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ǖḿ藴朿033/8支実似旨っ削採砕傘蒜〛ɚ宙奡"

θ033/8質跳つへ佻幣擊謦冏盆二削肴哉崎χ"

"

θ姿而式仔歯旨ギ鍔ヮ削肴哉崎会χ"

儁ǖ" 姿而式仔歯旨ギ鍔ヮ碕蹈斂昨姿而式仔歯旨ギ鍔レ碕昨彬典ɚ作涉哉" "

惓天甑"

θ七χ"

" " 姿而式仔歯旨ギ鍔レ削肴哉崎朔腰へ哲質へノ質へ妙不杞っ削睛載冴潰ぁギ鍔

碕モ襯典㋷燦豺賠際傘祭碕燦ギ鍔碕裁崎哉傘歳腰軆29削輸際傘不杞燦零薩傘祭

碕擦埼朔ー薩崎哉作哉雑昨埼再傘甑瀧跏腰赱こ際傘033/8質跳つへ佻幣擊謦冏盆

二θ通託坤盆二墾碕哉妻甑χ昨盆二θレχθ通託坤赱盆二θレχ墾碕哉妻甑χ昨流

癧ギ鍔埼再傘姿而式仔歯旨ギ鍔ヮ削採哉崎朔腰10滽腰ユ駟裏朔は燈削嫻咲采軆

29昨捗04札燦こ砕傘祭碕燦ギ鍔碕裁崎哉傘甑"

"

θ姿而式仔歯旨ギ鍔ヮ削肴哉崎解χ"

儁ǘ" 軆29昨捗04札碕裁崎腰罪参財参婚会10滽" 解ユ駟" 回は燈昨哉剤参栽削

睛載冴軆29昨捗04札燦こ砕傘祭碕恨碕哉妻ぇÓ歳再傘歳腰祭参晒燦04札淋

撒在崎軆29昨ギ鍔燦暼薩崎雑哉哉栽甑"

θ七χ"

" " 採コŮ札昨碕採三甑"

"

θ姿而式仔歯旨ギ鍔ヮ削肴哉崎回χ"

儁ǚ" 軆29昨跏瑟削肴哉崎朔腰腆疆鯖ゥ諾削皿傘雑昨埼雑皿哉昨栽甑"

θ七χ"

" 軆29昨跏瑟朔腰嫻鑚29削皿傘モ襯謦冏歳鑒擦裁哉歳腰嫻鑚29腰腆疆腰ゥ諾っ

燦儁撒作哉甑"

"

θ姿而式仔歯旨ギ鍔ヮ削肴哉崎塊χ"

儁ǜ" ユ駟っ削睛載崎軆29際傘捗04札燦こ暼際傘寢淋削採哉崎腰坤跳つ033/8廂ユ

駟燦鐚裁崎疆ゅ宙黻脉鯖堙朝埼楷黻際傘k削肴哉崎雑軆29歳噪晒参傘捗04

札埼再傘祭碕燦ギ際傘墾碕再傘歳腰彬典ɚ削朔鷺昨皿妻作捗04札栽甑"

θ七χ"

" " 鑚ギ鍔朔腰跳つ033/8廂昨ユ駟燦鐚裁崎宙黻脉鯖堙朝削邊ぁ細参傘k歳哉傘寢

淋歳再傘祭碕燦C擦彩腰罪昨皿妻作k雑零薩崎軆29燦噪傘ヌ珵栽晒こ砕崎哉傘

雑昨埼再三腰刀彩柵腰跳つ033/8廂昨ユ駟燦鐚際傘k歳腰1/6抵033/8廂昨ユ駟燦流

癧裁冴寢淋削腰皿三珽哉嫻鑚29鯖腆疆歳謚29細参傘捗04札作鷺歳i彩晒参傘甑"

"
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θ姿而式仔歯旨ギ鍔ヮ削肴哉崎壊χ"

儁Ą" 姿而式仔歯旨ギ鍔ヮ削皿傘軆29昨捗04札削肴哉崎腰倻濟鵡へ佻鯖㌪卽へ

佻朔姿而式仔歯旨ギ鍔ヮ削皿傘軆29昨捗04札昨檮ょ碕作傘栽甑"

θ七χ"

" " 姿而式仔歯旨ギ鍔ヮ削皿傘軆29昨捗04札削肴哉崎朔腰倻濟鵡へ佻燦零薩腰疆

ゅ宙黻脉鯖堙朝削邊ぁ細参傘廟崎昨033/8質跳つへ佻歳檮ょ碕作三癧傘雑昨埼再

傘盻ギ歳再傘甑"

擦冴腰033/8質跳つへ佻埼再参柵㌪卽枕畑k埼再榊崎雑腰㌪卽匹碕bド昨琢腰

盆二昨檮ょ碕裁腰㌪卽賽襯昨弐琢砦便っ削髭崎傘祭碕朔療1埼再三腰祭昨寢淋腰

ヴき鎬質曚ふ寤櫓鎬朔腰㌪卽枕畑k燦零薩崎転耨際傘祭碕碕裁崎哉傘甑赱盆二

θレχ昨流癧削疆冴榊崎雑鑚流膾哉削廸撒三朔作哉歳腰姿而式仔歯旨ギ鍔ヮ削

肴哉崎腰㌪卽枕畑k燦盆二昨檮ょ碕際傘寢淋削朔腰疆ゅ㌪卽へ佻削肴哉崎雑疆

ゅギ鍔削ゅ疆際傘軆29昨捗04札歳豺賠細参崎哉傘祭碕燦ギ際傘甑"

"

θ姿而式仔歯旨ギ鍔ヮ削肴哉崎廻χ"

儁Ľ" 姿而式仔歯旨ギ鍔ヮ昨軆29昨嫻╪碕裁崎坤ユ駟っ墾歳萇砦晒参崎哉傘歳腰

祭参削朔鷺昨皿妻作雑昨歳零擦参傘昨栽甑"

θ七χ"

" " 坤跳つ033/8廂墾昨皿妻作ユ駟鯖腰坤曚妙k€毒毒嫡k墾昨皿妻作瀧暼昨€毒昨

毒嫡燦篶暼裁崎哉傘甑擦冴腰坤跳つ033/8廂ユ駟燦鐚裁崎疆ゅ宙黻脉鯖堙朝埼楷

黻際傘k削肴哉崎雑軆29歳噪晒参傘捗04札墾削肴哉崎朔腰033/8質跳つへ佻碕裁

崎へ妙削癩宙際傘祭碕燦縫蛬碕裁肴肴腰跳つ033/8廂昨ユ駟燦鐚裁崎哉傘k歳腰

坤跳つ謚蝠梵魔佻墾鯖坤1/6抵033/8廂墾作鷺腰宙黻脉歳莉暼際傘直昨ユ駟燦流癧

裁冴寢淋削軆29歳噪晒参傘捗04札燦篶暼裁崎哉傘甑"

擦冴腰盻剤裁雑苗ɚ作ユ駟埼再傘盻ギ朔作采腰刀彩柵腰宙黻脉っ埼†G昨ユ

駟燦こ砕腰罪昨流癧削睛載崎軆29際傘捗04札燦こ砕傘寢淋雑ギ鍔燦▕冴裁癧傘甑

冴坂裁腰罪昨寢淋削雑腰疆ゅユ駟燦流癧際傘冴薩昨ギ鍔歳軛貭尤細参崎哉傘作

鷺腰曠ヌɚ削軛晒栽碕作榊崎哉傘祭碕燦ギ際傘甑"

