
㌶、ヘキとストロールめ一番あかる♂摩に二村寸為効果につし1て  

永  窃  膚  一  

切 、中  米  

’／ 日  額  

皐虚数畳表、再開家畜、家禽の仕上りをよくし、所密′′飯い葛あレ′′ヤ   

噴飯宰．領暴動率β伺ヒ顎のため女鹿ホルモン（ぺレザトペ〆スト、対求、   

索状）ガ利拇三軋、費ゃの戟簡帝果水葬告亡れてい診．郡一主′（／ノ ペレ、ソト   

ガ苅吠、液状より層qtこい苫〉＋＋C乙 サイオらラダーJレヒ共同す診ヒ撃屏勿   

場合より葺い．βJ㌻ァニゼ）レヘ≒センヒめぬ祭窄宙嘘i2頁亮ガあり庫トヱ   

ぼ大レ伍勿泉が牒し＼ぐ 純）ヘモセゝは最初の2担何捗厚か杏あクたが次♂   

2歴何ぼ却ウく対米奴∂寿がよかっセ．告が昏診。虎社屋の各窄♂訝應■   

報告を罷ると、札こエストb－ゲンばユータ厨♂呵IZぼ療治め常を老レく   

改暑し・翠凄誠壊そ檀甲状畷茄）レモン（函科ほ2男混入）ヒ∂共闘がよい   

乾帝を上げZい合一茶レ一顧lヱ僧体車l之喧何等影響を点レこい色いよわさ   

ぁる。曽傍雷較多可主ヒレて米回召新患≡れZき色スチルベスノトヒー）レヒ   

ぼ借銭或亀契はレ作開ガより養家そ、1年鹿野神水より履いとと帥ぞい笥ヘ   

ギセストロ＿）レ（菜園敷）水朔入さ飢焉、上帝鳥堅ば忠常≡dレぞ老♂痺笹   

が葡告これつフ蕃∂が・苓（登竜虔ノに対レぞ戚金くない¢石これが切倒   

なる彩管を与え為か．感l∠癌珍の苔頭♂悪い琶期Iヱ符顎っこ観賛したも功  

石ある．   

よ，観華 勿l象   

り 試験那珂  詔勅3ク鼓よ胃ユタロよリ  

1司  厨胃2ヱ日誌冒∂ Pム日向  

J；）供試巻 舌胃フグ白魔盤台色ぺ華ン雇崖”ク羽．硬移より購入 ′   

汀り 琶  座  卓戸エアロよリア月¢日去蚕♂タ∂日間す臼晩同声ヤク  

フード亀額給し、ア宵4日以塔感紅紫野中巴曽再オールマツゝユを常総レ  

た．ク閂年増（∂∂1ヨ習り1Z対照区タク羽、乱費虹∂ク研老♂巧一鋭稲  

垣区きク羽二鍵詳密眩∂∂羽（－鍍やへ守息ストロール／子解き合萄J  

吐レ粛啓邑苓♂竣頚部堵ノ覇権阿蜜「之未マ曖頂移感度存し、、各区l∠牌麻  

到抑バンド奄付レて一群とレぞ射幸レ毘p：フ胃1いヨよ1＝戸河二告ど召竜巨  

よク更何診i厨僧体割に停／垂を判定し、僧体雲を訝倒レセ．苅珂鍵・了召12  

ぱ3区甲より素顔、承徳、平均博一乙庇い塊∂を各区より厳か、内金や合  

一／∠2－   



等級辟牽βらろ宅磯眉侭の好め閏灯吠密、備j疹色署野鳥吠炬を索べ更12   

孝弘車魯左ぬ祭類型レ仁。  

（iい 観衆廃語  

