん1.そのみ嫁参考夕が家をし
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す。ある籍:裏 桟象の夕後 :こ 、あると参なサンプ参

髪穿 :こ 、そしてまたあるとを,顔 オニなトダにと、

そみ多葬義多毅にわたり、■えられなりちくる等襲参

霧寃婚象生珍考t姦 懇ます。そ傘毛籍のや髪喜んの

多後の発後の一つた髪の製参ウ重ガノ燿tあ った多

でした。

霧髪さんの多々の多鰤場1参れ、それを孝髪ねに

響:き 影りヽだの議多鯵髪髪 承んでしな。多蒻らんと

:Lえ ぱ～葬孝ウ豊ガノ鰺蒻会で難羨ろダンディー

を琢髪篭霞琵rt計 .I亀抵多雇翼多警:こ 笞甕霧琵み髪死多誇:こ 多参霧窪を表

を、甕孝で多めてタイマイの多穿生後
=甕

‐
2~る 霧

我をををしましたぅ今で難t甕 孝でるタイマイが多

参すること:彦 よく確られて1聰 多す場ち、それつiき ち

ん≧多蒸菱れたの
`ま

、このとそ拷i象参だと言えま

す。

今で壌葬参義 ,こ を1た る権考葬を教
`′

疹髭家.髪

クふげられ、家でみその写斃嫁らか滋えてしまらヽ

多しゑが、多雑 ,重後発会後ろ琢て、残っ鑑な浅産

て,羞 をLる んなる考奪蒻な移験をしたえんI多 くりヽま

蓼た。多の多からえの難し夕がわこえて髪などと

をLう 議がダ:i婚 んったので夕c4る一多減でラとつ

としてみLこ と髪,こ 、え ,こ 羅こ黎れて発を覚ました

よつなZが したことがあを多した。多彩墓あるそ

の写考客%を経後こつしして甕象姦れて41ま す,多

笏参みる〃難L率孝拷脅多彩みマリンノ:ど づオン

を12う ほ予髪奪参:こ菫 窮をうクをご佗くだ表it.

多行 :羞学多がカプを2つ :′ ると、家の多Z多 で多

ク

`:こ

こ孝び彩をって老多を夕え:こ 家てくれてうし発

葬贅です争今義晰夕でをること,多 なくな幸多したく

奏髪寿そこ夕をおり
'て

み現象を鍾なくな窄多し

た,多多
'ユ

萎後み秦%者 をみ琢ってしまったみか

うしたまそん。
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會疱たメ核鶯鰺嶼綽

齊彦覺たメ鰊瘍薇隧 鰺巫瘍輻

免葬te駿 ,こ なる後考t劣筵しをってみをしまし

た。う多移髪てたグシ長子咤計蜂鷲.彰宅套ジなジ≒:こ 多彗′iて琢み

死ι彦象繁を二りをって牛をするそうrt髪考%:っ

て多移し移しゑ`き てれク竜〃ノ難しを与4秒

をするそし裏多か ?み :ゑ憂発です,多 t〃ノを多

録.多麦象 :=裏隆鞣後がらゆ多そん,後疑髪と

鍛.蒻移を物移を畿銹ってしヽそ髪家の鍵難です。

■を鶉孔多難これを鯰かして拷多粂券斃Zを変

化みをることで、甕髪嬌:こ 能甕饂:二 ら4影を彩

ら多し発懇多録たみして、蒻の幸のを気を甕姿

してつL多 す。しそって参考難.こ多髪蒻髪が:タ

をヽ名んを髪こしたケ慾のことです。ウ義ガノ麺

,衷多鯰髪がならしみてすから、しをって窄参移農

つかあ窄政をみ。

そ義、笏亦携がなマtの うこ.ご寿よう峯して霧

の多気をクやしてらしみ傘てしょうか ?み をシト

カグ～ 卜拷グ.tグの多義t髪多作蒻髪
'こ

ある

多擁と多を持霧こみる多鍵を寃姦 :こ 鯰かすこと

で幾多を多げたり蒻録たやして、霧多ねまこ%を
形らまをたな笏録たなして考髪して与鶴多すら髪

幾多後とをしったところなしょ多`フ
ニ奉場を組.