"

θ姿而式仔歯旨ギ鍔ヮ削肴哉崎快χ"

儁Ś" 婚瀧暼昨嫻╪削嫻咲済暼鑢削軆29燦墓暼際傘捗04札恨碕再傘歳腰瀧暼昨

嫻╪碕朔彬典ɚ削鷺昨皿妻作不杞燦莉際昨栽甑擦冴腰坤暼鑢削墾碕朔腰鷺昨

91燵昨鑢戻擦埼さ細参傘昨栽甑"

θ七χ"

" " 軆29昨墓暼嫻╪削肴哉崎朔腰曠ヌɚ作は燈嫻╪鯖軆29阯鍔歳軛貭尤細参崎哉

傘祭碕燦ギ際傘甑擦冴腰墓暼昨迯鑢削肴哉崎朔腰宙黻脉昨サ⑪鯖10刮w靭削睛

載崎こ暼裁崎滔裁謚彩作哉歳腰軛貭尤細参崎哉傘祭碕歳盻ギ埼再傘甑"
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θ姿而式仔歯旨ギ鍔ヮ削肴哉崎怪χ"

儁Ş" 姿而式仔歯旨ギ鍔ヮ燦▕冴際軆29昨捗04札燦こ砕冴歳腰罪参削皿傘モ襯

謦冏f巸坂砕埼朔腰盆二昨二暼巸燦託嘖傘寢淋腰ギ鍔朔▕冴細作哉祭碕碕

作傘昨栽甑"

θ七χ"

" " 姿而式仔歯旨ギ鍔ヮ燦▕冴際軆29昨捗04札削皿傘モ襯謦冏埼朔盆二昨二暼巸

削▕冴作哉寢淋削採哉崎雑腰疆ゅ捗04札削皿傘モ襯謦冏燦零薩腰嫻鑚29腰腆疆腰

ゥ諾っ削皿傘モ襯謦冏昨f巸歳盆二昨二暼巸燦琢嘖榊崎哉参柵皿哉甑"

"

θ姿而式仔歯旨ギ鍔ヮ削肴哉崎悔χ"

儁Ť" 赱盆二θレχ流癧昨冴薩楷黻サ朋っ昨廸鍮燦⊕妻薇腰痺佻抵っ昨臙ィ燦

ギ際傘歳腰烋耨 4; 烝燵削肴哉崎腰疆ゅ臙ィ歳ヴき鎬昨蛬箆鑢沪昨ǜ鏤 37

蹙擦埼削戻削淋撒作哉寢淋腰赱盆二θレχ燦二暼埼済作哉昨栽甑"

θ七χ"

" ヴき鎬削⎨沈際傘楷黻サ朋っ削肴哉崎腰烋耨 4;烝燵削肴哉崎朔腰ǜ鏤 37蹙

昨蛬箆鑢沪擦埼削不杞歳:暼裁崎哉作哉寢淋削朔腰罪昨迯珵埼昨釛暼昨雑昨燦

⎨沈際傘祭碕碕裁崎皿哉甑冴坂裁腰罪昨不杞削廸鍮歳ブ載冴寢淋腰:暼裁冴雑

昨燦Ľ鏤 52蹙擦埼削莉暼⑯k削蛬箆際傘祭碕甑"

"

θ姿而式仔歯旨ギ鍔ヮ削肴哉崎恢χ"

儁32" 烋耨4;烝ǜ鏤37蹙擦埼削釛暼昨雑昨碕裁崎⎨沈裁冴楷黻サ朋っ削肴済腰

痺佻抵っ昨臙ィ歳癧晒参作栽榊冴寢淋鯖腰不杞削廸鍮歳ブ載冴寢淋腰赱盆

二θレχ朔二暼埼済作哉昨栽甑"

θ七χ"

" 宙黻脉鯖堙朝不使削採哉崎臙ィ歳癧晒参作栽榊冴寢淋鯖腰不杞削廸鍮歳ブ載腰

14霙碕裁崎姿而式仔歯旨ギ鍔ヮ燦▕冴細作哉寢淋削肴哉崎朔腰赱盆二θレχ朔

二暼埼済作哉歳腰赱盆二θレχ通弸昨癒便昨二暼ギ鍔燦▕冴裁崎哉参柵腰廸鍮

榲燦蛬箆昨琢腰疆ゅ癒便昨盆二燦流癧埼済傘甑擦冴腰不杞昨廸鍮歳Ë皴埼腰廸

鍮癆昨不杞歳姿而式仔歯旨ギ鍔ヮ燦▕冴際不杞埼再参柵腰廸鍮榲昨蛬箆燦ギ際

傘祭碕作采腰赱盆二θレχ燦流癧埼済傘甑"

"

"

"

"

"

"

"
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ǘḿ楷枕㋷藴朿033/8支実似旨削肴哉崎"
" "
*楷枕6162謚蝠D夂昨檮ょkχ"

儁33" 烋耨49烝燵栽晒腰Y慕謚蝠旄餮祐黻kっ歳楷枕6162謚蝠D夂燦母ぁ際傘削

疆冴榊崎朔腰楷枕82⊕謚蝠宙黻脉削皿傘仔止旨磁執詞燦溜砕傘祭碕碕細参

崎哉傘歳腰藴朿k昨〛彩傘38噬削楷枕82⊕謚蝠宙黻脉歳作哉作鷺腰楷枕82

⊕謚蝠宙黻脉削皿傘仔止旨磁執詞歳噤飫作寢淋削朔鷺昨皿妻削檮睛際傘昨

栽甑"

θ七χ"

楷枕6162謚蝠D夂昨母ぁ燦漾鑒際傘藴朿k歳〛彩傘38噬削楷枕82⊕謚蝠宙黻

脉歳作哉寢淋腰楷枕82⊕謚蝠宙黻脉削皿傘跖こ弸謚蝠燦㌱ぁ裁腰藴朿k歳〛榊

崎哉傘Y慕謚蝠旄餮っ埼仔止旨磁執詞燦曚跖際傘祭碕歳療1埼再傘甑"

擦冴腰楷枕82⊕謚蝠宙黻脉削皿傘仔止旨磁執詞歳噤飫作寢淋腰藴朿k楷黻質

ブ㌱謚蝠止執祉実腰G汲典こ18昨藴朿k楷枕謚蝠止執祉実里索藴朿kへ黻1本

明æ妹耨襯削皿傘1本明æあH宙黻燦⊕妻㎏輸削皿傘仔止旨磁執詞燦溜砕冴

寢淋削朔腰楷枕6162謚蝠 D夂昨母ぁ歳療1埼再傘甑"

作採腰藴朿kへ黻1本明æ妹耨襯削皿傘1本明æあH宙黻燦⊕妻㎏輸歳仔止

旨磁執詞燦曚跖際傘寢淋朔腰疆ゅ妹耨襯昨謚29檮ょ碕作傘あH宙黻削癩宙際傘

あH芻疆k碕朔慕昨朝佻燦盆18裁崎曚跖際傘盻ギ歳再傘歳腰あH宙黻昨朝佻盆

18嫻╪燦▕冴裁崎哉傘祭碕燦縫蛬碕裁崎腰疆ゅあH芻疆k歳疆ゅあH削癩宙裁

作哉迯戻澳削採哉崎腰罪昨k歳楷枕仔止旨磁執詞昨曚跖削癩宙際傘祭碕歳埼済

傘甑"

