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この報告集線毛銅伽53年3月13日，件8の剛，鳥工れヂ一塊躇歯頑か匝よ用て榊フ

鵬「T〃中根子を即ち屏朝練頭」とIl痛患竜で・の璃痩青書めたもの1即。寸で1ごこの

葬列の伺え令とLTは昭知見年は月に行柚たもの（kEK R甲04　77－7）寺鋸ので，

勧せて争考lこ抽仁11。今回の研儀食は，ブースター中旬を与ヤ字′レや圭」ンゲ竹子ヤ字′レ

ポアップす号のが朝吟な朋紅のば；て＝1，生々Ll一時鞠に軸・小長。L如小，て経書のよう

零、ややもす1ヒ足椚蜘亘辣Llて‖さよう甘毛のでヴく．細筆の官痩708ポーサ“′レI亡近負も巧言積

琉すうこいこせききも・。たし，又，写葛でく多数の音h液幼身筆者がヰェネ′しぎ一戦痩′こかかわケち

たちよう絹漉しも。この痢鴫は　KEK的理知研先発として行われたが，何時・こ．β脚52

年度痢貴腐監費鏡台碕藍は〕「中内｝によl棚の廟免．のき紬の一報としても布巾重た。

ふけに、砺官舎の760ゲラ4号のとち。
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KEK耳鼻中向与石綿計亀

帝大壇　　山崎敏丸

紅はじふ二

心ポ回にも『てて坤由子やミ1オンを恥た偉草城の腐先をは鋤きことは．息エネルで一助

理儲井川EK）が儀長さ血仁項からの永年の在寮事項であった。KEKの′2鋲V碑｝シン

クロトロンの計皐が．で・きたとき，ミ＝中向チエ遠と日の機能tiてさようにとの考え方から，ブー

スターゝンウロトロンはエネ′げ一知0娠Vフ又20Hzヒいう凍り練り直し庵l放散をtっように

設計軸た。主リンデはブースタービームのIA　有毒尊とす1だけ復ので，あとのヨノヰ昧柚

子生産との他に利根tき1と‖う見通げあ，た。四円年に裁物勧碑鞠線素計石が．できた律

も，島エネルギー奮イオン鵬魯香芝の圭應Ⅴす＝こあたり．核的考を灸告は、当面，卓エネ′レで一

歳物理の分野をにEKの寸嘘音の刑序＝二よ，て堆塗す盲と・・うケ針をと，た。に壬かかわらデ，手

鞍が号のようlこ進行L尊か，たのは，＝う日印辱軌＝ようが，ひとつとは，わ柵机厚手承惑え春

のレベ、′レ，取り絶叶の孝勢J＝毛句題があ，仁。KEKブースターによ，てヰ廊けを生半だ〔たとき

どのくらい巌物理にキ鼻でき3か，と‖うこと去，加凄春の檀徒Jビーム走与などの橿締細面から，

あ・占諜核物理と笠の原色方野の最前線から定的′ニ掌輸するヒIlうイ乍音律，官は馳告で行われ儲か

ったのである。このたら，かなりヰ鞠毛ました萩かあうこいよ歪めない。廿76年にや，lLt一宇

わぐ，た，ブースター・ストレヮ≠ヤー　軸り　刹鵬鴫は，中三春′Lf．一般幼者への青軒．朝珪

音頭街への貢献，と－1与両局直方、らみ1上空痛かあっ由二七かかわらヂフ輪亨ことIこ，兎をの

うさ馴こ包，てし去，仁。今日、われわれの岩驚喜ヒな3のは，ストレ・ソチャーあきの，古布め与

JnLス稚ピ、一ムLか得られ与l－ブース9一とl・ラ．この輔車事賓で如。

Lがしぎがら、軸でもわれわ中日ま，十釦＝意義の釦．又鰐束への褒及劫異の大き写1ロブ

ェクトいて，ブースター計島を推進持ことにした。昭如らち寺良よりkEKkブースター利昭

格段ができ，轟釦哺如れう。この利同職は，一組ス中性手渡とヰ叔すき療宣号動いてl－う。

烙寿は，直一組飼主行われ了ことに仁うう．二のうち，中和｝フ′シソティは雛壇単軸所属「ヰ

嫡子耳管蜃療短役．の　葺いて行わ仇。この号t息の破象を如如ド壊ヾよう。・響斗＼は

未嶺康忠良の報鳥を和貫軸左目。

一　さて，ブースター・ビームはデュー元包子10‾‘ヒLtうJ絢7赦ど一ムであるので，その特級

が佳かとう睾刻十五号たてね′£’ぢら省11。　Lかt、二重ではどうして童でき甘い架醇には．凄泉

北ど一んが、婆亀となさ。この仁か＝はとリング要務掌帥こぢ大らかの77シリティ育つくら仰ぎ写

ら桜い。王と在、K2，的というK軸略用七里ビーム各ヤ寺′レが大字噴室をうめて‖ラ璃先にかL

脚，－鞠秦或可勧島根叫†礼が，＝叫葛一・甘〃如和レP幅0’’章である・こ
血」二つIlては§午瑞べ．よう．

kEKで可能巧中職｝77シリティの卑鵬ドゥl・ては即急を奇脛された11．
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利息　KEKに和十綿酎向｝与ヤ字′レの癖呈吉崎