鬼多嬌髪寛な老発を発髪務者た夕だζテ～鼈え毛

教 4・・作笏を多紘強くなや蓼夕をなしう■像を髪

って多多参笏後 ,こ 鯰参して.そ参髪〃
'こ

晰髪タ

は%を鰺び鯵みこそてそし多夕多スをゆえ多数を

てるを色多ぺ量でしょうかっわて、カメみは多套

どうでし験つか つ髪をながら.拷箕霧残ち後え

霧後ろ%けてす多後夕と務'を と考ζ多多して多笏

を考が多Йな琴彩な%られるよ策 こなってしま

ったがらです多愛芳なく.多彫そ形と考4,こ■

かな篠舞 を́多を鰺蒻参参:勇 轟しえたすること

を.ガ ンプの強髪としまし発.多る多霧しなつ・
と客し

'多 すかれ重うなら,すt 乖手Z多重考後J

と|セ 多′レ:ク 予子夕=多多毛
`こ

■著したアカラ
=ガ

ア

をえてをLろ ≧.姿をを甕 {象を発らiげて考後を

してを
'多

夕`多み幸:こ ちLる わ4′ てるな42み だか

う.為 ごみご多ちレ発を分ちiげず≧4多彩 ,こ を

を,れ ,ごう毛L奉 :こ と髪うとこうですが,多 :彦 そ

多しなiヽ とゑ鰐E教 えなりLみです多

悪えごちラミ〃ノ:羞 一生を彫して考教うこ鍾髪

像をす多躊診です。修考1斃れてる没すれまゴ参 i多

多なし蓑夕.鰊化したとしてる.参の箔:こ炊贅

家筆
'こ

攀墓れた子ガノ難てみ多め残髪ろ雀髪残

参る悪くな窄ますぅ機で多うすよつ:こ なってか

ら機、それこそゑ霧ぎや多:こ 鯵霧:こ 蒻_■ しなけ

れ,プ をみず、復:こ%か葬多珍
'こ

よって浮iを多

彩髪れれ,ご蒻れてし多をヽ多すゥ拷孝多食そ燿勇
猛験な髪彩など～蒻象ク亀ガノ:こ 拷する考褒幸

かななの霧劣:重 .多壌クtfノ とそ寿参が孝多

を行後でななしLこ と,こ 甕多して11ま す。多多多

のカプの髪̀:=裏 ～鯰髪そ珍髪髪ξ彗寺薙髪の機髪

を確髪考幾多奮として発盪おそちみを作骰象を

髪移鯰,こ 象を基むこと:こえ瞬したち寿修うち多す4

進名の影の多(ラ 竜ガノ蓬そうるの髪を多み等

うヽみたなら '・ ,

ビ夢多くるこグシ多多多%を を多ちしてそLろ 燿髭幸るこ、そ髪を

多録て多ルをブ トを髪 く壌 髪,こ なけ多しゑぅ多

分贅みな,こ 物を形 うまを しやをして該しヽころのみ、

考 なるZか らず らくちらょっと考 :′ 拷ノ織斃拷

ちがらかった形を気考1し てしちます.と 綴:羞 杉奪

■ をζ〃プの中会          ,

拷ノ縁蒻移うこつながそ鍼■と多著多,多すことうこふ呼誓
の多券蒻又そ卜了多をでけなみてみ髪をそ4 4は なや子

〃毎、なみを教髪多争多をう:多 え多ることうこ羞うフちや
分容の霧燿夕を発でやな霧考ろ争 4多そ箋{;参 毛〃

ノ形多髪嶼多食なく,多が多をLこ 星てる鯵うえる。



核晰蝋蝙倅鰈袢會贔六饉

覺鰺隋骰

た薙の最多潅L貴藝孝冷な推かわた墓移孝姥

嫁考義登て電脅蓬孝くアルク1ガノルt髪多彩:こ そって

象る珍″の一つです。 3馬 の多夕が多やる後 L

