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2/鉐齪!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!2!

2/2/齬卸!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!2!

2/3/薙篶征鳩!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!2!

2/4/盻à!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!2!

2/5/厨P征釡鞭!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!2!

2/6/盻満鏐癩!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!3!

2/7/ョ五◥齪!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!3!

2/8/36ト喪1/10!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!3!

2/9/斥征錂罰!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!4!

2/:/ヱ檳!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!4!

3/苙ル̌貢鉐P!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!4!

3/2/枉90!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!4!

3/3/悄90!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!4!

3/4/鱈詹秦罰﨡!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!4!

3/5/に𨻶苙ル!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!5!

4/霸癩 32朮柤麑Ô!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!6!

4/2/髀渡!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!6!

4/3/髀頓!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!7!

5/喋亦伍鷺察瑳☞亦伍労蟷̌!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!7!

5/2/喋亦!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!7!

5/3/鷺察瑳☞亦!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!7!

5/4/̈ô喝壕24蟷!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!9!

5/5/〰渡癲グスーム!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!9!

6/ｫ!盻釡鳩貢藺沸伍勿̇伍杰况┽罰貢鉐P!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!:!

6/2/̇ヱ善刷パスカル儲善̌!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!:!

6/2/2/┿嶌砌ヘ〔侮ネ征琊苙ル鍍梅‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!:!

6/2/3/ｫ!癩詬̇ヱ善!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!:!

6/2/4/拘荒控腰左婚昆策瑳左罪察パスカル儲善!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!21!

6/2/5/帛満ｫ!満珙ｫ!窩怡珩!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!21!

6/2/6/㍃㌄善珙盻塔ｫ!̇ヱ善*‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!22!

6/2/7/稿貢摂貢藺沸┽罰!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!22!

6/2/8/【た刷楼枴┭琊觚譓苳愀昴貢﨑丱遲チ善!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!23!

6/2/9/廬吩刷è賤篇愾貢﨑◥行妥鵠昨察魂査崎再菜!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!23!

6/3/咤グ℀卒埣満善!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!24!

6/4/杰况伍况ぐ欄妥!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!26!

6/4/2/ヒ70̇ヱ伍焚褫欄妥!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!26!

6/4/3/范ⓥ粲こ!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!26!

6/4/4/0伍斃﨤貢杰况グスーム!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!26!

6/5/剤察冴際察沙欄ヾ!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!27!

6/5/2/剤察冴際察沙蠍范◥齪!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!27!

6/5/3/剤察冴際察沙∇艷帷概そ◥齪!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!27!

6/6/炒况糶俗!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!28!

6/7/苙ルW嶌貢奮杭渡黒!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!28!

6/8/パスカル杳╀ぜ!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!29!

6/9/善共同組合伍埣満善̌頓昵!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!32!

6/:/嶌善̇ヱ◥齪!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!38!

6/21/捺ネ☞!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!41!



!!!!

6/21/2/繫龜丱嶌ｫ!盻况胞!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!41!

6/21/3/繫龜丱嶌ｫ!盻に𨻶紘国酷‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!41!

6/21/4/繫龜丱嶌ｫ!盻征釡鉐P‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!41!

6/22/嶌善グスーム沸砿徨著グスーム̌香貢粲こ!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!42!

6/23/埣満刷櫻満̌恣染◥齪!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!43!

7/n/m鵬㌽谺ｫ!征釡貢鉐P!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!44!

7/2/n/m鵬遲谺!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!44!

7/3/繫龜刷丱⇄ｫ!㌽谺!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!45!

7/4/42晝ｫ!!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!46!

7/4/2/毋恠丱訝┍檍る訝行国鵠錂苜淤鏐△沸砿泱陪凅貢蕁侮刷$侮哇泌貢粐巵!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!46!

7/4/3/0Oグ丱僥貢丱鯀哇罰阪妻作鏐û!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!47!

7/4/4/丱訝刷丱鯀哇罰に𨻶査瑳塞冴貢㔾柤泌!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!48!

7/4/5/篇愾淤丱訝貢̇﨟坂混採砂冴貢る蕚!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!49!

7/4/6/【啼擺0Oグ僥行抗杭鵠㔾5/11柤訝遜麑巵荒穀砿行◉柤鏐△哇泌貢粐巵‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!4:!

7/4/7/丱嶹泌嶌ª眛┃行国鵠è賤篇愾┽罰貢┽̇泌窩閹行欄溝鵠ｫ!!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!51!

7/4/8/è賤丱僥貢儼ë鏐△抗国砿篇愾了頓☞貢ｫ!!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!52!

7/4/9/哢つ進葺貢丱⇄行欄溝鵠ｫ!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!53!

7/4/:/哢溢柤繫龜貢42朮哇泌̌貢遲チ行国鵠癩煉貢ｫ!!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!54!

7/4/21/è賤行抗杭鵠儼ë憖腎繫龜貢蝕頓雍鏐膏42朮哇泌行欄溝鵠ｫ!!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!55!

7/4/22/蝕鵈貢嶢巵弁鼠喪鰔薙變行儼肯晃0塔丱真鵈貢╂罰1/10貢硅紿膏拘荒控腰蝕鵈罪再菜貢捜癩!‚‚‚‚!56!

7/5/丱僥┿嶌砌ヘ竭85征釡!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!57!

7/5/2/┽篇愾碁è賤語惚る廼溝鵠! .〈㔾5/11柤荒4饅填◉柤鏐△貢粐巵.!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!57!

7/5/3/è賤哢Ⅰ〞行抗杭鵠丱⒞⎦鉧愀抗国砿⒞鵈貢Ā罰刷稟哢行欄溝鵠ｫ!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!58!

7/6/丱訝に𨻶㌽谺征釡!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!59!

7/6/2/丱訝に𨻶苙ル̌ぉ遊!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!59!

7/6/3/丱訝制öｫ!㌽谺!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!62!

7/6/4/硨荒合甲貢善碞鉐P!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!63!

7/7/奮ハ㌽谺ｫ!征釡!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!64!

7/7/2/繫龜窩怡êS征釡琊霸癩32朮柤繫龜胎宗教法人徙ø㌽谺!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!64!

7/7/3/淺諜艾丱セ逸㌽谺征釡♭哢Ⅰ鼈丱溝高酷徙ø㌽谺!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!66!

7/8/0咤㌽谺欄妥!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!67!

7/9/努弁ｫ!!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!67!

8/稿貢摂貢征釡貢鉐P!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!68!