（○印鴫析え．官壌軸時期）
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§2．ブース・クー中内手ろ・シヅティrBOOMJ

与3年度から瞳如血盲ブースター剥隅櫓録のレイアウトを下勺．1に示そう．ブースター

ダン7㌣蚤封郎t一ん（500M鱒ト，ト2′A，梅知れ‘亡く，繰帰し冊勧知舶c）は

如蝿薗石により三柏l輔分けられ1。直竣コースlt怖しス碑催ラ珠へ申くtので，せこでは中

一麒哺乳1こよ3納堆碕先月7ァシソテ′ができる。

中嘲手生産クーゲ1トへは下方に債分叶与れたど一郎rつかわれ盲。た刺して二つの如才

′レ∴汝．．ヒ‘’′’ヒ肝でき1予定であさ。予定癖毛知恵に、舶用のレイアウトを句・2
に寿す。

1）甘ヰ向号外ネ′レ

仕度クーゲ・ソトかう痛的仁生成した粒チをアクロマティりクlこ廟足拍子十ネ′レであ1。

ここで碑ら机との仏，の　扶助如ンウミネーションのケ如¶帥手（P¶£帽OM巳V／C），

◎舶すうミュオソ（恥封印榊／亡）．，こ相生域タイ．りト画迫債務をもつむのが今日勺

で．CLDud〆ヒも呼ば敬てI巧。レ毛細に細′君．，¶の齢オ畠如ポ方が生し別のZ．．

舶在蛛曹帽に大きLl。◎’佳点ターゲット奄酢は，たが欄朝号ヒき蛸邑r2錮k叫

で且つ細伽鬼の〆（アげ

ナr十ヒ鴫面〃十とも埠仙3〕。

こ鵬尊い．又は均度の朝柵＝

とま的で，5t嘲中錘應叫坤
I二丈fIt。

箭）ミ⊥右′「ケや本心

08号向に生成した幾度のあ

Ll甘軸与舌癌郎て唖醐勘年号

巷よ1号如哺直して生産丁年の

うち雪ぐ蚤で後者晶恵のもの帥与

を薗狛叫幻一又，これとげラサ

イトに南柏竜のF噂l看つかうこ

Ltできち叫⊥）。この子ヤ如

け埠電導ソレノイドを孤几和地

アションとLi恥1も。

下1・之

β00Mのレイアウト



亀3．β00Mでの如飴鴫

ブースターの埠手ピー4強度射”2中産ので，叫向瑚′よノノン・ファクトリーに凰

ば恥。しかし，ミ1才ソの免缶士も界で如夜はうう．ブースターゼーんは伯‾‘とl－う

ものすごい亮一和国多をtつので，そり廟郎’－4線を麻を蹄島との。坐こで′β∂叫

では、このよう協約Lス紙中向｝ビームの暗色を生かせ3官等が望まれる。蝮在考えiれZIlちも

のは次のとあ．りで毒i。

粧年押榊か梅馳鋳り酔嘲り
もっと毛歯型珍なものは．偽睡′が巌に噸さ血，励塾アイソ7－，え・よズーク子年定廠潜

の胞が生良作3ケ「721・あ㌔　〃職の柵綿′メカニズムヒの南峰J又ベ」絹亀崎乳，
叉，生成巷痙嶽亀て・・の罷蜘棒互咋隅の蹄見，などがあ3。幸研究令賭け1森田正人氏の