カメたちの上難 ,多葬拷t後 多窄ます.こ れまで

で一多手く考参があった参麺ち鶉移秒髪ヅ窄後

の. 4鰭 2参 蒻てした。それ象象 4発 分を多鐘

髪蒻脅髪ず、貴第 3髪 う多彩ながら多葬シー‐ズ

ンが鑑多毒多夕ぅ

なぞ 7

後が多tガ ノと杢みを始弄たみζ裁 “髪を無毛多

/を多す多燿ヂ を多彩れち多冤K象をみ
多
Z多客

拷弄発霧髪
″

が後寃者たえ鶉参 42多み二とを

し発,こ の多のみち墓数を多彩して家髪
'こ

甕多

した後 :こ と予てtこ の多貴饂彩なt「診と鐘な

うこか ,髪員だ:子 の発をのか ?ゑ鼈だ
`′

券彩なの

か 孝」とそえをそしその多みえ2'こ資をな形移

を与え多多発ぅ霧彩多 各ヽ蒻寃されるアをスノン

ト霧髪、数字で厖数多れる多かみ、考翡が後イ

燿Lあする魏髪をこ考多する%繊多維拷るなん'っ た家

,こ でをみの :彦 L数字
`I移

そなつち
ダ
修のうかみ

″

を、潅髪象%みえたち:こ %っ てみる予ことでし

発ぅ

多笏壌

ク毛〃ノ
``匁

みを後やえ後壌,多参舎多彩Й

窄そそ蒻ぷ等参葬塚;:を 多彩′::参 々、多多彩孝

な雛塚拷″だ:′ 寿多髪髪勿をし発´

髪%と して家髪
'こ

髪多しゑ多 :ゑ t持 :こ 轟て参

タリノンジャラ髪を甕多彩してしち多した,多多

:′ となt,こ姦裟多.午後こそをする%霧 ですか

ら,■を見つあ′てみ%孝Z参 考した。

薙多う多多多考レみ孝多;こ 象を多そし粂夕,ユ多ξ

二,こ 多をするよう
'こ

なっえことを,多 髪み多髪

多

"が
で多るよ多:こ な幸多蓼ゑ多雀参ろ彰多 :こ

:ま つミガノ%鯰多携が舞窺これ、登多霧孝残Z
写裁響鯰多黎れたことをなっかを子を■ち髪晰寿霧

像を確し繊みたのそした多

彩多甕髪髪

貴拷額を
`裏

後は珍クを整ゑ拷を
'こ

それぞれ髪髪

髪考1参蒻されましたが、燿 ,こ 髪した藉之嫁 `姦

義の多奪 '多等多■・多擁3・ ゑ多墓難
・

:二

'多

.

多後像がらん2象 多そんでした,

多食

第髪イ穫らうう葬:こ 態多蒻虜象墓る多多拷Iプ墓多亀移を多影髪をラ霧髪を.

またふ姦Z髪 亀食髪亀したこと舞豊劣ち髪多分

多奪醒髪形争ジ電え認を毛なを多彩え寿髪髪ジ嫁がみみ′Zる ようなこな

幸ました多薙携義雛塚拷夕の多金が貴髪多 :こ 轟

甕した器です考it盪多 :羞今轟多えを多 :′ てをヽみ

彦参家多姦・夕嬌髪:み拷考をこスを老多こか髪みて

なて参L多 サ。

匁 鬱 了 秒 銅 貯 鈴 澤

卜貶うこ裏みち岬躾がえ懃うこ象で多多晰髯ろ珍れグ

基るゑ鯰うこ.■%峯能多多多 携を多るこ%角 つて多
多数多れてチる。
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鶉 蒙 飩 鰺
―蒻肋量墓象をところ脅t爾魏奪後の4第鍵鷲影多ノ鋳
みをやる勇み後嬢多雛をしたが、呻甕鋳髪麓で甕鞍.夢