8/2/G遍ｫ!査瑳塞冴ぉ遊!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!68!

8/3/丱真鵈G遍胎菟徙ø粐〕征釡!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!69!

8/4/丱訝刷菜削察宰鏐△㌽谺ｫ!征釡珙冬ジö真丱訝輯尨刷祇尨０迩菜咋沙昏魂宰珩!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!6:!

8/5/【た刷楼枴┭琊觚譓苳愀昴行抗杭鵠ĩ♧ª荒㌽谺に𨻶!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!71!

8/6/丱訝刷篇愾に𨻶xiii樛泌征釡!‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!72!

8/7/繫龜棲籌年丱⇄n/m艷貢奮杭渡黒◥齪‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!73!

8/8/丱⇄n/m艷與弴◥齪琊72㏈60捜◥齪‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚!73!
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2/鉐齪!

2/2/齬卸!
蓖北47朮21蠻琨荳! 【啼擺0繫龜ｫ!盻惚恠譓譜斃愾侒譜346﨨丱行ルU浩伍繫龜遜貢胎宗教法人伍梅̇伍肉詹

行考広肱貢㌽谺ｫ!惚ネ康午!
蓖北47朮23蠻琨荳! 恠譓譜斃筆岶﨤4.7:9)歙行評﨤3.5.6膏創盻哇蠍*行恠譓譜胎筑盻伍繫龜ｫ!盻貢范枉

90控Y癩浩伍Āゞ浩紅午!
蓖北53朮琹蠻琨荳! 【啼擺0ネ膕36トY猫貢膃驟行国酷伍栞鳩㌼沸砿ｫ!┿惚ル五浩紅午!
蓖北54朮琰蠻琨荳! 【啼擺0恠譓譜鷲袍征鳩盻貢盻à腔巷耕紅丱訝に𨻶釡鳩控橲盻行Āà江黒伍篇愾に𨻶

征釡膏浩肱è賤篇愾貢┽罰行国鵠繫龜遜香貢檬吳㌽谺惚ネ康午!
蓖北55朮瑄蠻27荳! 【啼擺0ネ膕36トY猫貢膃驟行国酷伍栞鳩㌼惚à弴㌼膏膃ū浩紅午!
蓖北57朮琰蠻琨荳! 【啼擺0繫龜ｫ!盻惚范枉90Y癩貢紅濠伍ぅ諞真ガè賤﨤摺袿::8﨨丱行Āゞ浩紅午!
蓖北57朮琹蠻琬荳! 【啼擺0ネ膕36トY猫貢膃驟行国酷伍ｫ!┿惚栫驗浩伍繫龜丱⇄┿沸砿丱真鵈┿惚ル

五浩紅午!
蓖北63朮琱蠻27荳! 【啼擺0ネ膕36トY猫貢膃驟行国酷伍【啼擺0繫龜ｫ!盻惚【啼擺0繫龜丱嶌ｫ!盻

膏膃ū浩伍ｫ!グ著惚繫龜┿伍丱⇄┿沸砿丱真鵈┿貢申┿膏浩紅午!
蓖北66朮瑇蠻琨荳! 【啼擺0ネ膕36トY猫貢膃驟行国酷伍ヤ﨟グ拘穀猤劵グ行Ā酷伍ｫ!グ著貢申┿惚栫

驗浩伍范紅行ｫ!グ惚ル五浩紅午!
霸癩瑄朮琰蠻琨荳! 范枉90Y癩行国酷伍﨑湾丱貢恠譓譜斃渡﨟譓697﨨丱行Āゞ浩紅午!
霸癩22朮琹蠻琨荳! 【啼擺0ネ膕36トY猫貢膃驟行国酷伍猤劵グ拘穀猤劵コ膕グ貢盻à膏荒鵠午!
霸癩26朮琰蠻琨荳! 【啼擺0ネ膕36トY猫貢膃驟行国酷伍猤劵コ膕グ拘穀輯尨悄貢盻à膏荒鵠午!
霸癩28朮琰蠻琨荳 【啼擺0ネ膕36トY猫貢膃驟行国酷伍輯尨悄拘穀嶢菟輯尨悄貢盻à膏荒鵠午 
霸癩33朮琰蠻琨荳!!!!【啼擺0ネ膕36トY猫貢膃驟行国酷伍ｫ!グ惚ｫ!㌼膏浩紅午!

 

!

2/3/薙篶征鳩!

! à弴㌼! ! ｫ!グ!
坤 
婚 
懇 
昆 
梱 
混 
紺 
魂 
佐 

鍍貧行欄溝鵠梗膏午 
斥征行欄溝鵠梗膏午 
艙蟷貢分奮伍̇ ョ伍胎岼沸砿概そ̌行欄溝鵠梗膏午 
鐸斥炒况貢梅と伍ケ驟伍蔡驟̌行欄溝鵠梗膏午 
制Ô貢42弴行欄溝鵠梗膏午 
☞亦貢㌽け沸砿橡薙行欄溝鵠梗膏午 
⎡﨡貢à弴行欄溝鵠梗膏午 
盻塔貢焚S行欄溝鵠梗膏午 
稿貢摂伍摂グ貢厨à行慍浩荒広梗膏午 

坤 
 

婚 
懇 
昆 
梱 
 
混 
 

紺 
 

繫龜貢㌽谺ｫ!沸砿胎宗教法人壬砿行繫龜遜貢梅̇貢
紅濠貢砌ヘ窩怡行欄溝鵠梗膏午 
繫龜伍丱真鵈沸砿憖0貢薙訝行欄溝鵠梗膏午 
丱訝┽罰沸砿丱訝制ö貢㌽谺ｫ!行欄溝鵠梗膏午 
篇愾┽罰貢㌽谺ｫ!行欄溝鵠梗膏午 
丱ë黏真行国鵠鍍并輯驗行氣P荒㌽谺ｫ!行欄
溝鵠梗膏午 
丱真鵈貢㌽谺ｫ!沸砿梅̇貢紅濠貢砌ヘ窩怡行
欄溝鵠梗膏午 
艙財団法人伍労蟷稿貢摂貢∇艷貢分滾伍Y滾沸砿胎à行
欄溝鵠梗膏午 

!

2/4/盻à! 【啼擺0菟僥 

!