酋各頻プロ＝一語合そ野面ぜ、ダ〃花×青鬼j～．抑．レクつ倒ク）¢蜃或lヱ．   

覇勅2専固執ヱチタ〃れ之 のコロニー荒谷ガあリーケ軒乙コンク・ノート輿   

飲水帝プー）レク、9耽ズ人プ朔′を家屋レ、餌穎（平帝クノ〃花メク、g・ズ′ク）タ   

ブを嘗即日光硬け♂群立穿けぞ晋11セ。飯d朝夕ヱ回ス肝紛恕、永谷感   

哉置場軒♂額¢躯水）鼻巾約2剰、漆モノク叱  長さブβ．弼／蓉刺嗣レ日中台   

由l鉦泳奴泉ゐよあJヱレ危。  

（り 熱愛乱定結賢次♂愚リ  

lノdゴー   



「′叉ダー   



一／一ばr」   



患 教 且 （一鍵塩J  
W‘－‾－け‾■‾■一■【‾山‾W‾ 

≦■■‘‾‾‘－岬…′－－■■’’■－－■■‾’‾’‘‘、‾ ヨム巧コ殉フ・射花車濫琶 ∵－－・一川・十一鵬－－▲【】・－・－・・・岬十－…－仙m・  

／パ化㍑㌧∈ フ豆凄  ／．′9ク  ‾‾一 ごL▲ニ   

ユ〟ヨ   

ニレJ   

ヱ＃≠  

】「血‾血   

禦禦⊥ヱ竺．＿⊥三  ．、～♪⊥′）   ▲ニュ阜こ†  

／／夢ク  

～．空聖⊥▲／空クiフ2ク ブタ（／i∠′阜⊂r〆   一 Jク‘7亡／    ／′ワクク     ％∂ ．2．／L2β   ク．2∠＞  ニ、⊥みゃ   
¢クク  」仙乙禦竺＿－  

クー／ムク  フ′Jぴク  

／／クク  ／α紬  ∋厨ク1／′ウク∂   ヱタβ  フ，／クク  ∋3ク  プ．ヱPク豪  ／．ククク  ／．2く∠β  ／ウ∠＞  ／〈′ヲク  ．2fク  i／タクク   ヲ／ク M  ／ヲく∠ク  u   
ラ∠∂  ／α〈ん＞  夕．㌢∂  ／づクク  ⊇，アーク  フ．／伊ク  J∠／ク  ．ヱ．∫クク  

／．／（y∠ノ   ′′ ⊃一く〈ク】 Jくふムノ                           ’’Ⅳ‾Ⅶ‾－－〉m‾ⅥT叩】－－、 ／、三グク ′∠ククと∋∂ク／・鉛ク     フ¢クi            Jぶク  ／タ∠ク  く∠ム♂        ユタク  フ．⊃才ク  ．シ′∂  ．Z′Jノクク                                                       ．／／ク∂  ノ．∋合∂  ニ〉さ∂  ／ょお  ／．Pβ  ／．才ユ∂  ヱ∠ク  ／テクク    ヌ〆∂  ／．ノく公ク  … ヱ♪ク  ／ヲく〆∂  ．2tクク  ′∠グβ  ヱクク  ノ占お    ／エスク‡ノ∴鳥わ   く∠′∂ク  ′厨ヱク  Jクク  フ．／畠ク  ‖  ブタ．ク  プ．きクク    ／ククβ  ／＿∋∂ク  ⊃ヲ∂  ／∠夕∂  ．2ウク  レ、ラ％  ∋′β  ．フ．フニ〉ク  