像だ議が鼈修ジ姦ゑ多魏ガ襄%を 4琴鰤考義彩晰

鬱携髪ひ

子禁斃多Li了・彩参甕数が残髪潅嫁と推票

移そそ蓄●そてγ tt llllを 髪え、議え潅をで套多

宅 3多

"が
多蓼暮れ蜜した。そして、その多多

からよりZ鯵な数字と、金震の多け
'こ

験を多葬

%参浅えから象を多はするえ鋒れ、え饂琴鰺金

践を整髪猛域と.多 .ま した。そ参象うな髪針を禁

拷髪

多琵易多の多髪髪,ゑ ～多から多奪考
'こ

多彩多

多毛多家ち、髪1多r孝:多毛:こ 裏り窪肇る電髪の多奪季鍾かなさ多ち

てもヽます。しかし、家参蒻参:彦 翡ゑ参多葬
`多

た

拷二ってみ髪ちであるゑ録,こ 、孝幾 多多.魏琵轟

多薙参%彩髪郎藁髪多するとちヽラ%:多から参象

多参多mを受け多した。これ,ゑ多奪葬の多を老

えて参多髪場がでな多夕Lと りLう ことな難です。

■珍 ′多参織髪家
孝えZ ii・ こ:多 .資笏葬′だ:す で 多をみ葬象 董寿

■往 `を多があった参多t.%をみ髪多と多彩を

多みをうか奉よ寺:こ 多多を毛為多した,笏 ,こ 孝

残う多 :ゑ 魏多え らつ%と 多多邊み、こ彦多た,ま考全

弊で 25甕参考ジ話しか確難でな菫そん脅し先.

彩を作蒻多燿i進み、斃擁夕は難が鯵え後やたみ .

安全な場考ιこ移裁する多髪を:ま し発たのる多髪

の鍵をと魏密をした。象多本移意蜂で:重彙Zそ
墓裟 :こ よる斃多核多ιゑ:承 とんどあな多そら,

孝髪 Zる 多 7男 家、な存彦霧こえ移多、話から

多愛しゑ全こを老をテイをヽた羅孝

'多

髪後が裟墓れ

て多多し亀夕,二千藁多れた後多から擁が擁多Zi

したとをみ後多 ,多 ぞ霞:こ 資をLi多 為ることがでな

ました。

減少を統 :′ た_豊劣・多葬 る孝残 る多多窮 :寝多

γ幸務を燿え、孝残 蓋γ多務鐘誘豊了 '多彩参
の華場E、 子多紅鯰べ 2を 葬多彩くな等ましたが、

名移舞の上鰺、48華参髪葬があり～滋少鰺彙

る終わったのがなと、今後
'こ

髪簿を持てみ菫多

'こ

なりましたを

今後の多彩
'多の多髪麺行象を維録としてL篠拷者が多

者をヽことです。在膊籍で蒻蒻名霊参嫁なか墓多

ってなつつ嬢蕩懇多す場1ち 多″全像をカノ
=― タ

ろ:こ :義乏懇髪そんを瑾L学後を霧多多%と して家

幸裟んでくれて与Lる 学技毛姦馨彦夕ので,教斃

夕守こわらの学彦髪■を多して、ほブ,多 を多っ

てをヽかな:す れ類をち:す とをしなと急ってをヽ家す。多

拷t多 :,4つ ち:こ 攻参多角を多てることる、本〃

客拷ζ鍾贅かを教りし贅多彩髪多券裁子です,

袋 卜 多 繹 鼈 匁 咆 彩

恙髭多ノ″多ルはど秒後をL珍鯵で、そ多ほう炒参老

やが多つゑ。重 (のイ・参多券猛心が多奪る多て

多多彩参義髪グな観多●.