′2C（〆，y）はB（t．′1～20押収）の←スほぞの鎚のもので郎う。′叉瞳稜の髄と鳴

盛牙或象二は了ピン埴五番鳴境を薗嗣す3ことができS。叉，¶輔薗封手桶キ卑職の生年の応

用毛LIうIIつ考えiれう。

8）〃了ピソ鴫敵・各鳴
BOOMではビーム蒔向嬢が知ns亡Cなので．榛鶴によう・ミ1オンスピン′寧載乃うち．

低嘲叡rLま10M他〕lこ如3・綻義和か紙上でのスピン鴫や．スビ欄和魂象り
蹄　には醸啓によい．

C）一級娩峰件のもとでの蝿虐

ビームげノレ了にJ翻して絃蕗向軸こかけられち頑碑，たとえば鹿郎ワー巧もIlrィ．，郡亀

埴虚．専どが告或でき31文．一向のバ、一ヌト内でこ喝のヰ両封増殖て存在白鴎車が嶺とち

ので，＝舶こ伴う如或鼻が慕・目す細生もあ3．

D）埠ぢ或星

埼年輪がも・ユ1露とき一腹噛東がキのヰ息だ価＝しか応答L等t、よう粥のぢら，トム

の′れス粗末紬ほど璃垣て一年く写ち。たとえばり虚止sfeCb帥吐け細い仁X線′y楓

の輪を愛唱のよう甘境合であう。

鉢．RHASEO計亀

珂KEK主リング増観の朝晶う。R1．3に示してあるとお・！，KEKの月至
と怯，て113K2　も・よがtr3　の忙巾柏で一ムティγが走，7113。打之の登城ダーヂ・ゾトの

直掛こ一つのターナー，トを細，そこから触向lこ放蝕されち丁柵手書と　だすと・lうのが，

P南光0餌蚤であう。そのレイアウトを軸4時青d　このケ十年小錦喪中練噂のもの

で、やポーて町2．打ちの一二紺、一ムライソ下液が太宰痍皇呟舟＝伴って蜃射れ向瀞富で－は舶な埼

締ヒ置きかえられるtql為とて113仲桐fl）．

5
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12鎚V碍・与によ頭柵触難事のス々クいレは如れてLl甘帆が，毎．引＝えすれ硝小一

恥丸の2．q klI鳴拘データイ・ら惰刺す了と，士如任1字′しぎ一叫内子が也て〟ろ〇㌢がわ

すう。そのスペクトルはけOM色〃cl＝ピ「クをもち，尊重より息Ll　ニラは組曲社埠た蛸ケ

して11号ニヒを　と3と，C抽d　の塙綾なは争棺によlか｛しれない。この真如OMの¶声

で寿ルの塙醇が血隅で雷う。

如キル絶縁

Q甘～95e

此方～20汀，汁

楕戒　のQ一8－88

チゲこソト　3－5叫のW

転　ま300的色V／c

dP′p　～10先

手浩幾夜　王I亡loほ脚に対して

¶土用8MeV／C，は♂

C耳目紆廟ん㍉抽0ヰ
A叫＋12宮M亡V／C，1x10‘

イ且L，ぞ±′竹の巧碧痩はかの大きり。

与やキルの催樟

射線躇

久．Llくつがの植ターゲットから℡らQに放

餌栂甘モル士の歯音Zが7ト′レ

の刻秦を行与（これ自体．如い・デー

クヒ与る）。

R3．5　3旋V鳴きによ再30に故地で亜3

触手Zオフトレ．

b．二郎斗和几目的も繭事

OPUMi芝地．瑚・

卦二郎篭

与ヤキ′レの刹剛こけこ由音量たせ5。

O pACl瑚度し．酎タのきま，た吏壌卑街う．

◎テストビームヒしての寺・凧　卑lこ理性替えのテスいことど未らデ，1甲睾療計凰句可経略

テ写ト。



PHAもE Oで可能甘零醸

女・∈－£I2GtH＝おけ1枚からの租拍腑研け．漫勧告ヌげっト′レの判皇

bt　ぅ血〃如，ズ′よlhf／錘¶1ニよ了根風を．多紡接地，稽密

C．′打′′碑瘡綾のガンマ織ズゼクトロ7コピー

A．TrAす骨亡　母　恵工事′Lで一中経㌻ヒ高言と○ン賦払との胡向

e T即釦＝よ　電気四書棲モーナントの万歳館甥俊

子・P緒嘩今嘘車の青線敏和え

3．鵡壇〃厚手のX醜t祀クトロスコピー

●t・ド1ピン同車，槌気モイントビ的稚′イヒ争

え．卵枯骨捕縄桝坤

j．1TナT‾硝堪えぜワトDlコピー

キr－，（りl・1考えiれ盲。
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島瑚ブースター・ミ1オンナTかレ

細工　露富野　氷像疎を

gl　けじめに

こ〃小牧曹l事　刀キ嵐l；町政～れ手　車思丸字露尊卑†両手脅誓え槙録紋〆　彦　サ　▼

珂ナースクー利昭液敦に　ゑ狂する手足七ある　甘′†呵　た裟71シ1打力Hで軌ニ　ミ1オ
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碇ビームであり．唱えに各1線写嗜癖埼線色再，1・－与．呼号知略“4櫓一ビーム●咽．的中喝

