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原点に貢りつつ新しいことに・・・
〜「毎日聖霊を蔑むための聖霊同盟の方法」掲載について
みことばの光編集責任者 矢吹 博

「みことばの光」の編集に携わるようになり10年
が経ちました。大きな被害をもたらした東日本大震
災後の節電下、印刷会社のレトロな部屋で寒さにふ

るえながら出張校正を行っていたことを思い出しま
す。編集記号もにわか覚えで、一つのミスもあって
ほならないと目を皿のようにしてゲラ刷りに向かっ

ていました。

編集者としてスタートした当時は、大手キリスト
教出版社がおしゃれな表紙のデポーション誌を発行
して間もない頃で、すでに多くのデポーション誌も
あり、「みことばの光」の発行部数は減少傾向にあり

もらいやすいものにするという理由によるものでし
た。具体的には、本誌の巻末付近に掲げられていた
「毎日聖書を読むための聖書同盟の方法」を簡素な
ものにしたということに表れています。果たして、
どれほどの読者がこの方法で聖書を読んでいるのだ
ろうかとの思いもあっての変更でした。

しかし、2021年2月号からの「みことばの光」に

は、再び「毎日聖書を読むための聖書同盟の方法」
を掲載しています。再掲載に至った理由を挙げます。
一つはある夫妻との出会いです。南ドイツ在住の

ました。このような中で「みことばの光」はどうあ

原憲二さん、しのぶさん夫妻は、以前からの「みこ
とばの光」の読者で、「毎日聖書を読むための聖書同

ったらよいのかということについて、いろいろなこ

盟の方法」によって聖書を読み続け、これは素晴ら

とが頭に浮かびました。

しい方法だという強い確信を持っておられます。夫

まず取り組んだのは、編集者のブログを立ち上げ

ることでした。「みことばの光的毎日」というタイト
ルで、「みことばの光」を用いて聖書通読をしておら

れる方を励まし、聖劃こ関心を持ってくださる方が
一人でもおられるようにと願いながら今も書き続け

ています。ここには、私が「みことばの光」を傍ら
に置いて聖書を読んで、何を知り、何を心に留めた
のかを書いてきました。みことばの恵みを分かち合
うことの大切さや喜びを知ることができました。そ
の他、版下作成の「内製化」や判型の大型化などの

変化もあります。
一方で、変える必要のないことを変えた、正しく

言うと、曖昧にしたと反省しています。それは、「み
ことばの光」をより分かりやすいもの、手に取って

妻は、死の病と闘う主にある友をどのようにして慰
め励ますことができるのだろうかと祈る中で、何人
かで「みことばの光」を用いて、「…聖書同盟の方法」

によってオンラインでグループ・デポーションを始
められ、現在に至っています。感染症の世界的拡大

前から、みことばを分かち合う交わりがこのように
持たれていることに、不思議な主の導きをおぼえま
す。
二つ目は、「みことばの光」をチームで取り組むよ

うになったことです。実際の編集は以前から何人か
の方と共同で行ってきたのですが、「みことばの光」

の役目は何か、何が求められているかと、などとい
うことについて考える場はありませんでした。2016

年9月に第1回みことばの光委員会が持たれ、以来

○阜ユ1羊轡等妄￥ユG苛つ爛凶量添管や誹を星樹他年埋ユ

1勾非、軍㊥曾曾膵早等0謝凝評曾鼻歌朗＝嘩誕賢哲由布鼻 嘩薮軍驚喜添、コ伯0位哲也ねr
O￥1羊￥寡をマつ曾定＃〉ユ（へ尉塾謀Ong9上

手一口∠よっ伯￥蒙豊好手、コ拍ママⅥ俸￥G等〉1湛三寧第g0校等0ユ羊坤コ立泉薫OYl／′4

4dC薩媚、ユ17割等○￥1羊qq吉相野路∽（等凝1Yhキ曲1／Tgムイン園賢哲等割1／Tgム
マン）頻描執粗宴0ぎ旨肇等旨重ね鼻Ⅴ註r、重苦羽胆Ⅹ9Ⅹ曙洛起算、∠ん〃Y婆M●e●q−！q脚￥蟄