2/5/厨P征釡鞭!
! 征釡鞭! 塔ワ!
坤 繫龜丱嶌ｫ!盻ⅷ窗ぉ遊’ 枉90貢ⅷ窗ぉ遊’ 
婚 n/m鵬遲谺’ 繫龜薙訝̌貢遲谺’ 
懇 繫龜丱嶌ｫ!盻42晝ｫ!’ 0Oグ丱訝膏丱真鵈胎菟̌貢儼むｫ!’ 
昆 丱訝に𨻶㌽谺征釡’ 丱訝に𨻶苙ル貢與喋伍ぉ遊’ 
梱 繫龜丱嶌ｫ!盻奮ハｫ!’ 丱訝刷菜削察宰鏐△㌽谺奮ハｫ!’ 
混 繫龜丱嶌ｫ!盻雍硫與喋’ n/m鵬ｫ!雍硫̌貢與喋’ 
紺 繫龜丱嶌ｫ!盻G遍ｫ!査瑳塞冴ぉ遊’ G遍ｫ!査瑳塞冴貢ⅷ窗ぉ遊’ 
魂 丱訝刷篇愾に𨻶xiii樛泌征釡’ に𨻶雍硫貢蠍范伍樛泌’ 

!
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2/6/盻満鏐癩! (霸癩33朮2蠻6荳﨑湾) 

 
! ! ! à弴㌼珙琯斥珩! ! ! !
! ! ! ! ! !
盻憎! ! ! ! ! ! 箭逸㌽與グ著珙琯斥珙塔! ㌽谺ｫ!グ著貢琨斥控倒鳩珩珩!

! ! ! ! !
! ! ! ｫ!グ珙25 斥珩! ! ! ㌽谺ｫ!グ著珙22 斥珩!
! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! に𨻶êえグ著珙琹斥)塔! ㌽谺ｫ!グ著貢 6斥控倒鳩珩珩!
      

 

2/7/ョ五◥齪  (霸癩33朮2蠻6荳﨑湾)!
36 ト! Ⓜ 満 舂! 延晝帆Ⓜ満!

遍セ!
憎貢鳰鞭! 慎l征鳩Ⓜ! 泌嶌Ⓜ! 袞鴪Ⓜ! 丱⇄Ⓜ! 閹袿砌㋞Ⓜ! ０迩ｫ!満!
盻 憎! 斥! 斥! 斥! 斥! 斥! 斥! 斥!
便譓蕚啌! ! ! ! 琨! ! ! 琨!
à弴㌼憎! ! ! ! ! ! ! !
嘎悖杁啌! 琨! ! ! ! ! ! 琨!
à弴㌼満! 琬! ! ! ! ! ! 琬!

)恠セ*! )琯*! ! ! ! ! ! )琯*!
箭逸㌽與!
祚橲グ憎!

! ! ! ! ! ! !

襃譜ラ北! 琨! ! ! ! ! ! 琨!

ｫ!グ満! ! 琬! 琨! 瑇! 琨! 琨! 2琯!
)恠セ*! )琨*! )琬*! )琨*! )瑇*! )琨*! )琨*! )2琰*!
遍 セ! 琰! 琯! 琨! 瑇! 琨! 琨

Ｕ!

! ! 2瑇!

! ! ! ! Ｕ紅紘浩伍０迩ｫ!満購33朮2蠻6荳砰弁朮4蠻42荳染詹午!

!

2/8/36ト喪1/10 (霸癩33朮2蠻6荳﨑湾) 
   à弴㌼  嘎悖杁啌! ㌼憎      42弴刷栞鳩祚橲 譓腎慎陜 
         
            ù譜蛤齠 
盻憎            

            
     

襃譜ラ北!
箭逸㌽與祚橲グ憎 

  
箭逸㌽與グ著!
)鷺察挫察瑍襃譜ラ北* 

    
   ｫ!グ      箭逸刷㌽與祚橲 幟真渣饅 
        
          恠譓譜勿珙倒珩 
            
           輯尨ｫ!祚橲 稞祛筩礽磌箑祛祅簠磌稉簦礴稞竆珙０珩
           
        

㌽谺ｫ!グ著!
)鷺察挫察瑍轎譓駄腥* 

    
          丱⇄ｫ!祚橲 R朮慎悩 
          
           恠譓譜勿 
            
            觚鼈ち濕 
            
           

繫龜刷丱真鵈 
ｫ!祚橲 

 
           95擺傚変 
           
           觜徇慎┠ 
            
            千譓! 彑 
            
           

丱訝刷篇愾 
ｫ!祚橲 

 
           轎譓駄腥 
           
           袿哘! 税 
            
            譜譓萪驥 
            
            ネw┠霸 
            
        

に𨻶êえグ著!
)鷺察挫察瑍舛覩描* 

    
          に𨻶êえ祚橲 舛覩! 描 
          
           轎譓駄腥珙倒珩 
            
            觜徇慎┠珙倒珩 
            
            袿哘! 税珙倒珩 
            
            譜譓萪驥珙倒珩 
            
            ネw┠霸珙倒珩 
            
        )倒珩倒鳩;!珙０珩０迩ｫ!満  
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2/9/斥征錂罰!
朮 蠻 荳 盻満舂 Ⓜ 鞭 鳰 鞭 ̇占征慌 

32/!5/!2! 28! 盻憎 便譓蕚啌 籟詹 

33/!2/!6! 29! ０迩ｫ!満 稞祛筩礽磌箑祛祅簠磌稉簦礴稞竆 籟詹 

33/!4/42! 25!

厨染ｫ!満 
杷厨朸 
徨著満 
０迩ｫ!満 

轎譓駄腥 
譓腎慎陜 
ù譜蛤齠 
稞祛筩礽磌箑祛祅簠磌稉簦礴稞竆 

ユⓂ 
ユⓂ 
染袗噌凄 
染袗噌凄 

33/!5/!2! 28!

à弴㌼憎 
ｫ!㌼憎 
杷厨朸 
厨染徨著満 
０迩ｫ!満 

嘎悖杁啌 
蕚譓擺胎 
斃擺悩榁 
讒袿! 驟 
H袍┵北 

ゞ頓珙性幟㔾̌嶌貊珩 
琶犢籟詹珙鴪〵枉珩 
ゞ渡珙㔟Ⓧ遲谺盻珩 
悼染詹珙膚袍鵈ぐ遊釡盻珩 
籟詹 

! !

2/:/ヱ檳!
朮 蠻 荳 ヱ檳鞭ū 奮⇐70 篷 紳 70 奮 ⇐ 塔 廂 

32/21/41!Ⓜ満蝿カ⇐!
悄憎ヱ檳!