■‐|■|‐
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髪甕霧形:な 嫁を、多%多の%多孝■ ,こ 晃うえ

るウl〃ノの多 :こ つしして復季立ダZタク髪甕:ヱ

姿難が鯵立したク豊〃ノ参蒻 :こ うちして多分し多

したので、今魏ζ裏髪髪し発クtfノ タ多った多

:二 つつして髪クしたそヽお客等L多 サ
`

霧難み多を考、鯵多孝島:こ 義多窃蜂後と二Z
考 %を あわそ て多彩参考 参 ラ ミ〃 ノ鯰家 が あると

をヽ機L移 し危争そしてそれを.「%多孝島やラミ

ガノ老多 ,多彩壼多」 4季峯多髪憂多彩多 毛

霧髪なくらしう名務霧斃多髪究テ.2003
多彩舞うとをL多 鯵寛ζうなみました。しかし、

ラを発髪髪.多髪霧
'こ

多た
'こ

こつみラ毛グアの多

燿iZつか窄多し発寿等、これを多片為とt鰺多

孝■,こ 義参髪%かをみ象燿tあ るこ≧うこなをぶり

発ぅこ義うる.多霧多の多 :こ かかってそしたク亀ガ

ノを多った多
'多

らが考.彦多多ゑク亀〃ノを多

った多套ラ勇・髪てす,そ粂催 :重毎箸資が多,4ヽ こ

なるあって、どつしL多 多彩でラニ〃プを多った

参か写了です
`

こ参ふう,こ 夕彩すると,死んだをミイジを老

多 多́をして参を考2するたちしつ″鶏そこ:二 Zつ

参ノ奪ターン考ζらったとをしつことが夕がり多す
`

%多孝■参髪無攣L霧髪幸:こ ラ毛〃ノが多
'こ

か

かって死んな場多.を 見ガノを多らそ象をL段 多

:■ .彰後をつそZて 参てもう予農ラをこ.と をしつこと

で丁Z:こ髪脅し多した,そ れて,羞 、深脅したク

1〃 ノを多はをみこ城、著参ような斃分ちがわ

り場てし梶たのでしょうんL今

多完,こ 彦移り発クζガノを多っ先と分かる多

:蓼 、シ%燿0そ ,多%多葬葬髪寿劣髪考.孝拷蒙

彩孝寿兵甕多髪.髪多多′%了寿Z髪考,多毎多
多

:´ :多彩攀多〃多.毒多τ食堆多老修甕.舞確
・
2ニ

4手多|み移i考ち二考拷%で ,多 髪髪奪多玄参

彩象をと資多孝.え多奪彙Zの多五を
'こ

みを多

夕.こ れら麺.4Lずれ4雀姥孝から多彩
'こ

か:′

て老立多れて髪たち身です。たとえ,ゴ、:1,%で

:蓼 .影多多豪髪Z{:二う多え′そ|み を多多ら 4:たZう 多多

乞多多シ奉え,ξみるんか.翼で死んでl乾 をラ1

〃ノを考死して,多くみ多方をみ髪薙/・毛多し

多しそ多た:ぢ 姦こん,多 ,多勇i多 童なえで%舞 義
仁轟が

'′

てうしたとし多し、多参象多奪
`二

死んだク

1〃ノを発毛したとを■ 多ヽ′.夕多Zら 多を4.

そ暴多髪で考んだク1〃 ノを考こしたた基舞蓼

農多:二 多〃考4老多多免そうで夕.多多した惨

え,こ 髪多
=,を

お41て多多とし多した. 4等 :多 ::

こ参夕多
'こ

.多多髪多
'こ

か発ヽわったカグILろ

っしそう場を ,多少なくなってし彦亀～多したが.

そ参確み多髪 4.毛塚みえ燿i髪 を教多してしL多

と髪を〃
'こ

髪産そZ舞:″乙で死んだラ毛〃ノを

発死して、そみを考髪霧生後な毛多 し´壕多 ´

多たそした≧IL多 4幸 が多うちi手 で夕,老多
'こ

か

かわっ発え奉なか
'I`菫

多舞みを1多 夕拷t,多 :こ か

か千てしした蒻多≧
`菫

彫った冤多ちがあったよう

です:えをかクニガプを多っゑ参
'多

、そ寿多多

で:羞多夕を2つみてゑ髪でななをしと特予笏彩鯰

な老髪4姦 窄多した多こうした多粂:6よ う考多

写多 毛

會疱たメ鑽仄磋斃
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嫁、今でも燿稼した場をに多姥でなわれてをヽる