HM、q羊切立ボーキム〆0（辱凝」と卓よさ′亜章等歌等凝1Y卓よさ′辛目）劇場軸等匂症海忘団
等旨夢虫皇Ⅴ耳r O￥1羊1昨季ユ17重苦（等拝観∠与〃定添苓畠中）XSこ）甘劇胤rhレり叩

9号コ ○￥1立1んミヰ凝事由卓也甜芋等旨夢虫鼻（ⅤⅡr）笛凶暴艶蜜日割（首）目SZ日t際荘

○（ウZ：Zt封卦）「0￥CtへユC薯男、q苛つ】7啓上等

阜軍事はほっ∽此」0￥1羊ug些膵某月こせ0添斐うー￠蛸苗粗壁0∠h〃′4蜜日管留年立轟海砂
苗国定添、葡土嚢也等㌍儲∵韓￥1羊叫定宣撫さ寧中開㊥健男官軍二億鰭αYl／′44d⊂薩媚q軍曹
ヰ隼弱国03 0￥1羊叫与等年々庄0園検事番場曾苛つ憫副浮立車種・掛出㊥星79旦白話を婁葺
、花器持つ㊥富むt管等コ慣魂等立蜜確・附掲0「群仏罰マつせ」、さ撃て謡羊呈立郎皆をユレム①弱
国壕＋0￥1羊1宣撫を言等マつな卓立膵 つ97掛を謝dqd（わ「非仏器クマこせよこでβ」、￥岬

コ欄dqd「非∽対マこせ」9守こらせ、ね亜劉ユ17防凶暴添、立0日昏膵 二号等二億熟字翳定
1／4ボよなってα二

〇￥1羊卓立寺散を甜尉仔執0−4ミキ・∠−1／∠1／一手と仏日Ot首Ot痴如

、コ拍マ 寄倒建勝星蒔∠h〃′4辛目号等曜華を卓添○￥1ユ謝闊0ふく′古く幸、S字本革叫定

甜朗立等判定崩せ月割qG可0￥1羊明宝謝欧字等准葦剥国訴朗症添、（首）目81日tねtZOZ

苛1茎1叩脅）」ん三4准夏壷皇智等浩量剥国華幽睾毒
〇五芸1￥小鳩等〉19才年毎も〇本羊1首望洋を長考書誌さ健筆α禦智0HSこ）嶋
・笛凶畳語〇五等1牒翠孝苛つ管tへユGg詳〉q姥等？Gtへ

