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♀   ∠∠、♪   フま／ヱ   、衰   ノくエフ   ／9、ユβ   ク、占／  古宇IP ＃ク∠功きね♪ 
月監  

令   ∠∂、＆   コ∠、ク9  蝶 2、ク¢   ノヱク   ヱ／・ク∂   ク．占／  ∠、∂物タ（♂、 

♀  £ク？   クエク厨   人よっ   ／Jこヲ   ノ′9、ク¢   ♂．∠∠  ＃dサ（βノ〃／ノ  
B区  

令   占よβ   ヱ〆、∂／  ＃2、あ  ノ、ヲ／   ／久ク占   ク、∂／  く富野（♂．♂9〃  

血液  ヒ琳  紳口一ス  可食読  帝   粁  帝胃  Iヒ液  帝  穆軸   

カ 1星  灸タ％  タグ／％  ／タア％  22〆芦  3ユ♂芽  フ、／％  えク  ク．9   人／   ム、ク   

β  位  ∫、∫β  ♂ク、♂  プチヱ  ヱ年ヱ  ヲヨ、♂  ．フ、／  プ、卓  ♂、P  ∂＿タ  ♂▲¢  

粗鉄分惑両区に塵感電られ致レl  

巾＼次lヱ餌料如奉を寛之と次表  

パ  区  β  垣  

」給与琶  延覇王牧  麻 琴  要求書  感吟辛  延調教  風車  亀表睾   

フ！邑冒  才色舌¢  墓 ∠鎚  ベタフ♪  フ、／ク  ヲ々ク   ∠タ占  メ≠．勿久≠  2、ヱク   

4！囲甘  ノエフ、含フ  ′：2／占  叫《αク  フ、クク  ′2年∂ヲ  ／．軍ヲ∂  め．如  ヱ、∂タ   

占選局  フクフ，揖  ／ヲ／矛  クフ′．2クク  ヲ，クク  2言汐、β  ノ、タ顆  ク決め  lヲ、音∠   

㌢牽憎  i¢／デュ2  ユわク  タフ′タ9ク  窮よク  1ソ′ク．母  フ．∂／か  タスβ伊ク  年ガ  ノ∂密冒  ムか今夕フ  貫／ニュ2  ／臆クチク  米吉、Jク璽  上房ク、虜  フ、コ衰  ノ′∂．ムヨク  十∫、ニb  
B区の勿感動車ノまよかク1之．  

要  約  

以上の野原を農畜ヒ、魚車重ぼ雌杏ぼ密り往く痘にあいぞ月瞳∂女ガよ   

かった。ヒ東嶺爽分析直良AB圧農雌突姜ガ合かク色．館林勿車重成β反   

β音感よかった．ただ額科給与替佗あいこ芽¢贋萌吠薦ガ鶏1之也レ詔当無  

へ野水虫る♂ぞ、一城軌之畜祓りよく尊いガ珂教学僑が凱－の冬政孝衆♂筍   

合意率冬出荷時兼を顔啓オれぼ執金ら♂ぞば程tlかと患える．庭草合析誉   

の他ば日穴農教学部爵＝飯事撃■酪農財一教頭♂細囁カを摺っ伝。  

●  

－－／∠′－   