こと考す。しかし.笠後を呼んで多髪をし、人

務と舞蓼ぷう蹴墓まで多立するとをLう のι羞どう

そし予ことでしょうかを

幾多孝いて参ラミガメ参考葬 ,ま 、翡修多ピーチ

ランドの鼻季葬多霧参多影二よ発と、それ義ど多くな

なつ場よ子です。したかって、ス々iま ウ豊ガノ豫t

老ダ要:こ 多44と を多意とちヽラ斃持ちがあったよ

うです。上難した珍参
`I峯

産参後:こ 燿を統多そ

て多すことるあったそ多脅す。そんななか、死

んでりヽ4ラ ミガプが葬ち l― かってしLたのを見つ

をすると、 多からをヽそう瑳れ慈って老多するこりヽ

つこと考tみ なました。また、大髪を考権者彩本、

形童脅参多彩で磁t隊纂寺ラミガメが機次マちで

議
^ち

上鰺tっ たとし毛 .ヽ見つそ,た人々難こたらを

先鑑モあると考えたや、「を稼Jと して髪えて、

ラミガアメ%う かの意態を孝してをヽるとをえた

まつです多墓らた、墓石:こ 褒まれた文字を死ろ

と、髪舞燿t髪立した墓石
`重

鍾「多霧髪碕女多髪瑾
などと多かれてしヽましたが.影をしたク島プメ

の多でな「修考幾亀態t「髪多髪を善tあ る壽

多脅 悽孝 4姦 夢をL 移碧易髪ウ
Z参参鞣多彩後幾多2多 ●.

を多弄①―″方L髪多を 1

,孟 「亀窮多笙Jな どと発多えて 複ヽるのです。こ

こうしたことから、深移したウミガメれ:羞鍾参

髪考を多って多るとしヽ多斃持ちらあったことが

夕かります争

最後に議鰺多髪I静豊そのオカメサンをニラを蔦て物

孝ξこ霧介してお老ます多これをま穫擁4彦多 4鰺銹)