0fa毎射出軸0重苦凋

妄詭幸手割
〇五童．

（賭場等域1Yhキ崖辛目11／∠〃イ与∠）

苛つ管￥君＝】等穏0芋、ら雷管fMも7鼻をM融

0阜羊tへユ￥毎号tへなせ聯二伸￥曜誹や立密「

欄閻0つ、奇観臓等t寧鼻q

含阜夢をぎクマこせ0暑さt寧M副官五番尋ざクマつせ

翳0ユ1号暑帯封

、コ拍定、1羊樹をマ二㌢阜ら等尋誕苛砂を、星苓

0上立包含守S字重野〉謡を

ご用マ

星夢二クマコ㌢ 1割￥塑1群0割、尋t中也曜軍を皐添

昔々日ユG軍コQq也を差招こせし1番

を言争苛つせ、叫t￠療コ…准∽亨ユ1群をぎ17コ仏

ユ1＝沌軍￠詔、中也等飴￥膵 二号阜響啓を定添
、昇等、コ†T滑てっちりマ〉詳￥tヘム坤鞘コ†重苦tへ

産添qY￥や年月壬、羊†イ亡べんミ0笛固定添
0阜

可、叫阜徳qt彫、羊†「掛瑚耶にや」うー￠阜ユ

○本立てつらtへマ＃0葦（1イド∠一丁）修誕裡

羊tlユ叫告白彰、ユーへ良質コ9「十バズ1−4YペE

イんミ」乳釦酔沖田国定添∵判「卸胡耶にや」

評定添〉葦羊一ふむ葦妄樹ら（へマ認印＝】東軍昭二、ユ

0阜ユ￠￥叫定雄親好

1之○与良てっちり7、号守二伸￥曾星苛つ持てて

「頓雅砂塵苓撃」0￥1羊卓ユ坤定置剥ユ巧しこト助字

芋を臼ユGr封￠隼0之茅ほっや、1蓼を調号こせ
、引去則0コ溝柏等雪盲毎号t 曾官立轟夢頭回ユG

苛つ阜畳眺寧「抑瑚耶に硬」「H一々Yさ寧「等屋

てこ†「師胡昭にセ」、恢￥0誹嬰イEイんミ0コ

壁暑轟喉」うー撃巾Otへ等1璧砂を、q羊等コ棚胞宰
l

ONl石0㌃1才ノ＝ト→てこⅩS〇笛凶豊毒

Otは＃〉tへ肘浮身をよ尋「群0割マこせ」、筆イ亡べー辞去￥坪非を空襲

皐添0阜より重言冊悩￥tユ￥等コ粕 0 姥球奇々耳管q朗＝轟囁￥羊苓鞘、立ヰ0男苓曾阜夢
乳剤マこせ0＿を羊￥頓を国中幾立回与、1甜幽ユG尊号勺′中吉喀（姻斜袖￥・皆卦軒別即断膵1号こせ
、爛轟鳳Y事、蛸諸国艶、亜帯封韓妙・ぎ旨挙）等日華詐仏器ほっせ0耳も寄掛α接地￠暑義憤 碁笥
撃0切な曾阜軍報を星閥、Q困尋詰寄0勘rQ軍 ○￥1羊星ユ叫うーへ肘ユ17古拙砂やなら等尊く寧塔

寺せ箪コ巨革、 1割官封をqq苺等t雷砂 地 を耳管守コ亨、ユG才コ僧鱒0継親畳語￠ ご日割
「非∽調号コせ」0．各軍叫q主星ユG苛つ†イン与イ阜＝†（打）目ZZ打CねIZOZ判習わ与、さ啓上薯（ヘム

1謝掴尋「等良鯉屋轟鳩雅也対マつせ」回「宙卑0阜羊巧受諾〉ユ叫より定ユ㊥管理や鰭宴義昭側Y
Og儲伴は劉H∽「群仏罰マこせ」0耳羊1￥tへ牒轡q苛つ′、qg詳〉ユーへ肘を「新砂調号こせ」やCtへ

上芋叫仰臥仔等昆岩鼻義憤￥①震】フコ嗜

iり定＃〉q姥球ユ官憲啓蒙墓場の軍等算等艶、やつ羊ク鵬￥磯
部空也蒙封旨等撃つせこでボOtlg＃〉tへ肘等女ら言を「こせごてβ」、豊ペE／乍

一済まな守雄を㌍群星高砂封即事里中の昇、立中也貿苓9五番尋ぎほっ専○阜羊
卓立膵 コ9阜1轟等ら軍曜㌍ユf†智尋定添、？二〇7定型苓01／一々とペ亡べん

ミ91才璧尋等凝、ユ砂上羊tへユ1第撃ら軍営卓立隼ユ崖蒜建国￥媚 ○＿駐羊封詔な

りユり肘隼＝封1墾謝蜜、ユ0曜控を始樹定蒜〇回マ「非∽調号こせ」空事斯、￥羊
○＿阜羊f†蚕を寺馳79tへ立て髄0枚マY（わ署薬事巨へ曾智之傍目ミ年号￥やヱ壬0苓畠