iヱ含ク  ／∂占ク  ∋く∠♂  ブ′βく∠ク   ∋さク  2ノブ9ク  

／．㌢∂  ／他  ク子ク   ユク∂   ／9くムク  

空竺⊥   

′‥∂．2ク  ／？∠♂  重言孝∂  ′∠クク  タ／ク  …フ，♪タ♂  ∋∠β  ．2′ヲ〆ク    ／∂．ヨク  ／．．2〈∠ク  ．2．コ∠〉  ／．＜し占ク  ヱニ〉ク  ′♂ざ沙  u  3ヱク  ／ヲαク    ′ユ〆♂  ′さ′∂  ．⊃≦－ク  ぺ∠ヲク  ／ぎク  ．フ′♪わ  タグク  J．ニとクク    ／一  ／由ク  ⊇jク  ／御  2∂ク  ‡フノ¢ク  ．ヲ∠ク  ．フ．ヲクク  ク＜∠ク ／∂ニ〉ク                  ／．ク．2ク  ′．ヨクク       空当」         ／／く∠ク  ′グ♪ク   ⊇く∠ク  ／pク∂  ユ2クi．ユノヱ♂   ∋2ク  ふきテク  ‡ 室■  ／′ク∂わ  ′¢クク   Zヱク  ′ムわ  ヱ占ク  ヱ．∂ぶク  ∠ノ2ク  フ．ユ由  ′‥クJ＞β  ／．α〈∠ク   4rダク  ′ク～ク  ヱ9ク  フ．．2クク  乙′クク  ユ∂．ユク    ヲ、チ∂ ／ヲクク   夕子♂  ′∠クク  ブタク  ／．ア∠クク  ∋㌧ク∂  才／クク  】  ／．みgク  ／∂タク  ユタ♂  ′館ク  ．2αβ  ／必∂  ．2才ク  ／9∠∂  ノ ∂＿フ∂  ／ダクク  言．㌢ク  ／∠ヱク  ．フニ≧♂  ／ダフク  タクク  ／、ダクク    ／クク∂  ／ヱ含ク  2‘㌢占＞  ′∠ニヲク  ヱ宣ク  ノPJク  ．⊇タク  ／ヲヱ∂  葺き〉ク  ′ク2ク  ／〟ク  んヱαク  ．エフク  ／、チ¢ク ニ㌧／クク  テクク ∋．2ク  箋    ∴グざ汐    ′ ラダク  ブク♂    ′吉クβ   ／′即汐  ．ヨクメ 去声ク  プ．＿2∠ク∠〉  ‘㌢クク  プ．ヱ¢ク  
－／∠ムー   



鰯 啓  音月／匂  膚 琶  タ閂9日  噂睾   H  牙珂／き冒  増「牽  ≫河ヱ2日  痘き   

／△ク  2．α矛ク  ノ占ク   Zヲクク  ーノ／  2．ゲ／∂   4ニ占－  ～．ヲク♪  －／／ク   

＝〉ク∂  ∴フ，ヲ⊥ヲク   ／き∂   ？．2クク  一 占∂  2．ヲ〟∂   クβ  ．z．／J∠ク  一フクク   

′ムク  フニウ、ヲ∂   ／ヲク  フ．∠ヲク  一／ムク  ～クヨ∂   ／ク∂  フ′∂ヲわ  一／クク   

／．フ∠＞  フ．∂㌘∂  ユ矛ク   ．フ．倉吉ク  ＿ わ  2，9ク∂   ／〃㍉ク．   e）  
ヲ′ク    ‖ フ′．ポわ  ／オク   ヱ′占み  ／∂∂  ヱ．‘フ．～♂   ＆∂  且ククク  一ヱ∂  

臼 2ク♂】  コ．ムム♂  2．2ク   2．占寧ク  －2∂  フ．ク旨ク   ／ダク  2．ク㌢ク   ク   

二2クク  ヱ．クく∠♂  ．⊃きク   フ．あク   さク  ．p．ククク  －2∠＞ク  ヱ．∠ヲ♂  －ク∠〉   

／．2ク  ヱ如   ／クク   2．4r2ク  ー一 房ク  ．7．g．ヲク   ／／∂  2′∫クク  一ク∂   

／》ク  ヱぴわ  ＝！ク」ク  ．2′∫お  古∂  Z∂タ∂   ／チタ  フ．≠∫ク  －3占   

／ぴ○  Z∂一っ∠＞   卸   j．ク少   ＝乙1ク  ．～．／．2ク   タク  ヱ′クヲ∂  ー葺ク   

．㊥  一Z．／クク   ヲ．ク   ヱ．♂ヲJ〉  ー クク  Z／∠りク   クク   ／．ヲクク  ＿／．ヲ∂   ′「                  ∋．2∂  考∠占クー  ／占ク  フ．ク／ク  ・由  フ．才グ∂  ／ヨク  エ久fク  一夕ク  
2．∫タク  フ．∠二Z♂   ′∠／ク ／く∠∠〉  ′3＞ク∂ ．2．∠ニヲ∠7】  ／ヲク  ′ヲヱク  十十＼  ユ．∂フク  ／クβ    u プークク∠〉  ‡－．2ク ‖    ニ2ヲ∂  コ．拗    H ＿タ∠ク  J◆占プ∂  ／．2（ク  ヱ∂∠妙  一．2∠〉  ヱ∂♂  ユ．4∠．テク  2／∠〉  ．2‥㌻クク  クク  フ．グ戸ク  ー．2∂  ．スタクク  一 占さ∠〉  タ／ク  ．2．吉夢ク  ／9∂        タク  フ′占ク♂  一二～∠）   