:こ 髪葬墓れたこ難で、今のところ、鰺多挙々で

:羞一番多をL多参ようです。これまふ、次のような

轟来があります。奪擁42多、多攀多奪嗜■多奉拷

多多:こ 鬱髪ラ髪のラミガノが多髪嫁多し、勇髭ラ愛の形蔵ら義と発

緒の移圭考の多携が多 l_考鍛鏡羹へこ参ラミガ

ノを老葬し琵るようなしました 4写多アウ多

カノ参苧霧
`こ

な「多劣拷蒻女参Jと しヽラ多文字
と、シ駕i野参褒え多孝ま多場象了il人の鍵髪を

難してあったた峰、多後がそれなると,こ 燿影を

教ったところ、髪髪 :こ かかったシ奮ゑ%の■ゑ・

ら考多場が、ラミダメを多脅し髪こと
'こ

まって

多気燿t潅をしたた録.%亀 :こ 多傷からそ寿カノ

を%をこ後したと1鶴 つこと考t秀ルレった参考す多そ

の後、多土考て難これを考カメランとして孝ころ

まうになり菫しゑ,多二を,ユ嫁多髪霧参多か髪多

場の多多亀考でみったち録、考カノサン参霧霧

維多手%のみならず躍遊堆銭多で広かり、現在
参霧多奪参髪多の後窪揚1潅多するとしヽラ多鍵が

多なって、 彩́そ参多駿が発鬱られるよつまこなっ
たのです多

墾多孝島でや嫁の本鍵象降Lこ 象だ:′ 参ラ竜ガ

ノの多燿t多立多れるよつ,こ なった寿義、形孟を
参考えメサン参影が後多ったとしたつことが多甕
裁者っかを,舞 をってをしみたなをたます,こ の議が

多参石こか,こ あったうえ考.雲透脅死えて4聰 辱

ラミガプを見つ
`テ

たとみt考貌ぞZ毛 :こ 髪多し

て多多してみげよ参.と をL多 斃多ちがえを藁雀

蓼危暴だと彰られます。

蒻髪ι咆参鯰貴拳葬孝文ξ宦髪寃考の等多彩叙 そ登多学シ
〃′舒は参狩窺髪究髪

`
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髪葬t多携拷孝を彩髪多轟み遊髪髪
'こ

髪したえ

孝影″をそう考んで釜1多 夕.今多で髯墓多盪く、こ

こ眩眩寿多髪珍孝
'こ

浅夕をを形びて接して歩多し

た。多み参種とんどを 4験 {髪を4嫁ず,震彦で

多イして多た家ですが、実なろ 4薙幸彫ニクι衷姦

多参ラニ〃ノ:こ 霧不:Z姦 窄まそんでした今をから

髪え,ご写乙憑なぐらそしをすが、多ξttZ舞 てらをLア カ

ウ竜〃ノ寿燿多彩多考髪裟プ霧ック:こ 数多っ発死

%をええるとがある多多等した。登多考サ〃ノ参塚

多彩多
'こ

姦くわし、まくるま墓資彩なウ亀ガノが

をしはるわたならな像をした彩多ですっ

なイ多後のア拷ク三ガノ参燿々を今年拷・ら後
"たみか・ ″,t多 それ雑脅蓼え,ご.わ みえ寺壺みをこ

:婁 多ったよううこ客つします,そ れ壌t%機、製産を

老秒数を夕る一九の名しグなら多墓んるこ轟夕ってか

ら´′・ 幾́多っ発段つて夕,多 し,′を霧蓼墓ら多

そう、多どち象髪多ットファク菱象髪多 :駿多仏

多らイタ.多から涙で瞼多彩なえだな7と 4髪多

喜みるこ多らなそつ斃てししたようです}つ しつら写

Zttξ I碁 ってしL多 した,多 彦っとした多 4髪残参

象多だっゑ≧彫多みを夕考1)を二髪:グみで今寿片%
が多多ってし多った家を夕.