擦冴腰Y慕謚蝠旄餮珽っ使圻旄嘆削腰瀧め吊黻鯖楷枕82⊕謚蝠宙黻脉削採砕

傘曚80歳⊕撒参腰鑚朝腰鴇つk腰G汲典鯖bド謚蝠宙黻脉削仔止旨磁執詞14霙

歳蛬盗細参冴寢淋腰仔止旨磁執詞燦溜砕冴碕札作際祭碕歳埼済傘甑"

作採腰哉剤参昨寢淋削採哉崎雑腰ゼ巠昨蹣鑢臺蜉鯖禍0昨鶺ヹっ昨冴薩削仔

止旨磁執詞14霙燦㌱ぁ際傘雑昨埼再傘祭碕栽晒腰祐黻烝逗皿三雑縫昨烝逗削仔

止旨磁執詞燦曚跖際傘碕碕雑削腰仔止旨磁執詞14霙昨蛬盗削疆冴榊崎朔腰鑚朝腰

鴇つk腰G汲典腰bド謚蝠宙黻脉腰楷枕㋷藴朿033/8支実似旨宙黻脉里索藴朿k

楷黻質ブ㌱謚蝠止執祉実っ昨楷枕謚蝠㎏輸燦盻ギ削睛載崎理邊裁冴仔止旨磁執

詞削輸際傘抵たっ燦明柏際傘祭碕削皿三鶺ヹ細参傘祭碕歳鑒擦裁哉甑"

"
"
θ蝙χ超嘖昨コ`裁削締哉腰烋耨 49"烝燵藴朿033/8支実似旨っ寤圍謦暼削輸際傘ănźθ烋耨 49烝 5鏤 53蹙χ

儁 74朔泡瞩際傘甑"

"

"

"

"

"

"



8"

"

*楷枕㋷藴朿033/8支実似旨昨帝へ鑢戻嘆昨母ぁχ"

儁34" 瀧め楷枕裁崎哉傘藴朿k歳帝へ裁冴寢淋腰帝へ鑢戻嘆削採哉崎楷枕㋷藴

朿033/8支実似旨燦母ぁ際傘祭碕歳埼済傘栽甑"

θ七χ"

" " 瀧め楷枕裁崎哉傘藴朿k歳帝へ裁冴寢淋昨楷枕㋷藴朿033/8支実似旨昨母ぁ削

肴哉崎朔腰通託昨阯鍔燦哉剤参雑▕冴際寢淋削朔腰楷枕㋷藴朿033/8支実似旨昨

謚29ゃ暼燦⊕榊崎滔裁謚彩作哉甑"

会" 疆ゅ帝へk燦邊ぁ際傘吊黻腰坿娵削採砕傘楷枕謚蝠㎏輸鯖諭₂㎏輸っ削皿

傘皖へ謚蝠θ刀Ź式宍実屍謚蝠χ昨曚跖歳コŮ薩作哉寢淋腰裏朔噤飫埼再傘

寢淋"

解" 帝へ嘆昨藴朿k鑚朝歳皖へ燦漾鑒裁腰吊黻里索端汲諭歳腰皖へ削輸際傘謚

蝠燦溜砕傘祭碕削皿三皖へ際傘祭碕歳鎮疆碕墓贖裁崎哉傘寢淋"

回" 帝へ嘆昨藴朿k削碕榊崎腰楷枕㋷藴朿033/8支実似旨燦曚跖際傘祭碕削皿三腰

皿三亦霙ɚ栽肴:曚削皖へ削肴作砦傘祭碕歳療1埼再傘碕滲癒か闌歳墓贖

裁冴寢淋"

"

*楷枕82⊕謚蝠昨彳旄圻旄嘆昨母ぁχ"

儁35" 彳旄圻旄嘆昨祐黻烝燵削腰楷枕82⊕謚蝠燦母ぁ際傘祭碕歳埼済傘栽甑"

θ七χ"

" " 彳旄θǜ烝ブ彳旄昨察栽腰ô鑢彳旄腰彳旄㾱腰珽っ梵魔旄餮燦零殺甑通託輪

載甑χ圻旄嘆昨楷枕82⊕謚蝠昨母ぁ削肴哉崎朔腰通託昨阯鍔燦哉剤参雑▕冴際

寢淋削腰謚29ゃ暼燦⊕榊崎滔裁謚彩作哉甑"

会" 彳旄鯖坿娵削採砕傘楷枕謚蝠㎏輸っ削皿傘楷へ謚蝠昨曚跖歳コŮ薩作哉

寢淋腰裏朔噤飫埼再傘寢淋"

解" 彳旄祐黻烝燵埼再榊崎腰祐黻削盻ギ作邑哲流癧歳コŮ擦参崎採三腰楷枕82

⊕謚蝠昨母ぁ削謚藴歳作哉k"

回" 鑚朝歳楷枕82⊕謚蝠昨母ぁ燦漾鑒裁腰楷枕82⊕謚蝠昨母ぁ削皿三亦霙ɚ栽

肴:曚削楷へ削肴作砦傘祭碕歳療1埼再傘碕滲か闌歳墓贖裁冴寢淋"
"



033/8質跳つへ佻幣擊謦冏盆二檮ょ 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏Y慕盆二檮ょ 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

姿而式仔歯旨癒便θせ」χ

  ǖḿヮθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ裏朔ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  ǘḿヰθ姿而式仔歯旨ギ鍔里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴細作哉χ
  ǚḿワθ姿而式仔歯旨ギ鍔燦▕冴細作哉χ
  ǜḿワθへ寢ｸ峩っギ鍔燦▕冴細作哉χ
  Ąḿロθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  Ľḿレθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロ里索ヮχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ

⊕湊蝠つ

Y暼宙黻脉 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿレ漉漉ǚḿロ漉漉ǜḿヮ漉漉Ąḿワ

輪⊕蝠つ

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏Y慕盆二檮ょ 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

  ǖḿヮθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ裏朔ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  ǘḿヰθ姿而式仔歯旨ギ鍔里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴細作哉χ
  ǚḿワθ姿而式仔歯旨ギ鍔燦▕冴細作哉χ
  ǜḿワθへ寢ｸ峩っギ鍔燦▕冴細作哉χ
  Ąḿロθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  Ľḿレθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロ里索ヮχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ

姿而式仔歯旨癒便θせ」χ

Y暼宙黻脉 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿレ漉漉ǚḿロ漉漉ǜḿヮ漉漉Ąḿワ

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏Y慕盆二檮ょ 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

  ǖḿヮθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ裏朔ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  ǘḿヰθ姿而式仔歯旨ギ鍔里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴細作哉χ
  ǚḿワθ姿而式仔歯旨ギ鍔燦▕冴細作哉χ
  ǜḿワθへ寢ｸ峩っギ鍔燦▕冴細作哉χ
  Ąḿロθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  Ľḿレθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロ里索ヮχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ

姿而式仔歯旨癒便θせ」χ

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏盆二檮ょ 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

姿而式仔歯旨癒便θせ」χ

  ǖḿヮθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ裏朔ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  ǘḿヰθ姿而式仔歯旨ギ鍔里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴細作哉χ
  ǚḿワθ姿而式仔歯旨ギ鍔燦▕冴細作哉χ
  ǜḿワθへ寢ｸ峩っギ鍔燦▕冴細作哉χ
  Ąḿロθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  Ľḿレθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロ里索ヮχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿレ漉漉ǚḿロ漉漉ǜḿヮ

坿娵癒便

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏盆二檮ょ 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

裴燵け儁跳つ

Y暼宙黻脉

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏Y慕盆二檮ょ

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏盆二檮ょ

林支実似旨蒜〛

跳つ29沈ホっ昨二暼削逃傘典奉っw靭瀧ヅ←

蛬盗支実似旨 暼佻豬 暼佻サ⑪
彌㎏1夂っ

漉漉暼佻癒便θせ1χ
朝佻盆18癒便

θせ「χ
罪昨直ゅ疆際傘典奉っ

鎮ぁ明慱蹙

漉漉ǖḿ瀧㊏坿漉ǘḿ忠㊏坿漉ǚḿ濯㊏坿漉ǜḿ嗔㊏坿漉Ąḿ虫㊏坿
漉漉Ľḿ錨㊏坿漉ǘǹḿ罪昨直

楝晁跳つ

Y暼宙黻脉 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿレ漉漉ǚḿロ漉漉ǜḿヮ漉漉Ąḿワ



跳つ29沈ホっ昨二暼削逃傘典奉っw靭瀧ヅ←

蛬盗支実似旨 暼佻豬 暼佻サ⑪
彌㎏1夂っ

漉漉暼佻癒便θせ1χ
朝佻盆18癒便

θせ「χ
罪昨直ゅ疆際傘典奉っ

鎮ぁ明慱蹙

明脉迯戻㏌二癒便θせ5χ ǖḿǜ迯戻鑷▕漉漉ǘḿǜ迯戻通琢Ľ迯戻鑷▕

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

姿而式仔歯旨癒便θせ」χ

  ǖḿヮθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ裏朔ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  ǘḿヰθ姿而式仔歯旨ギ鍔里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴細作哉χ
  ǚḿワθ姿而式仔歯旨ギ鍔燦▕冴細作哉χ
  ǜḿワθへ寢ｸ峩っギ鍔燦▕冴細作哉χ
  Ąḿロθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  Ľḿレθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロ里索ヮχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ

端冴傘宙黻脉支実似旨ⅺ廋ǖθせ6χ 支実似旨ⅺ廋思実詩θ漉漉χ

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏盆二檮ょ 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏Y慕盆二檮ょ 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

獪摩謚蝠典奉 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

漉ǖḿ作裁漉漉ǚḿレ漉漉ǜḿロ

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

ブ㌱跳つ

ǖḿ「1朝通琢40朝通託
ǘḿ41朝通琢60朝通託
ǚḿ61朝通琢80朝通託
ǜḿ81朝通琢
Ąḿ「0朝通託

ǖḿ「1朝通琢40朝通託
ǘḿ41朝通琢60朝通託
ǚḿ61朝通琢80朝通託
ǜḿ81朝通琢
Ąḿ「0朝通託

ǖḿレ夂医1.7:1)
ǘḿロ夂医「:1)
ǚḿヮ夂医「.5:1)
ǜḿワ夂医」:1)
Ąḿヰ夂医」.5:1)
Ľḿヱ夂医4:1)
Śḿヲ夂医4.5:1)
Şḿン夂医5:1)
Ťḿヴ夂医5.5:1)
10ḿヵ夂医6:1)

跖こ癒便

=ů典奉

=ů典奉θ裴燵χ

明脉迯戻㏌二

漉ǖḿ瀧め漉漉ǘḿ椌サ⑪彌㎏1

彳サ⑪宙黻脉 漉ǖḿ作裁漉漉Ąḿ暼佻81朝通琢

朝佻盆18典奉 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

暼佻Ů煮 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

へ佻靭惓 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

式雌似式至実斯辞執盆二 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

諭澑盆18 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

033/8梵魔へ佻盆18っ

漉ǖḿ作裁漉漉ǚḿロ漉漉ǜḿヮ漉漉Ąḿレ

朝佻盆18典奉 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

ズソ質はソっ謚蝠典奉 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

濟鵡oつへ佻っ盆18 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

漉ǖḿ作裁漉漉ǚḿロ漉漉ǜḿヮ漉漉Ąḿレ

  ǖḿヮθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ裏朔ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  ǘḿヰθ姿而式仔歯旨ギ鍔里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴細作哉χ
  ǚḿワθ姿而式仔歯旨ギ鍔燦▕冴細作哉χ
  ǜḿワθへ寢ｸ峩っギ鍔燦▕冴細作哉χ
  Ąḿロθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  Ľḿレθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロ里索ヮχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

暼佻Ů煮 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

へ佻靭惓 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

₂揜跳つ

ǖḿ40朝通託
ǘḿ41朝通琢60朝通託
ǚḿ61朝通琢80朝通託
ǜḿ81朝通琢

ǖḿレ夂
ǘḿロ夂
ǚḿヮ夂
ǜḿワ夂
Ąḿヰ夂

Y刀檮ょθせ4χ

033/8梵魔へ佻盆18っ

姿而式仔歯旨癒便θせ」χ

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏盆二檮ょ

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏Y慕盆二檮ょ


ㆤ
⤥

㈝

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

慼宙蛬盗典奉



跳つ29沈ホっ昨二暼削逃傘典奉っw靭瀧ヅ←

蛬盗支実似旨 暼佻豬 暼佻サ⑪
彌㎏1夂っ

漉漉暼佻癒便θせ1χ
朝佻盆18癒便

θせ「χ
罪昨直ゅ疆際傘典奉っ

鎮ぁ明慱蹙

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏Y慕盆二檮ょ 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

姿而式仔歯旨癒便θせ」χ

  ǖḿヮθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ裏朔ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  ǘḿヰθ姿而式仔歯旨ギ鍔里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴細作哉χ
  ǚḿワθ姿而式仔歯旨ギ鍔燦▕冴細作哉χ
  ǜḿワθへ寢ｸ峩っギ鍔燦▕冴細作哉χ
  Ąḿロθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  Ľḿレθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロ里索ヮχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ

裴燵藴朿k謚蝠ロ典奉

ズソ質はソっ謚蝠典奉

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏盆二檮ょ

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

弯戻oつ典奉 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

裴燵藴朿k謚蝠レ典奉 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三裴燵藴朿k謚蝠レ典奉

跖こ評脉謚蝠

ǖḿ40朝通託
ǘḿ41朝通琢60朝通託
ǚḿ61朝通琢80朝通託
ǜḿ81朝通琢

ǖḿ40朝通託
ǘḿ41朝通琢60朝通託
ǚḿ61朝通琢80朝通託
ǜḿ81朝通琢

暼佻Ů煮

裴燵藴朿k謚蝠レ典奉θ裴燵χ

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三暼佻Ů煮 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