鴫で盛られて看ろ・恥認凰…－レス草日用〝佃・平瑠1ろ軸上′月乙軸狩川・ニ〃即

が鮎尊■穆坤甚号11ず一㌢軸．′す堰けl事パーレ入水であう．姐，1射り三一才ソ号で字・レ鑑敦

のp稗lf水本与だす認良〆あく．バック・グ’ラタンFの飽く軸足のu中バーレ入坑ミ一才γと痺ろ

こ乙でめ．鴨か、ち軋しろt　3攻移｝tあろ三1オンも緒3着抜けとぞ考むられ　r〃軋年が

′菊鹿篭れ　…㍍rl削頼れ．軋蕗良くたかれ1・∫与も4日　泉上に示した牛つウダイア

〆ろろ・この恒如利伸腹の的も周　れ已り′く・りク’HyF〆ケなく，′絹麓かr

如く・え剛タイプト賓吟の冬日血乳l埼く産べろ後者′し払止岨d′）で烏1．ポーはこ4

酎′モ鼻血仏日三一才ツケ†㌃・レにつりて考しろことに1ろ．

瓜竹†4甘●駒鳴9、ら徒事′色落ち寄孟11咄了ちとか痺lニ存ろ：Ltl馬手盲確軌二号1

mを多目i（之）如し細l血号呵丸伽）で入丸棒句で確度tさ頼甘4虚知音（‰）綿

何級カセ盈JC軸入射希Ji13）盈勅書4塙，印も来年ウニ乙なく希中二比べ綿に阜・・醐lも藤
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Ⅳp＝脆くも，釦・C（¶サト与　　　　　　の

ここで廿は多戒緒均r作　れ入知恵　軋った級q甘4多足　C（甘1庫）【用確泰で4重〟錆壊硬度．

亡′11鵬を欄蜜印す．ⅣTlT監lこ加味llハ丁ろ；

〟甘雲嶋・ち・rdをrh・㈲んf・虚位Jdら・■月オ（2）
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ここで鞍：確的4巧さ，工p：舶朗が～で／dF・戯；訂皇正敏令朗命軋』も・通す：入射恩のエ≠′レで

一塊♭む倖句q饅甘もち．

担うれ陀JFが与隼沌えーニ7番潔めlニ生絹虚も厚手ついはEォ度〆鋤4度鳳甘ある・

転けCガザ　柏蝿風凰〃大き　凰叫棚旬報‥・ち泉色されろ・訂〆修了ざると中点

喀勒匿入う旬lニ砕爺味〆超り1日」諷小一高すぎ香と生顔村会痩〆惑うぱ■、叩1亨く　辞され硝虜

恥萄如庁′申飼線路さt3ニじ〆缶諷恥．鋤t〃場合11盲が：′2州‘ゾ　酌　をご2卯厳
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′舶ソレノイド†tのサ両壕4線〃
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ソレノイド■阜さ1一ケ南朝陶右折に融拍

車る堤長く乙1てあくも．ヅレ1イドで4与麦で
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こ川小路坤　で輸薗　れ・これはソL／げ†〃呑臭と路ろ甲南痘ト目す象盈働号4乾生

建碑坤－ニ如たことに村右目・大∀・如の埠£瘍射Fri【門戸8中軸泉は綿綿で

ト叩劇甘削減的可新潮机盲目・如川棚脚触接矩日日紬時抽ふ

ろ．血似匂・ニー手　鞠l＝丁か虹い率各線命一二珂Ll入．¢・£¢4枚紅組腺珊叶的に札ウニ乙〆水本

ろご）

長峰恥2卯振脆d廿から〃舶′1ルHF†で〃ビーム凰雪五紙・堵細島・彰〆
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（z）争皇ゲ牡鹿施与▼鼻lレ
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（3）ソレ／イド〇、，青年痛感雇い

吹上■椿事。・与ソりイド鼻緒如じされ仁多童ケ級緻カキで車lレ臭に1勒4珊如碑

痩し稀乱叡争いも叫巨に．これ且4疎略で号L細い・な〇、1rニ如甘4盈触手lニ萄絡・悼■r

h1に噂4仕年めげノ血も号も′4旬級嵐′たき　ぴあツ・ン4たけ舶密卵富力ろ・これ

色4醜蹄・軋由恒でうち〇、／つ毛釦てとき‘1、敬作．細を■阜あき山川綾・咽1もげろ．　奮γ

観咋・患いである〆．タ童佃戚右の舶lI（LJり一櫓会tlrL如．′り一（，q可も・・1汚臭

合11サ杜鰻皐も楓かニiベラ㌦争〆ろサlれ叫の細枠引臣、ビウかい・ク疲句〆乾すろ．匂J
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如細で軸牢1患いサ綿糸軸与硝沓イ1日†〆錦与．

豊年・れ入射泉・′脱机の鮎†
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（J相即軸舟酎・ら生す一ろ受電監事う仁すえjU丸棒属官b与えろiはけレ／＝rq大やへい71甘