多舞拷孝みををみ場を琵考るた鋒:こ ′Lブ クルこリ

ーフィン寿ふう葬Z幾多i多うち二輩ルを擁霧で.多
を多れ攀し発みをサ。多嬢多重〃ノ参ヱ 争ランデ

ィングがあると.などをか多参晰髪舞蜜髪
`二

一移を

えたノーマングラス 夢
'こ

絃夕麦う多孝するみを

'多舞饒%で、拷奉絃 :蓼歩を死てlL髪髪%燿t髪燿髪 L

今まて%え て4Lを がっゑ多多彩考を二甕拷t彙孝鶴てし

Zっ たみを夕多そ多から数多.多多孝・γトフ・‐ク

として形を考多轟筍多ξことを考え蒻釜多参考参了

形を多:多 髪んと一孝 ,こ 考え髪多移てをたと考ち～多夕,

多をなから.彦多多こ透号を墓多Ztti塚 難で磁う多

多ち,多多みてし多をしましゑぅちLを 考等多多多 :こ ろ

った多翼孝プみフークのを夕な笏多多み参●多多

多を多 を考まをLと ,な んなか髪幾多考てえたみで

すか,多髪多プトフーク参髪多参考多寿アカラ
=

〃ノ奉多多 ,多 ,多 ラゑ{Z'こ ,多 死髪るつ鰐2を 1し ろ

作でし発.多多葬:重要矛争髪えな,こ そをして老ぎたち

み参、多易彦孝葬`ア カラ l〃ノ参i多多夕髪が多多

,こ をってみ%る多堆t客 42影か:Jず「たたし
':な

るを

うなりしのが:書 を維髪.考ルをア拷,tガノ参雉多

Z葬 ,こ 轟髪く髪をそしてしましL多 し7_‐ ,堆物L多
,ソ ≫フークのうラーえ義務玄維脅孝ころ 権 髪絃

拷多学貴学%″五孝多多ク斃駿彩墓ん参多脅多脅

って多彩そし裏惨と協ってみえましたそな多多の

難多は参%考脅髪
'多

:ろそアで珍形毅髪多と多髪を

考うなをサれ蓼発多.参の行了み,こ 舞多こと鍾i:iZ

多考あっ後,彦孝をし多彩みえ裏琴スリ姦を夕.バイ

クとをし惨多彩を教琴れ孝髪参考参》ライアルダイ

クを霧彦し夕し発ぅしかし劣乙多やると孝髪寿多

っ緒な拷考を教けなをヽライトを考るみ鋒とタイタ

を多うこ薙らわな秦多拳:こ 〃みたる考力を分そこたり

うグ多したをう参考影を老でる季多脅薙彩務多かって

し多をL多 夕を考だく考す。しかもア拷ク毛〃ノ奉

免了多毅ながな発レ厖つかり多をあっ幾秒と多

"が多ぞ:こ髪多って老多した。そ躍筵モタが多彩善%か
ら後やんかるです。上わがら発孝隆拷Lる と難多み裟

えてくれを考Lっ ゑみです.シ多彩場えを;で 多重みを

,こえ夕を分かと、そ死ながら
'こ

■髪多夕っ

′= ィ て や 髪 髪 Z多

そんなな後券髪そう.を考1て孝Z維 アルクtf
ノ参 貌多シ″ダン:こ えったみですみをし√二鰤が後

多るとそわか霧舞
"多

粂4三 多乏拷孝を髪こつち

なくをみと.金をとア多ウ
=〃

ノみ え笏夕ろ杉子

タレ
'カ

ンフレっ
‐
4Fく るZタレtし てな多夕子アルを三〃ノを1シ

霊後を考多多′針を死ると,多多笏な夕をな多多拷i

髯

‥



あるような冤かしてなましたリアカラ1ガ ノがら

えた拷その霧毛の形←.う しく,ゑ多湊脅発の家霧

をまな形て多える多粂みが異てなえのです。
黎て,そ こで豊孝髪み多えの多で多て孝爾翠虫

な髪多 :こ 多多 蓼ました。どのよつ姜こ冤てみア拷多

重ガノ券Й会を多巽の多饂,こ ある髪移プ筆ブクが

■んでを1を み等サ.立劣やカラン象を多了て孝笏
象二が鑑まれてしちるのです。多れてからそ寿釉%
:彦わり亀て,皇う亀たみをすが多彩するとなけ

'こ

ろ維姿
轟多ならし髪象をした。多ず`多多参考匁

`こ

ある髪
彦ブ雰ック菱多かL孝′重雑晰議してを場をしtふ 惨な
のです。みをみ舞鯰多等,政多携の多甕,こ 難教髪し
てみをまをみっ多髪のを義:ゑZ裟鯰を二髪をかな多
彩な霧かなを名で髪を形致してお不、髪霧議髪,ユ

多舞多,こ 後を考
'あ

やます。わ多の多彩を食警参残
をかな窄参多象でま髪裟プアック場ζ多嘉した家です
多ζ、そらそろ鼈多携を

=農
多震,こ 老ろれてしした参で

すを多墓れて髪髪後拷拷i鼈鍛してそしたと
`衷

考えをこ

くを発みを

'多

そ参携牽参舎々をこ墓る髪裟プ牽ック
ルt今そ咆燿しプ蓼ブクとなって等しを維てす`蕩 多

象で多i了ノニま多髪41ァ多ク蕩〃ノ排t髪裟プ多γ
クとこ多ち考彰戌多～ガ鰺彪レみ笏ノτ;多寺ところ
を多けら資が多ぐを二燿多多Йがり多なながら多毅
して

'L多

した。プジックれプジックされン電ニック

嵯穆董tiZttNttZ浚顔瑳まざ豊鰤辱食恣蒻は、
多多多彩そこう場了を葬多雛葬多し発c髪絃プタッ
クを

`圭
わを多多れたアタラミガノが多多彩み″多会を

覆えて多考まで多残る形萎そ髪裟プダックをこ舞わ
多彩:こ 髪れをそ良アルタ竜〃ノろ髪葬箸髪後多 :こ 義
蒻髪を多した多こ参多髪拷孝で城.髪ゑ:衷脅藝裂
彰 :こ 毛蒻多会寿匁髪 :こ なって議L多 す。多巽影髪多
を多ろイろ髪多やな多数多持ち彰髪を考馨厖しな
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