中○な1羊 苛つ咤耳管定立膵璧励∽立謝dqd抄14βよしq才女首6痴OZOZ
0阜羊q孝二旧習Ea叫つ、ユ瓢呼号コ憾お城∽寄里中○阜羊1ポイ丁≠一ヰ′ムS字イン鼻よ埴箪㊥畠
打ウマ耐暑習わ媚0阜羊1なり攫翠0才つ′、q定＃〉ユーへ肘を「群∽封マこせ∠二でボ帖月」やCtへ

i上苫G等〉1媚好くノ丸ま罪肇①非①震フコ呼∠こて膏帖旨
l●ONt岩0岩一タイでーてこⅩS〇苫旨凶量竃

○（岩JO●d担S⑳q叫封な羊0669−006−仲0）阜募り

ユ1号封等尋aq等tl凶等抄等堰￥坤￥封を勺個○阜立謀勢苓里由官軍コ昨現等稜∽丁滑GZ、羊クコ側
道蜜隼∠イ4台ⅩSこ）㌢曾コ仏阜0阜羊1軍等マ㊤調号tへユ叫ウマ与コほS字HS〇、軍帽閥等ら軍￠コ
Oj・立 つ㌢哲也制等隼ユ 、劉09喝を誌複

号（へユ1孝男苓曾○欝を泊地年寄里かへ等うq藁7号￥僻目、ユC苛つ怖里中0阜立調但隼立等凝0狗
聯￥叫淵言明官立ペン妄イ阜0▼鼻血マ二号守0制調但軍畑雪上複諺ユ1年訊、GGq姥ユ㊥辞を妄熱砂

芋、社寺切取コ櫻轟 暑転庸樋里巾0叩き坤を膵（鯉非等重苦等四回露語）庭封田細管官立重苦ⅩSこ）
07謡羊q留別重野曾官立鮮卑、うー草本も飴￥軍帽樹也樋里巾0坤之叫を○呼ら㌣墨抽神町膵昭心蘭

を梅里中立国早婚樋里中也等稜OCZ、ぎ￥ ￥0阜羊 守韓等域G封尋樽里中ユペン妄イ耳、翌俸
〇一日蛸晒認誅如砧的用Sこ）好む管鼻音樹曜鼻を劇団也を、￥男尊豊艶二様里中コ†

刷軍報〉準年q軍、立てつ曾享年劉号等域C苓コ棚欝定添0御、S字等苓仏事里中曾flP団討つほ樹∽礎
等ユ17等凝0上羊1貝f尋樋里ヰ封嘉等凝羊将軍等苛里中0等凝、羊】「∠畠〃定添」曾官立S（わⅩS〇
〇阜立ヰ攫執つ博謝cc 城、う韓等1澄劫を埋漉萌轡羊はバネキ貰0日9号∠バネキ璧仏日C由与
0な1羊1甜出立ペ′妄イ阜尋等第二伯t虫も、等苓砂等里一ゝ′バネキム 博コ咽ttうー￠首Ot、∠バ

ネキ貰コ伯8、等第二伯9羊鳩軸、ug習熟撃等鄭痍よくふキ9才つはム〃YO等凝皆匂封r打0￥1
羊G等〉葦卓立さ￠輝男0製国立等叩こうt￠よく心音卓也毎朝、ユ上値を￥潔萌轡OYl／ケ44d亡臨場
、5草本蔓りユ1号健筆㌢￥芋を仔劉甜朗よくふキ0尊さ貰軍曹よくふキ（専任閏∠与〃定添苛嘉ヰ）ⅩSこ）
it1字詔〉＼1財守孝幸曙、白雲詔〉0城坪コ1中耳0謡塾事里中官軍コ1年掛等准0MS〇
0阜貫くへユ1富封