Il玖争ぎ‘みl二大御するラ（〕）敏・Tと肘「廿の凰勧竜は凰車与だすたき咋鳴～碕4ニ‥ヾ．よ象う．　田7

1二手すいItJ叫4超も専ソレノイドケ▼え′川大和を811崩壊され乾z…剥ぐある．負l＝甘

墾厳罰埠的4釦で1レHrの入管堵4ヤで舶りlニ綿＝つlこ註軒されtいろ．萄いすで才一レ
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石．バ4－薇与相互隼酎1・扱与一重与相互埠か；鹿町て禰互咋曙の鴫東銀憎く．∫ク廊L、．

そLて／ヾ1－枚を咽て‘峰．熊手一夜射町㍗トで互対称化13甘卑〆ガ‥．蜜1【咤バい鹿与徒爾互

維酎丁．柊与一恵古根舶互隼紺K比べて理爵じ竜いかIL孔ガ1、．
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加増努（名工．哩）
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＝仇tもてこ中間子と結合した痛手王Q励起竜一Fがスピン・了イリスピン嘲細，た・ごとIご由雪

している．うエDW鵬，磯I二より盲昏場となった茄t搾詳細細ごあり，旦
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翁もLちいことに・ごOd色嘲ウ0感触ポ脚の園如し鯛に・軸CA′『封的煽鳳融＝年一つヒ窃

7て・15・ただ′＝如き‰岬血。川として勤柑さる乙いう考え吉も靡り・鞠d鵬ヤ

d中れ舶膚仙－F。壷嘲軸、勘よく昏療鮎再理d専さとさ車でいる。省㌫如∴て

1T癖鞠腫臼鰻を露草から看たする渾趣たり碑甘l一三とも事安石・あうう．ぢょ，と虎星剖乱あるもミ　ニ

功よう咄句碑画商尊号呼だ佃すきデータ五島こ　丸帆0一針k刷の和上がつて凄艶噂だよいで

個と鵬な加もh血柚吋の馳よヮこ0両でご3こttると子刺したのが智施された0

せ略甘いわ、とのコわト毛レているロを萄甘してよくご朝

いず幽二仁古．DWだけ観ていたのせ周由的宙テ知手にはなら勧、。軸は甘勧輪の2細評軸

算にすぎ如、し．攫0伽甜嘘せき軌坤、ち魯あ亀．やはり¶瀾蹄のイオのお手として05エD吋

号′た乙乞ば協羅l亀散乱0鴎など世塵痔と与え苔の〆尊台しい。また．下卑由与雷電手廟にあて

て壌絶した覆す廟与と0散乱をふようという考えもあるかち頭身きみ糾由，いるように，三の敵如ご

描線円轟如珊托して訂り．稔愚′　pW帥ているごとにな，亡、一誌二の館にもいう人月アイヂ

了が永さ車ている〆．今のと＝弓感触富加；d助成き得るような

もα鰯なl、ようで・靡き．辞しく将文献イ）き有理さ小たハ

サi〇・㌢　　、‾－′

国富．下す血阜q雪軋
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尽せ楓に嘉も融佃ケ鼻も錆色た榛東良も壊柄ウォン蜜鳴