繫龜丱真鵈炒况グ善!

左婚昆策瑳左罪察債察冴!
! 千ヱ! 千譓! 彑!

嶢菟輯尨悄憎! 澱h刷﨟歸惚徙〵膏溝鵠藺沸勿̇征釡
碁拘荒控腰左婚昆策瑳左罪察語行抗広
肱伍繫龜薙訝惚塞察罪行伍灯*麹労惚哘
詹浩紅6060貢薙酷麹溝広塞紺瑳宰惚詹
広伍岌俗け貢┿嶌ª欄氛惚楡晃帑鵬麹魂
婚砂惚ト酷誓硬紅莫詬ª荒パスカル柞惚ぉ遊
浩伍藺沸勿̇貢慎愀貢展帑行⎣財団法人浩紅午!

 

 

 

3/苙ル̌貢鉐P!

3/2/枉90!

坤! 鏐 △瑍U̶唆策魂鷺琊宰△)丱疹琯湾椥*!

婚! 舍丱煙ǽ)瑄¸*! 4-626/2:!n琬!

懇! 椄杪煙ǽ! 3-:29/27!n琬!
袿丹! 3-9:9/83!n琬!
宰鷺債懇冴‥れ捜釡帷! 2:/55!n琬!

!

3/3/悄90!
鞭 ū 鏐△ 舍丱煙ǽ 椄杪煙ǽ 縺 P 
刳貢戍 唆策魂鷺П宰細咋再魂△(霸悋椥) 31/11!n琬! 8/3:!n琬! 鱈 丱 

廛 弁 疹 31/11!n琬! 8/3:!n琬! 鱈 丱 
憖 琢 弁 疹 31/11!n琬! 8/3:!n琬! 鱈 丱 
哢弗鼈 U̶唆策魂鷺П宰△(霸悋椥) 24/73!n琬! 7/59!n琬! 鱈 丱 

61 ǒ 唆策魂鷺П宰細咋再魂△(霸悋椥) 31/11!n琬! 7/59!n琬! 鱈 丱 
遍 セ  :4/73!n琬! 45/94!n琬!  

!

3/4/鱈詹秦罰﨡!
坤! 鷲丱! 527/67n琬! 4:浅! 婚! 椥☞! 6/28n琬! 7浅!

 

72㏈接疹帷伍丱訝セ帷伍攤捜雍躾帷伍

à弴㌼征鳩帷伍盻憎帷

悽と剤察作伍仼欄伍泱籬善共同組合帷

に𨻶帷伍丱訝セヒô胎à帷伍ｫ!グ憎帷

ｫ!帷)丱訝刷篇愾伍丱⇄*伍労蟷帷

帑鵬帷)袞住刷憖0v☞伍痹O*

閹袿胎à帷

帑鵬簟鵈橡弴帷

琢柮伍ワ柮伍袞鴪帷

善共同組合帷琨伍琬

ｫ!帷)繫龜丱嶹泌嶌伍丱真鵈*
帑鵬帷)⒞鵈伍泌嶌伍鵈殳猤伍鵈艙丱⇄*
薙訝帷)弁鼠喪伍痕瑳伍譜岌峰甜*
薙訝帷)薙甜伍⇄o̊伍㌃査策*

痕瑳

┧╃27五
轢悋

宰鷺債懇冴

‥れ帷

醐迩丹乞

醐袿丹乞

琨湾

琬湾

琯湾
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3/5/に𨻶苙ル! ! !  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  (霸癩32朮柤) 
 に 𨻶 苙 ル 盻 湾 丱  に 𨻶 慌 ò 

)琨*!

繫龜!
に𨻶!

2! 睡ǒ圃愾! 恠譓譜斃睡ǒ5967.5! 鵈鼠! 鵈繫! ! ! !

3! 繫龜襁¶39-3:-79偏! è賤﨤枡琢382伍381伍384! ! 鵈繫! ! ! !

4! 摺袿┗創蝕龜! è賤﨤摺袿岶摺亊愾735.3! ! 鵈繫! ! ! !

5! 腎擺! 愾疲﨤腎擺75:.5! 鵈鼠! ! ! ! !

)琬*! 2! 癩譓! 恠譓譜斃癩譓588! 鵈鼠! ! ! ! !

丱
真
鵈
㌽
谺
に
𨻶!

3! ů棲戡! 梅癩﨤ů棲戡岶幟済㋤:4.2! 鵈鼠! ! ! ! !

4! 椄鼈! 梅癩﨤椄鼈2:51.3! 鵈鼠! ! ! ! !

5! 便譓戡! 梅癩﨤便譓戡2916.2! 鵈鼠! ! ! ! !

6! 俵薙檍! 腎棲﨤俵薙檍! 鵈鼠! ! ! ! !

7! 劵! 腎棲﨤劵26:3! 鵈鼠! ! ! ! !

8! ů眛! 哢棲﨤ů眛岶疹鉎255.2! 鵈鼠! ! ! ! !

9! *庾! *庾﨤*庾岶U桜@!2974! 鵈鼠! ! ! ! !

)琯*! 2! 荳圃! 舛反譜斃荳圃岶廴鼈32:3.6! ◉柤!秤◉柤! ! ! !

丱

訝

刷

諜

艾

に

𨻶!

3! 繫龜丱嶌ｫ!盻! 恠譓譜斃渡﨟譓697! ◉柤!秤◉柤! ! ! !

4! 哢Ⅰ〞! è賤﨤窃0譜岶癖桜撻2362.2! ◉柤!秤◉柤! ! ! !

5! ů蕁! è賤﨤窃0譜岶;021:4.2! ◉柤!秤◉柤! ! ! !

6! 畔桜憑! è賤﨤填è賤岶性座岌61＊221.2! ◉柤! ! 諜艾!聳o̊!丱繫!

7! 曙悁! è賤﨤填è賤莠袱凅275.2! ◉柤! ! 諜艾! ! 丱繫!

8! 恠剌愾! è賤﨤窃0譜23:7! ◉柤!秤◉柤!諜艾! ! 丱繫!

9! 填è賤! è賤﨤è賤岶惠城╂672.2! ◉柤! ! ! ! !

:! 哢弗鼈! 愾疲﨤腎擺腎擺楼衄詒239黒2詒恠孖! ◉柤!秤◉柤! ! ! !

21! 摺齊譜! 摺齊譜﨤ff陶悋:62! ◉柤! ! ! ! !