Jク  ユー♪クク  ／∫∂  フ，∂クク  一：Zク  ．7．，∂タ∂   一¢ク  フ．♂．2ク  － ′‘ク   

2ヱ∂  フ．捉∂  

gク  ㊦   

フ  フー≠4乙∂  Iン十∴  2．∠クク   占ク  2．クdタク   ／lタク   

／ラ♪  2．／¢ク  2クク   ．2．2〈∠ク  ／∠ク♂  ヱ′ヲきゃ   ／∠グク   ネクヱク  2ク  

コ，■クク  フ．チムク  ／ク∂  ，之如  ＿一2∠〉  iヱ．占お   ／砂  ～．クJタク   2ク   

／ク∂  スfクク  ．2、ぐク   フ．一㌢占ク  一く∠∂  」ヱ′αクク   ／ク  2．ヱ矛ク  －9ク   

／ニ㍉ク  ～g2♂  二2∂∠＞  ヱ．杉ク   ．2ク  ヱ′占グ∂   ／ク♂  プ．∠クβ  一年ク   

2∠タ．ク  2′ヲク♪  ．2∠ク∂   フ，エフ∂   2β  Zヲクβ   孟∠）  ヱ誕ク  －．2ク   

∠J  ネ／．2♂   畠∂  フ．クわ  一クク   

｛．2∠ク  ヱ占〉．2∂   ／ヱク  ／9クク  ー．≦わ  ．フ．∂¢ク   ク∂  ／ヲク♂  一〃ゆ   

∂  ヱ．∂ヲ∂   ／∂   ／‘タク  2∂∂ク  ノ∂ク  ヱ．ク∠ク                 ／（グ∂              ／クク  Z♂∠♂   ヱ，β才，ク  2∂  ヱクかク        ／点∂  ／P夢ク  ／ダク  … ′タク♂  Jク  レガ♂  ＿才β  ㊦    ∠β   フ′＞ク∂  ／クク  ．～．ヨクク  クβ  ヱ．フ∠ク  一／／∂  ．2．揮ク  ／あク  ¢ク  ，フ′¢♂♂  ！／∂ク  フ．老コク  ニJ  プ′∫クク  占＞∂  ．之タく∠∂  一占ク         u 董  
－ノg7－・   



米 軍 思 （ニ栗毘）  

占閂フグワ  重胃柑  増∵寄  ク戸ノハヨ  領置  ク胃／倉田  い曽曹  ク胃炎日  

．2βノ  ／／なノ  ／ヲ＃ク  ユク♂！  ′、チ∠∂   ヱ．2ク  ／冒（ど∂  ！二L夢∠  2′クきク  ‾   
／ゴ葺ク  ヲ〆ク   

Tニー蒜三   （ンクク  －－叩一山・」 フ∴え∋〆  タ与くク  

ヲ∠ク   

ユタ‘  2∠0  ／さクク  ．2．2tク  ．～．♂．2∠）  

コクク  ′ク少ク  ′詔ク  ．2ぶク  ／．婚ク             ／ヱヱク  ／、まヱク   き ∋竺＿  ／P¢ク  、チエク  ヱ．ユタ∂  （′クク  ヱ扉∂    2ク∂  ／．′2ク  ／ん‘〃∂  ヲ＿＝㌧ク  ′占9∠フ  ．2gク  J．β1久♂  ．ヲ／∂  フ．／ノフク    コ■クヲ  ′ノタク  ／〟ざ 
ク 蔓  ⊇f∂  ／∂ゝ¢ク  葺∂ク  ヱ．2クク  31声β   フ′貯♂    ．2′ク  