球0才つ′尋岬牽ご0阜羊1なり￥男等啓馳掛等毒牙二川仔牽く′与イ享、う￥1羊妄仁熟字謝関Otへ定

＃〉せⅥ1由浮立羊JO●．nS⑳q叫、1匹的をYl ∠1／−〆、坦乱こ、皆等楼・園凝、埋皆等、判

＃0石壁昨季○＿立t￥妄詳なり叫尊ご￠瓢隼二g0胸瑳0お姦聖廟姦申謝嘉等凝、￥芸〇五羊卓立
やマコ〉謎なく恒へ壁等専任砂等凝￥tヘム1封印コ櫻弦等竣0聖和、対￥ ￥、ユ砂上ユイン与イ阜
0鼻も械海軍憧畔牽、S字阜羊妄＃なりユ履き羊M／一月よ等勝也、忘嘲∽（等拝観∠妄〃
定高市志功）HSこ）Of羊17鳳軸￠qq等0岬牽甲目軍側也を0阜adg‥ウl〜00：El視立てOE：ll
〜00：Ol埋立0＿ト羊1￥tl∴uOOZ札苅別離憎は∵1欝過程穎鮭a aqnエnOAう埠（鵬新著＃

活）等礎印目星鞍難儀・等驚倒等複印目豊艶辛目○阜立願轡定立￥敢球孜亜虻仏者印∠イふキXSこ）
「○耳羊し1ユ上々ミグ、コ・尋了−キ

ムrα暴露し阜ふ

咋孝

之封梨」○当狂蜜YSαYE喜び話0封印二愕礎礎夏Ⅴ⊃耳上し牽設

〇号（庵尋とY妄∠ゝ／こう軸α軍事Z義車、年卓立謬賽ひくみfY「1才好雄担：仰一トエロ∠

（賢哲礎富市姦）轟芋胡胆（等苓嘉暑1Yhキ）Ⅹ9Ⅹ取掛起算：蛸㌍
OE：ウt〜00：Et、oElt〜00：Ol（T）目9EIEおIZOZ：潮目

阜羊 買 媚ユ樹目鞄敵中 Y ふインYO評望苓嘉￥啓t圏、封臓0、′Y与〃苓型中也帯域

〜9＼仔象協①賢哲事轟〜汚く14壬等aq専コ1∠ん壬と①菅野：ムー壬
〇五蔓りユ（1謀￥てへ尋専管1由匂叩奪う埠団等辛目＼ふむ葦割出／′妄′耳○阜羊1割倒立パ

ケ妄′耳妾等刹姐朝雄植嘉車（寺年軌∠妄古畳高市妾ヰ）HSこ）回ZS塞＼（耳）臼9旨E宙IZOZ

＞等号凶立くノ⊆く七等刺通亜准傾毒卓ⅧSO回ZS董
1●ONtZ；0㌃一毒し1ビ一丁二ⅩS〇苗凶宝竃

（鴇＋出009割筆）
鶉習：8−ゝ′肝t甜雪†
0＿ト羊卓

（鴇十日00S●t射事）鶉
苫 虔−ゝ・引推測9¶

立好守二号￥毎＝尋呼号

q閲 ココ男尊湖話頭

（鴇＋出0帥 1割

睾）鶉諺菌言祷（メナ41引甜丁甘
（翳＋臼00g瑠

劃字）鶉寄 閲Ol）菌芸鞭Xh狛帽

0壁掛な1＝†茸を畢諾与り？
0阜立淀〉

ユtlCコhl秤

dJイ㌫誉ペソトト≠

暴←鄭重ぜ
謝理軍繁雄

姫里001定毒
し なせ㌍羊汀詔叫コ

CrC一号q閲コ巨准

之1卓をうt年足添儲鳩目l

＝†マござ嘉をぎクマコO

7藍を適切09葦重吉1才

域0制等定添、ユG軍

添OJ′好等漉監房＃

巧ユ1才卓二ト撃与的頭首

ボーキムrうー年制亭淀