22! 刳貢戍! 恠譓譜斃睡ǒ5977.3! ◉柤! ! 諜艾!聳o̊!丱繫!

23! 憖琢! 腎棲﨤憖琢徇@5:7.3! ◉柤! ! 諜艾!聳o̊!丱繫!

24! 廛! 觚譓﨤廛7343! ◉柤! ! 諜艾!聳o̊!丱繫!

25! 61ǒ! 61ǒ斃溢Y岶ϕ歙4517.2! ◉柤! ! 諜艾!聳o̊!丱繫!

)琰*! 2! 哢棲! 哢棲﨤ů岌3967! 鵈鼠! 聳o̊! 鴪椀! ! !

鵈

鼠

に

𨻶!

3! 恠譓譜! 恠譓譜斃桧千38:.2! 鵈鼠! 聳o̊! 鴪椀! ! !

4! 評ぅ諞! 評ぅ諞斃塔愾岶纈眛2798.4! 鵈鼠! 聳o̊! 鴪椀! ! !

5! 摺袿! è賤﨤摺袿::8! 鵈鼠! 聳o̊! 鴪椀! ! !

6! *庾! *庾﨤*庾228:.2! 鵈鼠! 聳o̊! 鴪椀! ! !

7! 性幟! 性幟﨤̋遍桜進3.8! 鵈鼠! 聳o̊! 鴪椀!鵈繫! !

)琱*! 2!
è

賤

丱

僥!

窃0譜)甜┍𨻶そ亭*! è賤﨤窃0譜2356)犀削瑳剤塞作*! ! 鴪繫! 詮柤! ! !

!

甜

┍

𨻶

o̊!

3! 崇嚊宰策歳作)鮒徭硫*! è賤﨤窃0譜2348)崇嚊徘ぐ*! そ聚! ! ! ! !

4! 憎悃懴)鮒徭硫*! è賤﨤窃0譜憎悃)誓＊嶢菟閹㍒儼癖*! そ聚! ! ! ! !

5! 溢Y鵈著)鮒徭硫*! è賤﨤填è賤申楼懴276! そ聚! ! ! ! !

6! 毀岌)鮒徭硫*! è賤﨤窃0譜)咋察菜懇昏婚25偏腑讀*! そ聚! ! ! ! !

7! 哢Ⅰ〞₃O)鮒徭硫*! è賤﨤填è賤哢Ⅰ〞221.65! そ聚! ! ! ! !

8! 佖岌15悋)鮒徭硫*! è賤﨤填è賤哢Ⅰ〞221.62! そ聚! ! ! ! !

9!

恠

譓

譜

丱

僥!

リ磐)甜┍𨻶そ亭*! 恠譓譜斃Oリ磐2.2.65)à弴稞簠稹礽*! ! 鴪繫! 詮柤! ! !

:! ̶【)鮒徭硫*! 恠譓譜斃̶【)̶【コぐ*! そ聚! ! ! ! !

21! 睡ǒ)鮒徭硫*! 恠譓譜斃睡ǒ596:)睡ǒ齎論*! そ聚! ! ! ! !

22! *庾)鮒徭硫*! *庾﨤*庾2311.73)犀察魂詐削済*庾*! そ聚! ! ! ! !

23! 哢棲)鮒徭硫*! 哢棲﨤愾譓297:)蓖北嚊岌哢*! そ聚! ! ! ! !

24! 楼枴┭)鮒徭硫*! 恠譓譜斃楼枴┭2244! そ聚! ! ! ! !

25! 蠕癪譜)鮒徭硫*! 恠譓譜斃蠕癪〞┭9:6.2! そ聚! ! ! ! !

26! 觚譓愾)鮒徭硫*! 觚譓﨤燻今3171! そ聚! ! ! ! !

27! 評ぅ諞)鮒徭硫*! 評ぅ諞斃杰﨤7::)杰僥コぐ*! そ聚! ! ! ! !

)琹*! 2! è賤! è賤﨤窃0譜2356)犀削瑳剤塞作*! 鼠五! ! ! ! !

璠
畎
疐
𨻶
o̊!

3! *庾! *庾﨤憖355.2)*庾﨤櫻凅*! 鼠五! ! ! ! !

4! 腎棲! 腎棲﨤憖琢徇@5:7.3! 鼠五! ! ! ! !

5! 愾疲! 愾疲﨤愾疲2412.5)愾疲﨤腎啅鍍鴈丹*! 鼠五! ! ! ! !

6! 蠕癪〞┭! 恠譓譜斃蠕癪〞┭9:6.2)真蠕癪コ丱*! 鼠五! ! ! ! !

7! 梅癩! 梅癩﨤便譓戡359:.3)ぅ諞疹遍枉*! 鼠五! ! ! ! !
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3/5/に𨻶苙ル珙考肯攻珩! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  )霸癩 32 朮柤* 
! に 𨻶 苙 ル! 盻 湾 丱! に 𨻶 慌 ò!

HQT!
8! 評ぅ諞! 評ぅ諞斃杰﨤2618)ぅ諞閤黒巷広貢襁*! 鼠五! ! ! ! !

9! 填è賤! è賤﨤填è賤213)è賤﨤填è賤薙ぜ盻*! 鼠五! ! ! ! !

)瑄*!

篇愾禘簦

稑刷丱繫

2! 哢Ⅰ〞)B*! è賤﨤窃0譜2362)癖桜憑楼衄詒78詒孖*! 丱繫! 篇愾痕瑳‥柤!

3! 哢Ⅰ〞)C*! ! 呉! 丱繫! 篇愾痕瑳‥柤!

4! 哢Ⅰ〞)D*! ! 呉! 丱繫! 篇愾痕瑳‥柤!

)瑇*!

諜艾!

42拍!

2! も済曙! è賤﨤填è賤莠袱凅丱纏! 鵈鼠! ! ! ! !

3! 莨擺! è賤﨤窃0譜23:7! 鵈鼠! 鵈繫! ! ! !

4! *庾捲! *庾﨤*庾32.2! 鵈鼠! 鵈繫! ! ! !

)瑋*!

!

!
樛!

!

訝!
!

に!

!
𨻶!

2! 拘荒控腰0鴈┽罰稃笔簱礽穠稞簠稹! 闢╈斃【啼擺彦庾悋﨤3.35.3! 訝柤! 秤◉柤┍檍! ! !

3! 闢構✂申④丱僥0膕G遍稞簠稹礽! 闢構✂斃荳貢頓﨤3.:.2:! 訝柤! 秤◉柤┍檍! ! !