弯鵡へ佻盆18典奉 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

姿而式仔歯旨癒便θせ」χ

  ǖḿヮθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ裏朔ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  ǘḿヰθ姿而式仔歯旨ギ鍔里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴細作哉χ
  ǚḿワθ姿而式仔歯旨ギ鍔燦▕冴細作哉χ
  ǜḿワθへ寢ｸ峩っギ鍔燦▕冴細作哉χ
  Ąḿロθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  Ľḿレθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロ里索ヮχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

へ佻靭惓

裴燵藴朿kっ毛茯謚蝠

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏盆二檮ょ

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏Y慕盆二檮ょ

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

姿而式仔歯旨癒便θせ」χ

  ǖḿヮθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ裏朔ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  ǘḿヰθ姿而式仔歯旨ギ鍔里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴細作哉χ
  ǚḿワθ姿而式仔歯旨ギ鍔燦▕冴細作哉χ
  ǜḿワθへ寢ｸ峩っギ鍔燦▕冴細作哉χ
  Ąḿロθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  Ľḿレθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロ里索ヮχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ

䛯䜛ᴗᡤタ༊ศ䠄䈜㻣䠅 䠍䠊ㆤ䝃䞊䝡䝇ໟᣓᆺ䚷䠎䠊እ㒊䝃䞊䝡䝇⏝ᆺ

端冴傘宙黻脉支実似旨ⅺ廋ǖθせ6χ 支実似旨ⅺ廋思実詩θ漉漉χ

=ů典奉 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏盆二檮ょ 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

餃揜廂盆18 ǖḿ作裁漉漉ǘḿ罪昨直餃揜廂漉漉ǚḿ濟鵡餃揜廂漉漉ǜḿ濟鵡っX餃揜廂

慼宙蛬盗典奉 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

漉ǖḿ033/8夂漉漉ǘḿ諭₂夂

暼佻Ů煮 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

へ佻靭惓 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

ô鑢評脉

跖こ癒便

邑†夂盆二

a磧ô鑢評脉典奉

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏Y慕盆二檮ょ

坿娵ブ㌱82⊕曇慕謚蝠 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

裴燵藴朿k謚蝠盆二θ甓燵⊕湊藴朿χ 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

餃揜廂盆18㏌二檮ょ ǖḿ作裁漉漉ǘḿ倻濟鵡餃揜廂漉漉ǚḿ餃揜廂鑷盆18

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三



跳つ29沈ホっ昨二暼削逃傘典奉っw靭瀧ヅ←

蛬盗支実似旨 暼佻豬 暼佻サ⑪
彌㎏1夂っ

漉漉暼佻癒便θせ1χ
朝佻盆18癒便

θせ「χ
罪昨直ゅ疆際傘典奉っ

鎮ぁ明慱蹙

ኪ㛫ᨭ➼యไ
䚷䚷䠍䠊䛺䛧䚷䚷䠎䠊䊠䚷䚷䠏䠊䊡䚷䚷䠐䠊䊢䚷䚷䠑䠊䊠䞉䊡䚷䚷䠒䠊䊠䞉䊢
䚷䚷䠓䠊䊡䞉䊢䚷䚷䠔䠊䊠䞉䊡䞉䊢

姿而式仔歯旨癒便θせ」χ

端冴傘宙黻脉支実似旨ⅺ廋ǖθせ6χ 支実似旨ⅺ廋思実詩θ漉漉χ

漉ǖḿ作裁漉漉ǚḿレ漉漉ǜḿロ

  ǖḿヮθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ裏朔ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  ǘḿヰθ姿而式仔歯旨ギ鍔里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴細作哉χ
  ǚḿワθ姿而式仔歯旨ギ鍔燦▕冴細作哉χ
  ǜḿワθへ寢ｸ峩っギ鍔燦▕冴細作哉χ
  Ąḿロθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  Ľḿレθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロ里索ヮχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏盆二檮ょ 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏Y慕盆二檮ょ 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

慼宙蛬盗典奉 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

oつへ佻盆18 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ杣`典奉漉漉ǚḿ弯鵡典奉

㋐4/11藴朿k-㾱謚蝠跖こ 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ杣`典奉漉漉ǚḿ弯鵡典奉

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

坿娵82⊕謚蝠典奉甓尤 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

GコあH

ǖḿ「1朝通琢40朝通託
ǘḿ41朝通琢60朝通託
ǚḿ61朝通琢80朝通託
ǜḿ81朝通琢
Ąḿ「0朝通託

漉ǖ漉作裁漉漉ǘ漉再三

式雌似式至実斯辞執盆二 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

〛鵡kブ㌱謚蝠 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

033/8梵魔へ佻盆18っ 漉ǖḿ作裁漉漉ǚḿロ漉漉ǜḿヮ漉漉Ąḿレ

ズソ質はソっ謚蝠典奉

④╪鑢戻Ů煮

ô鑢ⅻ圻

坿娵ブ㌱82⊕曇慕謚蝠

=ů典奉

へ佻靭惓 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

ズソ藴朿㎏1あH梵魔へ佻盆18 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

暼佻Ů煮 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

跖こ癒便 ǖḿ㎏1あH漉漉ǘḿブ㌱あH漉漉ǚḿブ㌱あHθ杣祢夂χ

け儁あH 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三



跳つ29沈ホっ昨二暼削逃傘典奉っw靭瀧ヅ←

蛬盗支実似旨 暼佻豬 暼佻サ⑪
彌㎏1夂っ

漉漉暼佻癒便θせ1χ
朝佻盆18癒便

θせ「χ
罪昨直ゅ疆際傘典奉っ

鎮ぁ明慱蹙

端冴傘宙黻脉支実似旨ⅺ廋ǖθせ6χ 支実似旨ⅺ廋思実詩θ漉漉χ

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏Y慕盆二檮ょ 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

姿而式仔歯旨癒便θせ」χ

  ǖḿヮθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ裏朔ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  ǘḿヰθ姿而式仔歯旨ギ鍔里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴細作哉χ
  ǚḿワθ姿而式仔歯旨ギ鍔燦▕冴細作哉χ
  ǜḿワθへ寢ｸ峩っギ鍔燦▕冴細作哉χ
  Ąḿロθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  Ľḿレθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロ里索ヮχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

=ů典奉 漉ǖḿ作裁漉漉ǚḿレ漉漉ǜḿロ

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏盆二檮ょ 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

楷枕82⊕謚蝠典奉
θ6鏤通琢1「鏤鑷▕χ

漉ǖḿ作裁
漉ǘḿ暼flò歳Ą便通琢ǖ某Ą便鑷▕
漉ǚḿ暼flò歳ǖ某Ą便通琢ǘ某Ą便鑷▕
漉ǜḿ暼flò歳ǘ某Ą便通琢ǚ某Ą便鑷▕
漉Ąḿ暼flò歳ǚ某Ą便通琢ǜ某Ą便鑷▕
漉Ľḿ暼flò歳ǜ某Ą便通琢