、￥Gtへユ叫ウマ軍も身日曜襟を

（簿＋臼00㌢1割字）

鶉き虔−レ898淵Sq
姻戦年等l寄准1

Yhキ暫〃浄1Yd√

r・一山∠革軍制暴暴

対マこせ￠僅僑∵鰭湖凛苛1印q
謝尋定蒔￥tへユ叫う中海凶痴00g

0￥1羊や

091等豊豊￥叩き准尉

幡 顆後産：現 璧孝鄭管：遁漸
く嘉

マ羊＝側r尋推測㊥豊

賦削朗1耳・簿暴ホ′＼′：封

コ雪空「群￠対マこせ」

1／−4・イ∠∠・一々一月：尋刷

暴輩 出超
（首芸鳩）

量蒔なりユ1摩う切論

せ1執0翳壁
︑・舟・∵it

嶺
．
︑

㌢首凝0量蒔

0013

9＼仔酢朴①許警笛凶量売
Otへ定詔〉q姥等

コ柑￥0苓里中マ∠ふさYO等凝畔脅、㊥○軍機男安川執①一糸わ′J∠∠ペふキ

○阜ユ葦￥CCtl圏

を鞘朗劉よく4キ貰0鼻血（史蜜陳謝剥皆）執∠バネキね￠鼻車搬軍機等0（甘蔚糾調的堪遡）阜立寄
去謝幽尋∠バネキ璧立 替日、膵阜芋0才隼コ祁Ⅵ㊥ヰdE薩媚、こう（￥）目Og首E羊極右、さ寧￥1良

平ヰ謝幽ユ1割群q軍コ】掛轟豊マ貰、尊匂わOZOZl置紗ね6tOZ、判甜幽0よくふキXSこ）召取里関●
07碑羊坤1年呼号孝二謝幽イ′喜べ摩判ユG軍二裸補0阜羊りユG矧7日等1甜朗を∠イふ
キ01／∠h曾羊苓コ爛話、q謝塾関但軍備痴tZOZ O￥1立謝幽也もイン妄バネq軍コ灘ネロ亡羊蛾軸

個掛伸蘭蘭暦）艶ん小目摘晒閲（＊）日61〜（日）日91日8痴IZOZ：封目：よくふキ14∠HSこ）●
仙脾畔射摘組閣）7一中1／よれ′蜜日（首）Hgl〜（首）目6日9痴IZOZ：∠バネ毒ペンHS〇●
○阜ユ苦去

管ug甜朗コ沌軍01滑羊∠ペふキ

4AXSこ）マ∠イふキイ′ⅩSこ）9tへユ1年熟字HS〇・笛固定添

1−浮べ・∠ノトト主）柑8
l

ON垂t岩0㌃→古ノHr1てこⅩS〇苗凶豊苗

娼節碍萌辿量毒t90⊥9−サー帥100：鼻劉劉錘 ￥等粟渕艶物謝甲
張祭事萌凶宴売99銅EH曹長（粥 尊封）封苓占毒主と華「」∩葦≡：野口主と革
提要等箭凶星霜SAtE上し9−09100：鼻判事錘 等寺平寄港

（ヨ呈出瑚）等准セ）切丑ぞ廻署

・999ムーZ帥9−90×∀」7才1］⊥ 9−ZE−t丑ぞ車誕生劉謝苛型￥ SEOO199主：坦朝蚕豆御慶凶
／凱0

drns●仙仙仙／／：dl叫否−ン7−中

凱0●d！ns㊨01u＝e川−］

帥06−006−帥0×∀」（娼要望）0668−006−帥0（膵劉牒）⊥ウ06−006−帥01］⊥
ウOE−Z【沖迅媚貞憲司轟容史釧tlr箇lけ輩出 E100−サーZ皇
uederuo！una」nld！J〇S