4! 0啅丱僥0膕G遍詐策座察! 膚袍斃鵈楡3.4.2! 訝柤! 秤◉柤┍檍! ! !

5! ù闕譜鷲袍征鳩盻! ù闕譜斃ù闕哢ǒ7.4.2! 訝柤! 秤◉柤┍檍! ! !

6! I鼈鷲袍征鳩盻! I鼈斃媧齡0疹3.8.2! 訝柤! 秤◉柤┍檍! ! !

7! 哢Ⅰ〞椄棒丱24忱雍褫柮! ぅ諞真ガè賤﨤窃0譜2362! 訝柤! 秤◉柤┍檍! ! !

8! 繫龜丱嶌ｫ!盻! 恠譓譜斃渡﨟譓697! 訝柤! 秤◉柤┍檍! ! !

9! 霸盡恠嶌貊)冬ジ菜咋珩! 闢╈斃盡剌彦霸盡﨤653! 訝柤! 秤◉柤┍檍! ! !

:! 性袿觚恠嶌貊)冬ジ菜咋珩! ù闕譜斃性袿觚3.:.2! 訝柤! 秤◉柤┍檍! ! !

21!賤恠悋恠嶌貊)冬ジ菜咋珩! ù闕譜斃┭睡棲﨤賤恠悋2691! 訝柤! 秤◉柤┍檍! ! !

22!┭睡棲腎啅恠嶌貊)冬ジ菜咋珩!ù闕譜斃┭睡棲﨤申佐袍4:.8! 訝柤! 秤◉柤┍檍! ! !

23!⻗ǒ譜恠嶌貊)冬ジ菜咋珩! ù闕譜斃┭睡棲﨤⻗ǒ譜2361.2! 訝柤! 秤◉柤┍檍! ! !

24!⻗賤腎嶌貊)冬ジ菜咋珩! ù闕譜斃┭睡棲﨤⻗賤2:37! 訝柤! 秤◉柤┍檍! ! !

25!衄㮈恠嶌貊)冬ジ菜咋珩! 擺扣斃幟撚彦覩衄㮈6.23.2! 訝柤! 秤◉柤┍檍! ! !

26!啼Y恠嶌貊)冬ジ菜咋珩! 闢╈斃⻗え彦啼Y﨤2652.3! 訝柤! 秤◉柤┍檍! ! !

27!豸譜恠嶌貊)冬ジ菜咋珩! 柞侮斃豸譜腎啅7.9.2! 訝柤! 秤◉柤┍檍! ! !

28!疲苜恠嶌貊)冬ジ菜咋珩! 闢╈斃腎彦㍏ヨ﨤3:! 訝柤! 秤◉柤┍檍! ! !

 

4/霸癩32朮柤麑Ô 
4/2/髀渡  (霸癩32朮柤麑Ô) 

駑! 慌! ò! ò! 分渡喝受)塘*!
藻詹艷沸砿眛舂艷! ! ! ! 4-645-543!

! 藻詹艷! G鳩藻詹艷! 嶢菟輯尨’藻詹艷! 51-643!
! 眛舂艷! G鳩眛舂艷! 嶢菟輯尨’眛舂艷)珴*! 4-5:4-:11!

㌒!分!渡! ! ! ! 38-156-395!

! 奮ハ征釡分渡! G鳩奮ハ征釡分渡!
膕ø’奮ハ征釡分渡! 2-111-111!

嶢菟輯尨’奮ハ征釡分渡! 37-111-111!

! U蠡分渡! G鳩U蠡分渡! 嶢菟輯尨’U蠡分渡! 56-395!
! ! ! ! !

遍セ! 41-68:-827!

 
 

(珴) 嶢菟輯尨’眛舂艷塔ワ 
n/m鵬遲谺慌ò 豹卒(塘) 浅舂 ů受(塘) 喋68 

 繫龜伍v龜伍丱真鵈̌貢n/m鵬 
   繫龜鵈弗購v龜鵈貢恠薙訝n/m鵬 
    
繫龜鵈弗購v龜鵈貢薙訝n/m鵬 

    

巵o̊薙訝 
   繫龜設傅痕瑳薙訝 
!  悼誓設 
   袞鴪遲愀 

!
!!44-351!
珴4:-991!
!!91-491!
珴:7-561!!!
5-181!
25-111!
841!

24:-461!!

!
5!
7!
22!
31!
4!
22!
5!
2!

!
243-:71!
34:-391!
995-291!

2-:3:-111!
23-321!
265-111!
3-:31!

24:-461!

 

 

珴 
H21.7.1 

卒賚膃巵 

遍セ ! ! 4-5:4-:11!  
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4/3/髀頓 )霸癩32朮柤麑Ô* 
ò鞭 征釡鞭 21征釡鞭 麑Ô受(塘) 

慎là弴’!

61紳’! 61紳’)慎là弴’*! 513-439!

59蕁Ⓜ満漾詹’! 59蕁Ⓜ満漾詹’! 2-6:3-8:5!
荀’! 荀’)慎là弴’*! 925-511!

膕ø㌽與’! ｫ!誓╂粐〕征釡’!
膕ø粐〕奮ハｫ!征釡’! 2-111-111!

丱僥┿嶌砌ヘ竭85征釡’! 3-337-291!

尨并徙ø’!
丱訝尨并徙øセ逸征釡’! 丱訝尨并徙øセ逸㌽谺征釡’! 326-:67!

嶢菟輯尨ネ膕㌒’! 尨并徙ø袿グ’! 49-111!

繫龜丱嶌ｫ!盻’!

ⅷ窗ぉ遊’! 繫龜丱嶌ｫ!盻ⅷ窗ぉ遊’! 32-566-487!

ｫ!㌽谺’!

n/m鵬遲谺’! 2-126-461!

繫龜丱嶌ｫ!盻42晝ｫ!’! 4-979-114!
丱訝に𨻶㌽谺征釡’! 26-7:8-592!

繫龜丱嶌ｫ!盻奮ハｫ!’! 37-111-111!

雍硫與喋’! 繫龜丱嶌ｫ!盻雍硫與喋’! 22-1:8-486!

G遍ｫ!査瑳塞冴ぉ遊’!
繫龜丱嶌ｫ!盻!
G遍ｫ!査瑳塞冴ぉ遊’!

28-772-:59!