㋐4/11藴朿k-㾱謚蝠跖こ 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ杣`典奉漉漉ǚḿ弯鵡典奉

漉ǖḿ作裁
漉ǘḿ煮履」烝戻昨暼flk歳0
漉ǚḿ煮履4烝戻昨暼flk歳0
漉ǜḿ煮履「烝戻瀧め楷枕匙昨82⊕曚ふ歳0

033/8梵魔へ佻盆18っ 漉ǖḿ作裁漉漉ǚḿロ漉漉ǜḿヮ漉漉Ąḿレ

楷枕謚蝠輸逃€毒毒嫡 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

④╪鑢戻Ů煮 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

跖こ癒便 漉ǖḿ瀧め夂漉漉ǘḿユ駟流癧夂

暼佻Ů煮 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

あ
H
っ
29
沈

楷枕82⊕謚蝠

ǖḿ「1朝通琢40朝通託
ǘḿ41朝通琢60朝通託
ǚḿ61朝通琢80朝通託
ǜḿ81朝通琢
Ąḿ「0朝通託

楷枕82⊕謚蝠典奉
θ1「鏤通琢「4鏤鑷▕χ

へ佻靭惓

楷枕82⊕質暼fl曚ふ癒便

ズソ質はソっ謚蝠典奉

漉ǖḿ作裁
漉ǘḿ暼flò歳Ą便通琢ǖ某Ą便鑷▕
漉ǚḿ暼flò歳ǖ某Ą便通琢ǘ某Ą便鑷▕
漉ǜḿ暼flò歳ǘ某Ą便通琢ǚ某Ą便鑷▕
漉Ąḿ暼flò歳ǚ某Ą便通琢ǜ某Ą便鑷▕
漉Ľḿ暼flò歳ǜ某Ą便通琢

慼宙蛬盗典奉 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

82⊕╪賠謚蝠典奉θレχ

楷枕82⊕謚蝠典奉
θ「4鏤通琢」6鏤鑷▕χ

漉ǖḿ作裁
漉ǘḿ暼flò歳Ą便通琢ǖ某Ą便鑷▕
漉ǚḿ暼flò歳ǖ某Ą便通琢ǘ某Ą便鑷▕
漉ǜḿ暼flò歳ǘ某Ą便通琢ǚ某Ą便鑷▕
漉Ąḿ暼flò歳ǚ某Ą便通琢ǜ某Ą便鑷▕
漉Ľḿ暼flò歳ǜ某Ą便通琢



跳つ29沈ホっ昨二暼削逃傘典奉っw靭瀧ヅ←

蛬盗支実似旨 暼佻豬 暼佻サ⑪
彌㎏1夂っ

漉漉暼佻癒便θせ1χ
朝佻盆18癒便

θせ「χ
罪昨直ゅ疆際傘典奉っ

鎮ぁ明慱蹙

端冴傘宙黻脉支実似旨ⅺ廋ǖθせ6χ 支実似旨ⅺ廋思実詩θ漉漉χ

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏盆二檮ょ 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

姿而式仔歯旨癒便θせ」χ

慼宙蛬盗典奉

=ů典奉ǖḿレ夂医7.5:1)
ǘḿロ夂医10:1)

跖こ癒便   ǖḿź夂漉漉ǘḿż夂

033/8質跳つへ佻幣擊謦冏Y慕盆二檮ょ 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

  ǖḿヮθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ裏朔ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  ǘḿヰθ姿而式仔歯旨ギ鍔里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴細作哉χ
  ǚḿワθ姿而式仔歯旨ギ鍔燦▕冴細作哉χ
  ǜḿワθへ寢ｸ峩っギ鍔燦▕冴細作哉χ
  Ąḿロθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  Ľḿレθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロ里索ヮχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ

漉ǖḿ作裁漉漉ǚḿロ漉漉ǜḿヮ漉漉Ąḿレ

楷枕6162A夂母ぁkヅ芻㏌筆 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ㏌巸θ漉漉漉漉付χ漉漉ǚḿ筆瞩

ズソ質はソっ謚蝠典奉 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

¥④溷モ署耨莉棡佻盆18 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

漉ǖḿ作裁漉漉ǚḿレ漉漉ǜḿロ

裴燵k謚蝠典奉 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿレ漉漉ǚḿロ

楷枕82⊕謚蝠典奉 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

¥④溷モ署耨 漉ǖḿ作裁漉漉ǚḿロ夂漉漉ǜḿヮ夂漉漉Ąḿレ夂

へ佻靭惓

033/8梵魔へ佻盆18っ

暼佻Ů煮 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

楷枕6162謚蝠

ǖḿ「1朝通琢40朝通託
ǘḿ41朝通琢60朝通託
ǚḿ61朝通琢80朝通託
ǜḿ81朝通琢
Ąḿ「0朝通託

ǖḿ「1朝通琢40朝通託
ǘḿ41朝通琢60朝通託
ǚḿ61朝通琢80朝通託
ǜḿ81朝通琢
Ąḿ「0朝通託



跳つ29沈ホっ昨二暼削逃傘典奉っw靭瀧ヅ←

蛬盗支実似旨 暼佻豬 暼佻サ⑪
彌㎏1夂っ

漉漉暼佻癒便θせ1χ
朝佻盆18癒便

θせ「χ
罪昨直ゅ疆際傘典奉っ

鎮ぁ明慱蹙

b
ド
謚
蝠

蝙漉   81藜砕朔腰廸鍮質9盆細参冴奡¥埼際甑

せǖ

せǘ坤朝佻盆18癒便墾屢削朔腰寤圍二暼琢昨癒便燦こ暼際傘甑

せǚ䛂䜻䝱䝸䜰䝟䝇༊ศ䛃ḍ䛿䚸⚟♴䞉ㆤ⫋ဨฎ㐝ᨵၿຍ⟬ᑐ㇟䛜䛂䠎䠊䛒䜚䛃䛷タᐃ䛥䜜䛶䛔䛯ሙྜ䛻タᐃ䛩䜛䚹

せǜ

せĄ

せĽ

䈜䠓

䈜䠔

䈜䠕

ኪ㛫ᨭ➼యไ
䚷䚷䠍䠊䛺䛧䚷䚷䠎䠊䊠䚷䚷䠏䠊䊡䚷䚷䠐䠊䊢䚷䚷䠑䠊䊠䞉䊡䚷䚷䠒䠊䊠䞉䊢
䚷䚷䠓䠊䊡䞉䊢䚷䚷䠔䠊䊠䞉䊡䞉䊢

ズソ質はソっ謚蝠典奉 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

ィ⏬┦ㄯᨭ ┦ㄯᨭ≉ᐃᴗᡤ

ඹྠ⏕άຓ

⚟♴䞉ㆤ⫋ဨฎ㐝ᨵၿ≉ูຍ⟬ᑐ㇟

䜻䝱䝸䜰䝟䝇༊ศ䠄䈜㻟䠅

  ǖḿヮθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ裏朔ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  ǘḿヰθ姿而式仔歯旨ギ鍔里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴細作哉χ
  ǚḿワθ姿而式仔歯旨ギ鍔燦▕冴細作哉χ
  ǜḿワθへ寢ｸ峩っギ鍔燦▕冴細作哉χ
  Ąḿロθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ
  Ľḿレθ姿而式仔歯旨ギ鍔θレ里索ロ里索ヮχ里索へ寢ｸ峩っギ鍔昨哉剤参雑▕冴際χ