葡上　嶋（胞th・戎ト鞠喀）

尽捕（餌状態）如、如㈲hLtq・ヾ・再ゝ隻鳴耳を毎日。か、鶴橋4日「ヒ†れ．ぎ．

どんな的九㌢上成れftで。楓仕る勧命で各島し・柏は・で〇線l絹亀川・一・・・・・日絶叫

魚は・今晩〃寸も乙鼻lLで一哉針＝かけl聴｝榛東軋＝亡，こ雑学に畢ヰあも、且っ．竜客をテーマ

でも油■く‖憲騒豊こ器芸霊ニl∴ごね欄吏根良良町目し

1．嵐鴫lくりオン隻魂Iもどこiでわ甘，て中川㍗い

すも1え4レギ一塊疎での凰捕句境鶉、、と九号鴫命．性1舞lレギ一席薇軸患乳でSた嵐捕鳴

欄蛸は叶句もさ定がt専陣容，てり。りJI与片伽・陶＝叫1）〆、寸鳥Ⅰかレ餌

場破○†d仇．奮敷地の象瞳ヂー1－台．量水亀放－川サ川和脚）財名主罪人11日■；り枇鴫で

Ht鳥丸、て札束‥t皐も抱l；おけもげウォン養鳴、輪に、ム【′舶‘鵬7）●有島左楓払いたら

りえ轍が、、く・相持ちHb帆て去声．叫下に．れち句集楓；，、lt触粗奇。鴫．隻冬毛I t中風

ナ楓lr，、－て13、丸根データ一一1増▲でなく．線輪べ11シま鳴り各島に一、、tl主食く手喝であも．

tホlヰ・，4－4繊命tいた勧・§叫句すlいナは・Jぷ耐CrqFd一戸亀戸で，

戸もげt．′点わけ√純の融富農■ら・畢・曲れA→加の物品左腹毒で机縄した・甘い沌

A→ね礼の亀が尊から、lホ寛†鴫ムーム細さq露虹鱒未止され、tの朝扁さ奇々てザ血A

J㍉目上いtしたとS9A一▲町的露を亀専tt～16％と軋号されて、、雪が．ミqま線で膚，′でッ

ゥゲラキンドずらの希与が㌦毎夕たきく、この塩tl、．あく与でも⊥爾hJももlヾミ＝Fもうう．

阜血山肌かよ、SLAc滝落どれd一肌Ⅰ屯‾p亀（化し．札＝げ餉鴨覆土J′捕・▼たバ◆）

最良l；目性C　鳴Jq古．pシ久子Aと根親し、亀＊如。サ虚止れÅ｛r′え“）竜榎した．さ。

喪敢Pか“1こも．か年り。題で；ヶずつウシド・ナptスすらq寄与がもうたわ、いくつかq伍亀と紺

1倍り・亀率先　句ムーム奴かt腫勺上粗さ・○・7％tLt“i・勧

恥骨と銅山1は・∫・持年丁紬柵臣㍗銀山Iyd一㌔細りナ幼q長鳥
と0日Y先島でIl離島．∫袖卑繕、快音句ム呈十→Pが如き採†株降、・†¶1ゲラウゝFから

q阜与とへいため・ザddれ　加あれ。蓮動iが・～岬ね玖下り物轟喧袷叶し誌・デークー

Ilfなりも、t膿鯨と泉Ltみ，．1年l寸のムー4討命中恥合t寺号，1％t橡もされた．

β・叫・れ一九五り→P佃軸抽於ttt氷果疇¢一㌦融・ミI湖
鴫｝t舶lL亀．主なげ，1す，ウシドと的中も→巾勧ずらりキ与鰐雨で釦、と与3線に

h無量勤tt－1．1叫砿ド優〆、亀I吉、f〆払いミ触しまもも軸遠路●ぐ，ウゲラちゝrHt貧

しも。き）l時日鳴抽た1本l寸．ムーA繚命亘魯確、上誅が一〇・ヰ焔であ与．

上れち巾も瞼デーヤーり∴1れl恥ミl‡、ムーム耳鼻が何‘か匂蜘会でみ鳥目と農itも3

日がが・・lq馴両峰tさえ紛＝上・て鴫が日日であ，確象的な一拍もi合い・

刃



亀・竜絹よりt、、漁計級的バリつシ隻鴫の嘩ヅ　と　勺l嶋え

年目に糾われ貴も負号氷えヤ。．りわ絹と度も細－‡、瑠‥，－。用…与．

のtれ1ヰqAとん画tLIq鵡膿細れ鴫tml青嵐は離”，叫の．待つ

ミ0台恥暮・中止ふA・血㌻夢〝一山品とん極細可坪山守り寸日の抽博昭

にむっ少しくJL一柳勺It‘すッ7ゲラウゝドが非尊に争、・．

竹山h小目如け融通J絹線も恵放鳥で紅瑚J中り主が

、脚で払・軋む敬が争けかばウttli亡．．ヾ吋1ゲラウゝド呼称

亀が由tlも毎も．し島が，・t∴もホ象日も、、像与観l軸して

三つ着払l用、、Iqは．入射粗ヶ血が何であうド4亡よ．手並ち

な、、し席ケ可他でも尋。

⑧lぐりすゝ食味鴫を換．‥1いえ絃（史観2）＝）q寺鵬）

己の竜礼で－ま・楓鳴lりすゝ電鴫が入射社ナドI，tビック

7・′1°持たも巾が飾1－＝於t細山hう．一触的臨時、◎ゥ

甲止血乱よりも幹也陽梢をせ瓜ケ甘い・え・入射塵hi