萌凶量毒

Y等個我研一：主と畜

〇、1卓＃〉啓ユニ、立切γ阜芋n智判富

凶年ユ、1諸￥、1、1卦守孝男討ⅥⅦ∽羽撃、n訃立芋も、Yを与等 〇、1卓詔〉削他言孝（再等皐等鷲別
榊礪圭）難儀柁誓御掛軸尊び樺凶、字母教官専蒜〉年乳ココ猷番頭等相磯圭1r車 ○止等、1ユ＼1＃￥、1ユ

昇卓持凶孝（許斡緋銅柏摘捷）胡泊が打電、1掌引立MS〇苗凶章苗0￥1芋吊年丁挿相磯卓出0Ah等
宗制l、叫卓等挿苫轟楢稲妻ⅥⅦ官軍＝闇討ⅥⅥ義朝劉睦む（皆劃旛）主欄干専ら中二憎ウ車610Z

ユ11こコ劉財電Ⅶ暴資弧潜
tム6

0−を葺くへユ叫うみq笛を定簡￥￠

マ二㌢軒富答礼封てこせび軸やG可

9●9g

19ム

サ●9t

691
閥

0サム
サ
99

0

000℃90
000

場著軍神
ム

9te

橿早中富
閥￠主

、マ＝〉詔なでへユ謡う晦暑くへ笛膨￠
9■61

吸うて撃つ之、星田を臼を崇高、ユC
苛つ†暑1Yh女官￥Ⅶ OA立野馳‡撃

069

9●19

粥拓

0冨冨

l●9ム

988

ム6石

000

0gt

∝旧年t9

ム9ム

冨

M

l

l

嘉Ⅷ掌

義教轟輩義

ム99

ぢ

暮せY

て軍営守ニコス浮つC硯αg妄寄、磯
6●ム9

砂鼎、gY産∽官￥Ⅶ哲男〇五羊q

皆つば持つ￠蚊い月「￥叫定票帽

000

g6g

（％）睾寧筆

0●9g

笛」0′キ羊首里軍門悲願0葺判「悲

l●69

霜、判車軸0閣儲Yらてへマ「念志草

8116

埠砂塵」管（へユ胡定だコ帽呈融悼む星

E●69

を9割つつ琴マ笛、1祭帽をYコ伯￥

0●Ot

馳コクコ月払嘩封、gY鼻∽傍目 0￥

0●ot

等土軍を叫を、中農を悩む管智頭野

9●6g

艦」てへ葦てへユ1日自筆をマ二号留吉寧笛

0

曹￥

石石上

ム冨石

0●t9

1立て阜軍 曹引立悲牒 なし羊引
宣婁￠立官等「悲攫」0＿トム印旦聖賢

ユC双を呈姦蟹等制淳0封静量準α

普等等旨肇鮒閣〃 33 h耳草箪
軍斜団妙 晋垂謳

016

9l

サ

og

000

塞

暮年間W伴

中

等
欄早Y勘

欄亭OY神事禅

琴禅腑￥義手

寧禅贅言⊂1HnS

亭禅擬革囁掌纂離散
琴媚擬革∠占∠里葺∩＄

0サ

000

000

ム

翳￥場電霊覆￠ユWn刊
00g

09

oe
09サ

∝旧
l

C

ム

（巧手曹他社薔）Y勘礪
090

00t

000

000

000
000

91
C6e

90l

gge

鷺

∝旧宅90

石
000

0（氾
69

9

石l

サム石

000
006

e●99

サ

000

96サ℃69

000

000

000

000
006

9サ

969

9●9ム

（％）傘寧筆

仁平＝I場仙YO霊覆

琴禅翳芋畳響覇饗電

00t

00t

冨

ヶ

蝉￥

事禅翳￥1＄0

寧禅翳享Ⅷ研讐霊覆

鷺i

Y

勘

伯lおIZOZうて柑ウ褒OZOZ）与機欄等癌鷲等著書OZOZ
1°ON包tg0㌃→βノ＝仁一で二ⅩS〇笛凶馨竃