䛯䜛ᴗᡤタ༊ศ䛃ḍ䛻䛿䚸⚟♴䞉ㆤ⫋ဨฎ㐝ᨵၿຍ⟬ᑐ㇟䚸䜎䛯䛿⚟♴䞉ㆤ⫋ဨฎ㐝ᨵၿ≉ูຍ⟬ᑐ㇟䛜䛂䠎䠊䛒䜚䛃䛷䛒䜚䚸ඹྠ⏕άຓᴗᡤ䛻䛶▷ᮇධᡤ䜢ᐇ䛩䜛ሙྜ䚸䛂㻝㻦ㆤ䝃䞊
䝡䝇ໟᣓᆺ䛃䚸䜎䛯䛿䛂㻞㻦እ㒊䝃䞊䝡䝇⏝ᆺ䛃䜢タᐃ䛩䜛䚹

ᆅᇦ⏕ά⛣⾜ಶูᨭ 䚷䠍䠊䛺䛧䚷䚷䠎䠊䛒䜚

䛂䛯䜛ᴗᡤ䝃䞊䝡䝇✀㢮䠍䛃ḍ䛻䛿䚸⚟♴䞉ㆤ⫋ဨฎ㐝ᨵၿຍ⟬ᑐ㇟䚸䜎䛯䛿⚟♴䞉ㆤ⫋ဨฎ㐝ᨵၿ≉ูຍ⟬ᑐ㇟䛜䛂䠎䠊䛒䜚䛃䛷䛒䜚䚸㞀ᐖ⪅ᨭタ䛻䛚䛡䜛᪥୰άື⣔䝃䞊䝡䝇䛾ሙྜ䛂㻟㻞㻦
タධᡤᨭ䛃䜢タᐃ䛩䜛䚹▷ᮇධᡤ䛻䛴䛔䛶䛿ᣦᐃඹྠ⏕άຓᴗᡤ䠄እ㒊䝃䞊䝡䝇⏝ᆺᣦᐃඹྠ⏕άຓ䜢ྵ䜐䠅䛻䛚䛔䛶⾜䛳䛯ሙྜ䛿䛂㻟㻟䠖ඹྠ⏕άຓ䛃䚸ᣦᐃᐟἩᆺ⮬❧カ⦎ᴗᡤ䛻
䛚䛔䛶⾜䛳䛯ሙྜ䛿䛂㻟㻠䠖ᐟἩᆺ⮬❧カ⦎䛃䚸༢⊂ᆺᴗᡤ䛻䛚䛔䛶⾜䛳䛯ሙྜ䛿䛂㻞㻞䠖⏕άㆤ䛃䜢タᐃ䛩䜛䚹

䚷䠍䠊䛺䛧䚷䚷䠎䠊䛒䜚

䛂つᶍఫᒃ䛃ḍ䛾䛂䠐䠊ᐃဨ㻞㻝ே௨ୖ䠄୍యⓗ䛺㐠Ⴀ䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛ሙྜ䠅䛃䛿䚸タ༊ศ䛜䛂ㆤ䝃䞊䝡䝇ໟᣓᆺ䛃䛾ሙྜ䛻㝈䜛䚹

䚷䠍䠊䛺䛧䚷䚷䠎䠊䛒䜚

タ༊ศタ༊ศ 䠍䠊ㆤ䝃䞊䝡䝇ໟᣓᆺ䚷䠎䠊እ㒊䝃䞊䝡䝇⏝ᆺ

つᶍఫᒃ䠄䈜㻤䠅

㻌㻝㻤ṓ௨ୖ䛾㞀ᐖඣタධᡤ⪅䜈䛾ᑐᛂ䛸䛧䛶䚸ඣ❺⚟♴ἲ䛻ᇶ䛵䛟ᣦᐃᇶ‽䜢‶䛯䛩䛣䛸䜢䜒䛳䛶䚸㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲ䛻ᇶ䛵䛟ᣦᐃᇶ‽䜢‶䛯䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛸䜏䛺䛩≉ᥐ⨨䛾ᑐ㇟䜢タᐃ䛩䜛䚹

漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

䚷䠍䠊䛺䛧䚷䚷䠎䠊䛒䜚

諭₂’蟷典奉盆二θヰχ 漉ǖḿ作裁漉漉ǘḿ再三

㔜ᗘ㞀ᐖ⪅ᨭ⫋ဨ㓄⨨䠄䈜㻥䠅 䚷䠍䠊䛺䛧䚷䚷䠎䠊䛒䜚
䠍䠊䊢ᆺ㻔㻢㻦㻝㻕
㻌䠎䠊䊣ᆺ㻔㻝㻜㻦㻝㻕
䠏䠊䊠ᆺ㻔㻠㻦㻝㻕
䠐䠊䊡ᆺ㻔㻡㻦㻝㻕

㏻⪅⏕άᨭ

䠍䠊䛺䛧䚷䚷䠎䠊ᐃဨ㻤ே௨ୖ䚷䚷䠏䠊ᐃဨ㻞㻝ே௨ୖ
䠐䠊ᐃဨ㻞㻝ே௨ୖ䠄୍యⓗ䛺㐠Ⴀ䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛ሙྜ䠅

⫋ဨḞዴ 䚷䠍䠊䛺䛧䚷䚷䠎䠊䛒䜚

⚟♴䞉ㆤ⫋ဨฎ㐝ᨵၿຍ⟬ᑐ㇟

⚟♴ᑓ㛛⫋ဨ㓄⨨➼ 漉ǖḿ作裁漉漉ǚḿロ漉漉ǜḿヮ漉漉Ąḿレ

䛂㔜ᗘ㞀ᐖ⪅ᨭ⫋ဨ㓄⨨䛃ḍ䛿䚸タ༊ศ䛜䛂ㆤ䝃䞊䝡䝇ໟᣓᆺ䛃䛾ሙྜ䛻タᐃ䛩䜛䚹

䛂㛤ᡤ㛫ῶ⟬༊ศ䛃ḍ䛿䚸㛤ᡤ㛫ῶ⟬䛜䛂䠎䠊䛒䜚䛃䛾ሙྜ䛻タᐃ䛩䜛䚹
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䜛䚹



障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表

提供サービス
特例による指定

の有無
（※1）

定員規模
（※2）

施設等区分 主たる障害種別 その他該当する体制等
適用開始日

福祉・介護職員処遇改善特別加算対象

各サービス共通 地域区分

福祉専門職員配置等

福祉・介護職員処遇改善加算対象

　11．一級地　　12．二級地　　13．三級地　　14．四級地　　15．五級地
  16．六級地　　17．七級地　　18．八級地　　19．九級地　　20．十級地
　21．十一級地　22．十二級地　23．その他　　24．十三級地　25．十四級地

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
障
害
児
通
所
給
付
費

児童発達支援
１．児童発達支援センター
２．児童発達支援センター以外

開所時間減算

定員超過

職員欠如 １．なし　　２．あり

児童発達支援管理責任者専任体制 １．なし　　２．あり

開所時間減算区分（※3）

１．なし　　２．あり

１．なし　　２．あり

　　　　　　　　　　　１．なし　　　　　　２．その他栄養士
　　　　　　　　　　　３．常勤栄養士　　　４．常勤管理栄養士

特別支援体制 １．なし　　２．あり

延長支援体制

栄養士配置体制（※4）

医療型
児童発達支援

１．医療型児童発達支援
    センター
２．指定発達支援医療機関

１．なし　　２．あり

１．なし　　２．あり

１．重症心身障害以外
２．重症心身障害

有資格者配置 １．なし　　２．あり

開所時間減算 １．なし　　２．あり

１．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※5）

  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ２．Ⅴ（キャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれも満たさない）
  ３．Ⅳ（キャリアパス要件を満たさない）
  ４．Ⅳ（職場環境等要件を満たさない）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