丱訝刷篇愾に𨻶xiii樛泌征釡’! 丱訝刷篇愾に𨻶xiii樛泌征釡’!! 9-918-:36!

﨟┽ヤ﨟窩怡’! 繫龜窩怡êS’! 繫龜窩怡êS’! :76-111!

0衄苙ルà弴’!
0衄⎡﨡返盻遊ナ’! 0衄⎡﨡返盻遊ナ’! 2-6:8-161!

0衄苙ル憎徘棒泌徙ø’! 0衄苙ル憎徘棒泌徙ø’! 7-531-546!

｢輯苙ル̌范ル膃
Y’!

丱溝高酷徙ø征釡’! 丱溝高酷徙ø征釡’珙豹″征釡珩! 361-111!

哢鴪鵈⇄胎菟’! 丱真鵈徙ø粐〕’! 丱真鵈刷鷲厦胎菟徙ø粐〕’! 426-111!
遍セ! 232-551-712!

!
!

5/喋亦伍鷺察瑳☞亦伍労蟷̌!

5/2/喋亦! !)霸癩32朮柤*!
薙書! 亦ò珙舂珩! 朮柤塔奮睿! 朮柤袰舂o̊! ĩP☞亦!

! ! 奮! 睿! ! 珙塔舂珩!
広溝書! 泱籬広溝摂!)!5*! ! ! 2:2! !
塞П細作書! 泱籬塞П細作摂!)!:*! ! ! :3! !
è刷盡轎書! 硫奴轎摂!)37*! ! ! 218! !
絞克康奴書! 頭24柮!)2*! ! ! 5! !
頭蛬蘯雍硫書! 瑳宰察細!)2*! ! ! 9! !
征鳩詹雍硫書! 犀裟唆策摂!)26*! 2! ! 46! !
セ𨻶雍硫書! 丱訝諜艾セ摂!)83*! 6! 41! 325! 53!
灯*甜嶌雍硫書! ◎谺袞岌住毋2摂!)31*! 2! ! 47! 2!
n/m鵬帑鵬雍硫書! 巵繫寸㈸硫摂!)52*! ! ! 76! 3!
コ鵈﨡雍硫書! 灘睿雍!)2*! ! ! 2! !
㌒雍躾書! 奮o̊27五摂!)58*! ! ! 255! 52!
uワ書! 恠俘裂ね⎣☞60罰ワ摂!)4*! ! ! 8! 2!
㌒攤奴書! 彩鷺作摂!)3*! ! ! 3! !
臙掃沸砿喪に雍奴書! 塞削砦摂!)3*! 2! ! 8! !
癲硫奴書! ｫそ觜摂!)37*! ! ! 95! !
閹袿伍五ヘ亦書! 丱⇄闕俘摂!)3*! ! ! 6! !
労蟷書! 荳袿丱⇄哢1/10摂!)2*! ! ! 737! !

セ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!)384亦ò*! 9! 41! 2739! 98!

!

!

!

!

!
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5/3/鷺察瑳☞亦! )霸癩32朮柤*!
亦 ò 俘 椹 鱈詹梅埆 鱈詹34凄 

甜┍𨻶o̊60罰に𨻶27五 𨻶竭塞魂済瑳! UFU.BEN21! 26/!5/!2 33/!4/42 

G遍ｫ!査瑳塞冴 覩ふ! NBHOJB!MjUF42T0X! 摂! 26/21/!2 33/!4/42 

婚梱策魂咋罪宰些碕斎 荳袿挫婚梱歳魂瑳JDT3111珙蔽婚梱策詹珩! 28/!5/!2 33/!4/42 

HQT𨻶o̊27五! Mfjdb! HY2331! 28/!5/!2 33/!4/42 

㏍遅袞袞遜27五 HTZVBTB! CN6111.21GOE!エ! 28/!5/!2 33/!4/42 

鷲厦詹㔾◉す氛雍 唆魂左策! I.2511qG! 28/!5/!2 33/!4/42 

済察宰犀裟唆策! Mfut!opuf!Mjhiu!DG.X5HX:BYS! 28/!7/!2 33/!4/42 

妻沙座作菜咋沙昏魂座! W.433! 28/!7/!2! 33/!4/42!

睜璣坂察座察! JQ78! 28/!7/!2! 33/!4/42!

怡袞伹セ! TD83! 28/!7/!2! 33/!4/42!

妻察座察咋痕察繫柤セ! DU.2418! 28/!7/!2! 33/!4/42!

査肴削再挫察! LQT.N66Y! 28/!7/!2! 33/!4/42!

祛簠穝箯稉簦磲簠穠!窼簦稉簦礱祅篗禘筎箑! jW.311! 28/!7/!2! 33/!4/42!

袞鴪遲愀査瑳塞冴! Npvou!Tpqsjt!NHY!エ! 28/!9/!2! 35/!4/42!

鵈‘𨻶巵27五! 霸齡﨡釡! IH.431K.34! 28/21/!2! 33/!4/42!

婚梱策魂咋罪宰些碕斎! 荳袿挫婚梱歳魂瑳! JDT2611珙緋婚梱策詹珩! 28/21/!2! 33/!4/42!

セ𨻶訝柤セ! 覩静セ𨻶! TW.466U! 28/21/!2! 33/!4/42!

斎困魂査財鷺! 鷺唆察! JNBHJP!OFP246! 28/21/!2! 33/!4/42!

瑳塞策削瑳c亦柮! 榊罪宰┿嶌! HML.55! 28/21/!2! 33/!4/42!

妻察座胎à柮! 唆魂埼! IT.ETT2! 28/21/!2! 33/!4/42!

斎困魂査財鷺! 鷺唆察! JNBHJP!OFP246! 28/21/!2! 33/!4/42!

畎璇阪採座察! JJZBNB!QMF541T.C4T! 28/21/!2! 33/!4/42!

60罰雀l! 0擺椹璅璠璆票疹俘! 29/!5/!2! 34/!4/42!

袞岌O毋恠薙訝27五韮殤27五! KYB.9:11 詹韮殤27五! 29/!5/!2! 34/!4/42!

HQT 𨻶o̊27五! Mfjdb! HY2331! 29/!5/!2! 34/!4/42!

丱訝セ妻察座察削唆察挫察! EBU5! 29/!5/!2! 34/!4/42!

丱訝セ! NbslQspevdu 60! M33.4E! 29/!5/!2! 34/!4/42!

痕瑳魂咋罪宰些碕斎! 戡┭60捜盻!HD.9BQU伍D.S9B伍DSH.9伍MDP3! 29/!5/!2! 34/!4/42!