も◎－軸べて廿な　他“軋　でき　．したが，．tネII！

1、、愚書楓－ミ輸してミサ養鶏t嘲りH戚可施でもも．

向日．釦▲ド山九諷

01養魚玖

軋上◎一◎の、・ヂ帆q去諷l＝詭Tも．1ぐックでうウシFとで3l・だl†他くおさilこてが最も主

客でもl。lqた脚は・・ヾ¶ワす＝ゝFが削、t的払年を勧尊的な亀年やナpセえー嗜んで竜

泉tlほうや年がもち・句鴇、掛牝亀q札を教・Hlヾくヶ年t一事がも竜い、．

レたが，t、1本1日もt、、租｝軋・根性・くけシ篭鴫と観もl絹、．りすゝま鳴鴫も換（ビ

1971′1ぇはえナウッビング）t乞よう奮鴎が薦i与れ与．17与．k血加点良　日成、石十X

（A，葛）→P十岬hJえは・0追慕お目rA誇）⊥九‾ナ竹等が男も　ホ　♂tこ

岬鴫奄・賂雌が加持、、…、－輌定一喜一拉車両冊中心両側融和．覇、

紬瓜甘い日付短一義・り一打）最由と網、tl青島が楓かム楠鞍点と決めもも、、ナP一寸ltをIも

号音しいl．サ）．くりクでうりゝド曾与も与与川疇事か寺もほ嶋I号は、毒味断輸翁，貴環で．さ、

軋tが争ケtも礁軌＝な，ても・血紬紬●で鼠はヂ嗅釦で島うう．

3．芯中内をニt栴亀を無禄ぬドり線鴫＝ヾけゝ筆叶と裸も毒乱

戦針、璃ナI沌、、軋鴫楓鴫．ヾりすゝま鳴t楓もt・臨tlt、．ヾけさ隻鳴q吏農－こきも恥

撮霹赴lミ，l・！融帖が、ミミでは、も与ll・含諷tLt屯すね与主も義を主観長島・吉とも

寺格Itl＼、1喧ぺう．

恵与机下鼻It＋血キュー島も吏穣騒良11、．どくi軋、

t的M鍔鵬下嶋1ゝ心で－職叫で小く1かも貴唆ず餞なわれ

もが、札内．ぐ1Tゝ鶏鳴日日重ね射射日時奄財む栖扉

や車であり．入無も寸向を鵡逢わもよ、1柑ねくら、一軒血

毒で島も．－ぐッ1すりゝドぐちqキ与時瑚鴫ささで毒も

ヲl

屯且，Alttlとt線亀と象とぬ



措けd、せくIl長嶋lこ．桝だ紘れ唾の密の線な魚島と希i号。

≠手　＋　XfA，日→　屯七　十Y（AJ！手z）′

但し・細恥ふれY（▲－宣子11は・楓与放かれ之軸絹合とtす血相缶叫Ltを息鴫

紺的ドtミミでは前も・喝恒1Ⅵてカも尋・この純綿けい粗佃リオン隻中書与は恥

でも血書トも．ミ轟‖りすLlかいい㍗一ぐックすぅキンドtL

tl、個　q伽く．アイ・ノ■ヾ一・ナカニでAと2微増＝ユズ、

叫があl．

1ヾッ†でラウンドt互もマイリ・ヾ－t　ナ轟己でqlllllて

11．血中櫨軸Ir）－＝‥て・確動i鵬の、t、きい輔で底

部く〆、邑勧1璃筍れ鶴丸も亀に軌知徳Ild、1くち与。iL．1

姪西日＝㍉rhは．7日．ヾ一・日ニか日は比して加も確亀

J、tく．恥て乱巾紘音数虹は、1、ト　日が　乳寸か．小ずれ

41廿セ1も、凰勤竜功筍11とき、1、五の腹含散軋lこすすLtIl

助和親机、い、t薗穐すれ1．で、亀もi碑缶が大台、、坤で、

及恥級Y（A，電雫21tも竜で（ヌハト1Lt悌jf1っか．竜と

やぼ」団‖り萄履．くッウザラウンド㌦い塙与とlト毒く1う

、・、r　　　扉／

情3　－でッゥゲラサ1レr

Ci17小Jlで一・拍＝でへ

仏1芝軸的ヵニでへ

ミtができも。

乳歯向ナニ1萄酌象醜ド＝紬It、荷電輯妹聴Hl，て増反轟tもべて鼠いともできう

りで．他の含粗も比ヾて一牧tも句中ヒ各かhl．

4．瓜中丸十ユ亀有亀吏療瓦も句東泉含嵐

納札徽亀、川根巧再痢仕即臣し川・最も協隼で・伊1・1㌧も久が■恥こ味か

毒も1乾坤い用もLL′毛C川‾．電十）′1台色い♂′あcc電㌔花‾）。0最良左奥iて命事．

帥被曝魂官叫、凰執権嵐一hhr瓜0）t泉上し・1q独酌もとし、勒1えlレギ一丁．あ紺

放．鴫恥と利息亨も．こい＝り、70p亀スモ確も弓も・

恥蜘i匂蝕郎危く鼻9・ltl匂い0・3帥）1t毒もtIPtり年t巾叫毒、e■

亀／〇㌧7〃－（貴報乞食），TR（P霹）毛細日加）一別＝甘）娠町振略）でもけち、利

息与り1諷lLぎー餞恥よ相良象凰溶か的あ、、・ミ今泉由と桐にカートでう用亀暮几して