定員超過

開所時間減算区分（※3）

保育職員加配 １．なし　　２．あり

１．なし　　２．あり

児童発達支援管理責任者専任体制 １．なし　　２．あり

福祉専門職員配置等 　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

福祉・介護職員処遇改善加算対象 １．なし　　２．あり

特別支援体制 １．なし　　２．あり

延長支援体制 １．なし　　２．あり

福祉・介護職員処遇改善特別加算対象 １．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※5）

  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ２．Ⅴ（キャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれも満たさない）
  ３．Ⅳ（キャリアパス要件を満たさない）
  ４．Ⅳ（職場環境等要件を満たさない）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

１．４時間未満　　２．４時間以上６時間未満

送迎体制 １．なし　　２．あり

指導員加配体制 １．なし　　３．児童指導員等　　４．指導員

　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

１．４時間未満　　２．４時間以上６時間未満



障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表

提供サービス
特例による指定

の有無
（※1）

定員規模
（※2）

施設等区分 主たる障害種別 その他該当する体制等
適用開始日

定員超過 １．なし　　２．あり

福祉・介護職員処遇改善特別加算対象

特別支援体制

開所時間減算

福祉・介護職員処遇改善加算対象

専門訪問支援員体制

福祉・介護職員処遇改善特別加算対象

有資格者配置 １．なし　　２．あり

１．なし　　２．あり

放課後等デイ
サービス

１．重症心身障害以外
２．重症心身障害

指導員加配体制

延長支援体制

児童発達支援管理責任者専任体制 １．なし　　２．あり

１．なし　　２．あり

職員欠如

１．なし　　２．あり

１．なし　　２．あり

１．なし　　２．あり

１．なし　　３．児童指導員等　　４．指導員

福祉専門職員配置等 　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

１．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※5）

  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ２．Ⅴ（キャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれも満たさない）
  ３．Ⅳ（キャリアパス要件を満たさない）
  ４．Ⅳ（職場環境等要件を満たさない）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

保育所等訪問支援

１．なし　　２．あり

児童発達支援管理責任者専任体制 １．なし　　２．あり

福祉・介護職員処遇改善加算対象 １．なし　　２．あり

１．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※5）

  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ２．Ⅴ（キャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれも満たさない）
  ３．Ⅳ（キャリアパス要件を満たさない）
  ４．Ⅳ（職場環境等要件を満たさない）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

開所時間減算区分（※3） １．４時間未満　　２．４時間以上６時間未満



障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表

提供サービス
特例による指定

の有無
（※1）

定員規模
（※2）

施設等区分 主たる障害種別 その他該当する体制等
適用開始日

１．知的障害児
２．自閉症児
３．盲児
４．ろうあ児
５．肢体不自由児

障
害
児
入
所
給
付
費

福祉型障害児
入所施設

１．なし
２．あり

１．当該施設が単独施設
２．当該施設に併設する
　　施設が主たる施設
３．当該施設が主たる施設

重度知的障害児収容棟設置（※6） １．なし　　２．あり

肢体不自由児施設重度病棟設置（※6） １．なし　　２．あり

定員超過 １．なし　　２．あり

児童発達支援管理責任者専任体制 １．なし　　２．あり

職業指導員体制 １．なし　　２．あり

強度行動障害加算体制 １．なし　　２．あり

心理担当職員配置体制 １．なし　　２．あり

看護師配置体制 １．なし　　２．あり

自活訓練体制（Ⅰ） １．なし　　２．あり

自活訓練体制（Ⅱ） １．なし　　２．あり

福祉専門職員配置等 　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

福祉・介護職員処遇改善加算対象 １．なし　　２．あり

栄養士配置体制（※4）
　　　　　　　　　　　１．なし　　　　　　２．その他栄養士
　　　　　　　　　　　３．常勤栄養士　　　４．常勤管理栄養士

小規模グループケア体制 １．なし　　２．あり

福祉・介護職員処遇改善特別加算対象 １．なし　　２．あり

キャリアパス区分（※5）

  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ２．Ⅴ（キャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれも満たさない）
  ３．Ⅳ（キャリアパス要件を満たさない）
  ４．Ⅳ（職場環境等要件を満たさない）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

医療型障害児
入所施設

１．医療型障害児入所施設
２．指定発達支援医療機関

重度知的障害児収容棟設置（※6）

児童発達支援管理責任者専任体制

福祉専門職員配置等

福祉・介護職員処遇改善加算対象

キャリアパス区分（※5）

１．なし　　２．あり

肢体不自由児施設重度病棟設置（※6） １．なし　　２．あり

定員超過 １．なし　　２．あり

自活訓練体制（Ⅰ） １．なし　　２．あり

自活訓練体制（Ⅱ） １．なし　　２．あり

　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

小規模グループケア体制 １．なし　　２．あり

１．なし　　２．あり

福祉・介護職員処遇改善特別加算対象 １．なし　　２．あり

  １．Ⅲ（キャリアパス要件（Ⅰ又はⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ２．Ⅴ（キャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれも満たさない）
  ３．Ⅳ（キャリアパス要件を満たさない）
  ４．Ⅳ（職場環境等要件を満たさない）
  ５．Ⅱ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）
  ６．Ⅰ（キャリアパス要件（Ⅰ及びⅡ及びⅢ）及び職場環境等要件のいずれも満たす）

１．なし　　２．あり

重度障害児支援 １．なし　　２．あり

１．なし　　２．あり

重度障害児支援（強度行動障害） １．なし　　２．あり

心理担当職員配置体制



障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表

提供サービス
特例による指定

の有無
（※1）

定員規模
（※2）

施設等区分 主たる障害種別 その他該当する体制等
適用開始日

相
談
支
援

※１　              　　　　

※２             　　　　「定員規模」欄には、定員数を記入すること。            　　　　

※３

※４

※５

※６

 18歳以上の障害児施設入所者への対応として、児童福祉法に基づく指定基準を満たすことをもって、障害者総合支援法に基づく指定基準を満たしているものとみなす特例措置の有無を設定する。

相談支援特定事業所 １．なし　　２．あり障害児相談支援

「重度知的障害児収容棟」及び「肢体不自由児施設重度病棟」は、「厚生労働大臣が定める施設基準」の要件を満たすこと。

　栄養士配置加算（Ⅰ）についは「３：常勤栄養士または４：常勤管理栄養士」を選択する。
  栄養士配置加算（Ⅱ）については「２：その他栄養士」を選択する。
　栄養マネジメント加算については「４：常勤管理栄養士」を選択する。

「キャリアパス区分」欄は、福祉・介護職員処遇改善加算対象が「２．あり」で設定されていた場合に設定する。

「開所時間減算区分」欄は、開所時間減算が「２．あり」の場合に設定する。          　　　　
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