ヲ9ク   

／ゼ∠ク  

／ムク  ／ク訃♂  ．クエ∂  ／9∠  

コ〆∂ 岳／jクク  ヱ∠ク  ／∠臣∂  ／こ㌢∂   ／Pク∂  ノ～／ク                                        ユ」～                  ヱ．く∠く（ク 2．ク〟∂    2久ヲ    ／ラク∂  ジフ∠＞  ／♂さク  ユタ∂ タ♪ク  ′チタク 仁㌫  コβ夕  ／／2クi ′、～ユク  ／．チエク  4r∂ク  ′タヱ∂    ．⊃∠ク  2′Jみ  ヱ密   仙…く空当」  jニ～ク  ／9テク  ユ9♂  ．～．．之ヱク  ヨヲ∂  ノ．ユタク                                                                                         ＿2′／ ユ′フ  ／．コ．ヨク   u ／メヱク ′ヲクク ／∠．2ク    ／pクク  二＞fク  ．p．／4′β  2クク  2．／〃∂         ′ワクク           ／．9クク     ．2∫β  J．ク〃ク  ヱク∂  ヱ′廊ク    ユ冶－  ／′∠＞ク  イく∠ク∂  タクβ ／占¢ク   ヱく‘′ク  ／タラク  ．29β  一？．／一夕♪  ．2／4′  ／．ク合β  ／タクク  ヱフ∂ ／∠矛ク   コ矛ク  ／♪お  ヱ子ク  ＿？．∠クク♪    ．コ／g  ヲ》∂  ／－コケク                」2′∠  ヲきク  ／2クク  ！2・2β  ／卓∠ク  ．2∠ク  ／ククク  ヱろく♂  ．イ厨メ△  

．．＿三ニク 2／き  ′∋買ク  ／♪ク∂ ／細身  夕／∂ ∋．2β  ヱ／きβ ∧ク∠ク  ヲざ少  コ．ねク  タ．2Jク  ヱ．∠クク     √／く∠∂      夕クク  J′／ニ〉♂  ．∋．2∂  フ．免ク    ユ′ヲ  ／ク1グク  ／め  ク¢ク  ／．Pヨカ  ∋d－ク  j，．／．コク  jヲク  フ．古βク    ユ．きク ココ／  ／ユ4【♂ ∧／♂ク  ／子ぶ竺⊥  ．ヲ4′ク  ／♂く箪∂ ／d＃∂ ／フムク  ヲ∠クク  ＿？′ぎく∠ク  一㌢∠β  ス¢クク      ／2さク  ヱpク   ヱメ∂ 、ヲ．2♪  ′9〃ク フ．∂矛汐  タさク  ヱ．ノ4：ク    ヱ．2ヱ  ′／占ク  ′＃く∠ク  ヱPク     j㌧2∂  ′タg∂  コ且∋  ／／クク  ／ち丘¢ク ／二訊ク♂  きぐ∂  ／∂∂ク  ユ与′∂  コ．♪．ヨク  ヲく′ク  ヱ′／ク∠〉 ユノL2∂    ユユタ  ′ク（∠ク   ヱメク  ／卓テク  】ユタ♂  ′ヲクク  3ノク  j三壬 二2之∠  ′クgク  ノく占．フ∂  ヲク∂  ／・pのク  諦ク  ．2．／∠∠β  ト封〟 ．2∠∂  フ′卸 ／．さ㌔クク  ！ ‡   ヲクク  ム．2クク  ブタ∂  l／・ダク∂  フタタ  ／∠∠∂   
エフ7  ／∂合ク  ／まヱク  率¢ク  ／泡   ヲ／∂  プ′ヱ∠ク  4亡き∠〉   2．揮ク  

ヱ～P  ′．フ3β  ／fクク   2ク∂  ／クjク   Jg♂  ′タコク  ／ク♂  ヱクーソク  

フタタ  ′／わ  ／倉〈∠ク  3∠k  ′申ウ∂   ヲヲク  ．2．∂ヱク  ∠∠≠ク   ヱ肋  

フヲク  ク≠∂  ／／クク  a子ク  ／きヲb  ．2一宇∂  ′ブタク  ヱ宣ク  ニち♪クク    コア／  ∠♂ク  チタク  ヱ∠ク  ／ヱヱク  ，∋き♂  ／土∠ク  言∠ど．ク  ／鉛ク     ユタフ  アブ〃  ／つ¢∂  ∋／ク  ／（／αク  】ヱクク  ／ク∠ク  ．ヨヱ♂  ′郊ク  フ已ヲ        ！ユクタク  勧  ヱ．gヱ∂  〃．タ∂  ．2．ク〝ク  
一つ′宜ダー   



2．2ク  2′22ク  ／∂ク  二乙2∠♂   

∠〉   
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