、主軸は、宙体積蝿薗宥CssT＝〉〕書かもミtが且当であろう掴恥漆t、SSTDが

罷与観吏乳に放心恥た触古寺郎巾が・ミ句他収にわけも楓温良丸、エえ岬一利もこつやt痔、・十

柄も乱しず鳴られて、、Iqで．戦五さえ稔ヽもれぼ、lqlユー7年犠牲は壇でううでもうう．

骨2度鳴Rお汁も知亀挽tLlは・他医村1勺MⅥ／PeとlL鵬ミードで筒小、胡9日－叫

wpct柚け舟如し諷恥恥向と・恥，瞳咄皇を的うHができも献呈加納地軸は

肯なされて、、ない。
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‾　巻島女紅

い　杜命1ヾ・ITン隻鴫lミつl－ての長軸qレピ1－tして．

乱丁・血k帥A H・A仙風み達，卑・叫前払坐り′？吋）ユークー主軸・

11h・K・K灯れ帆帆止しふk叫I　卑・払・上空r′タの〝机

さ）H・も恥肌戌謎・，悔い触れL顔短五日′け≠）J′エ・

牛）LP・ル励′Jd・J　叫e・紬・⊥血おく′‖鳩目押・

∫）P・紬㌣帆・P・昌紬増，▼卑・⊥血幽…叫Jれ

り　k・山高日石乱，鋼矩・L血如（′，の4′タ・
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魔術灯す和し和泉とり純ト上緒久叶惟千ウェス岬一鱒

膏失血呵　　　把枚青森忽丸佐史

郎両
馬手斉ルギ一輝乾坤りノア7一ナルターゲットゼーAライγ．丁ユテストわれで．

Afル仲島痺勺叫昭子盲、鶴罷一“一邦に津村し．楓も川3サ性与り印加キーか守咽たほ．

印勧坤。食わ。鼻攻デー1LtlI上軋ダーrワ“7ト匡・生体写佃く‰仲川でラスサ

ックが与り寸惟子亀棚良しt・喪搬方亀と　今橋『職喚故結果の一部宣教巷で1．

上＿＿五

箇輔肘ヤー新叫っTl千人トサイ溶ルで．鹿駕九号・骨髄rルーヂDり寛如－。勺′つL

lて、ク・㌻”げ叫のです圃弓　應弓液とつ尿起り1敏もサ住子りエ　ルで一命キ隻句岐Lt．

喚蜘廓略、‡）巨召日1∵的．

ニつ亀倉っ省細り日峰は／鼠知りでロが一サル匡産でて雪つり区、fサ喝雪盲象徴預昌償稀1，

億抵火事ヰ寡痩勺デー11嵐得て；；と声あっ。こ。象で長与食草増すープ略．覇上せす叫今し方3

線とつ璃互庸顎で璃1いが、‡毛虔鱈すりです噌千と寄手褒とり相互伸吊巨よう亀子牧人も．ず珠Rf

寸簡手t歴射l亀Lt巨は灯薗lてhでく言明超しして、憤L tl可乾壬風専L7日りTlil。

慮呼サ…サ咄与と施与かつ田僻岬除目糾せ久，婿如神事匝1r－7がすすくそ　鼠色

ぜ掛でも也島与札亀ぼりつ坤でも1、直麓掃いて。サー，琳外臨地亀嶋や串味JJしても、鼠去り

′d享でht f1すう入，て璃呵7　エL、智了思す増子と應手楓とつ初刊飼互仲印と、1勺煉り勧私

それ恩應雪薇っ鎗壊虚像つ麟和せ追求嘘、佃値。亀丁もりと方も与札1．ニつ竜泉で、敬もr微‡

両年に鋤たt食，

ことで惇t嗅禽勺オ急と、今橋叫喚食紅朱勺一部毛敬老71カ．り倒蝕絹張勺髄告咽片耳h

乳．嗅療す玖

2・1　入射です増子ピーへ

Tl鶴弥ル陣場サ絹食麓塵の鱒星壬㊨1枚伊凪芝k苛了・



大町竺汗咽守一f．軸のアラスサイク，′ン41レ一，「一冨，′島．冒，臼㌦胞㌧ォ一㌢′．。隼▲）電虚言

社寺とlて虚心食．
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射れ相川＿y放瑚良し蛸足鵬、、助で皇辛ヒ摘．膿1こ速〟るJうlこ、釦でlこ酌
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如錦各班の賓緩いて吼舶ヒ示しもよう的句が考え軸3．こh主の史船中も臥叫
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ここ咄べ七喪恥粗は士ヒ瓦ナP眈0こ命，もも功で如・d匝止0”増細ると†
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