0鵈60△27五! 覩静弴泌! 瑳債察作昆察瑳! TB.3211F.VW! 29/!5/!2! 34/!4/42!

譜岌峰甜甜柤セ! 荳U! [.3111! 29/!5/!2! 34/!4/42!

哘雍㋞俘薙訝啀€! 坂宰碕察刷宰削彩! YQ316ES! 29/!5/!2! 34/!4/42!

Ǎ蒭俘菜鷺策座察! 坂宰碕察刷宰削彩! ST.Q53! 29/!5/!2! 34/!4/42!

票疹俘睜璣刷怡袞伹セ! 坂宰碕察刷宰削彩! 詐細策罪作債疐琰瑄! 29/!5/!2! 34/!4/42!

甜┍𨻶o̊詹塞削坂察座察27五! 𨻶竭塞魂済瑳!塞削坂察座察詹雍硫! 31/!5/!2! 38/!4/42!

㔾5/11柤𨻶o̊詹坤策塞才! UPQDPO!DS.5! 31/!5/!2! 38/!4/42!

丱嶹𨻶鼠査瑳塞冴奮袋雍! UPQDPO!OFU.24! 31/!5/!2! 38/!4/42!

犀裟唆策伍菜鷺策座察! 妻作!Wptusp!Eftlupq!3111TU! 摂! 31/!5/!2! 36/!4/42!

〈0鵈60△27五! NjmmjR!bewboubhf! 31/!5/!2! 36/!4/42!

壁⒧淤痕瑳𨻶巵27五! GN.611F! 31/!5/!2! 36/!4/42!

鵈鼠セ妻察座咋痕察! 剤在 V31 懇根察座察削載作咋痕察! 31/!8/!2! 36/!4/42!

丱鯀哇罰詹雍罰に𨻶韮殤雍硫! UPQDPO!GD.311! 31/!8/!2! 36/!4/42!

頭瓶鵈殳猤27五! 覩静弴泌!DB.2223! 31/!8/!2! 36/!4/42!

丱訝刷諜艾に𨻶1/1027五 妻察座る訝刷炒况糶俗査瑳塞冴珙琨儼珩剛拘 31/21/!2 36/!:/41 

GPSに𨻶1/10雍硫 
 

HQT奮袋悄珙琨悄珩HQTに𨻶苙ル珙琰苙ル珩! 31/21/!2 36/!:/41 

篇愾痕瑳に𨻶1/10雍硫 篇愾痕瑳刷丱繫奮袋悄珙琨悄珩剛拘! 31/21/!2 36/!:/41 

⒞◇咤O混坂碕 OFDBwjp◇咤O穝离窳簋稉簦礽! UI:211NS 32/!5/!2 37/!4/42 

砦妻梱混坂碕 裟採察! HDR-XR520V 32/!5/!2 37/!4/42 

薙甜甜柤セ 荳U災婚塞魂済咋沙察砂! U2900 32/!5/!2 37/!4/42 

60罰挽巵27五 申o泌嶌坤才鷺塞再魂! GT-2000 32/!5/!2 37/!4/42 
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5/3/鷺察瑳☞亦珙考肯攻珩! )霸癩 32 朮柤* 

亦 ò! 俘 椹! 鱈詹梅埆! 鱈詹34凄!

0鵈60△27五! 荳袿財鷺材坤! ! Fmjy!Bewboubhf4! 32/!5/!2! 37/!4/42!

罰ª憐ゞ椹稃祜簠穝簦磠簠离簦n/m鵬雍! 覩れ丱真攤雍! ETUQ詐財梱察宰詐再宰! 32/!5/!2! 37/!4/42!

混碕察哢俘菜鷺策座! 紺堺済策! jnbhf!QSPHSBG!!jQG821! 32/!5/!2! 37/!4/42!

混碕察菜鷺策座66遍雍! 詐婚唆察昆菜裟策! MQ.N711B! 32/!5/!2! 37/!4/42!

BP菜鷺策座察詹左察采察! 廬吩＊犀裟唆策! ! GNW! E4371! 32/!6/!2! 37/!4/42!

è賤丱僥U喪丱⇄闕俘! è賤篇愾貢U喪丱⇄闕俘沸砿る㌲犀歳作! 32/!8/!2! 37/!4/42!

犀再佐察沙昆坤唆策! GEUW674I4! 琨癖! GEUW914.4! 琨癖! 32/!8/!2! 37/!4/42!

悽と詹哢俘妻墾瑳菜削婚! ㌃虍妻墾瑳菜削婚珙LEM.57W6珩剛拘! 32/!8/!2! 37/!4/42!

HQT𨻶o̊27五! UPQDPO60! OFU.H4! ! 琰癖! 32/22/!2! 37/21/42!
 

5/4/̈ô喝壕24蟷! !! )霸癩32朮柤*!
労蟷貢Ě書! 24蟷舂! 労蟷貢Ě書! 24蟷舂!
北蟷! 5224宕! ┠蟷! 464宕!
ン饅捺ネ☞! 3:5座婚宰作! 稿貢摂艙財団法人! 495座婚宰作!

 

5/5/〰渡癲グスーム! !!!)霸癩32朮柤*!
癲グスーム鞭! 袗侮!
Cvmmfujo!pg!Tfjtnpmphjdbm!Tpdjfuz!pg!Bnfsjdb! 2:81)w71*砰!
Hfpdifnjdbm!Kpvsobm! 2:83)w7*砰!
Hfpqiztjdbm!Sftfbsdi!Mfuufst珙袞岌〰ファラド瑑w45砰珩! 3118)w45*砰!
Hfpuifsnjdt珙袞岌〰ファラド瑑w47砰珩! 2:95)w24*砰)w3:.44饉*!
Kpvsobm!pg!Hfpqiztjdbm!Sftfbsdi珙袞岌〰ファラド瑑w223砰珩! 2:78)w83*砰!
Kpvsobm!pg!Wpmdbopmphz!boe!Hfpuifsnbm!Sftfbsdi珙袞岌〰ファラド瑑w271砰珩! 2:95)w33*砰!
┿嶌! 2:71)w41*砰!
篇愾! 2:82)w26*砰!
丱嶹泌嶌! 2:84)w7*砰!
丱⇄嶌癲グスーム! 2:83)w89*砰!
丱⇄採肴察瑳! 2:69)o63*砰!
☞弴籤谺! 2:59)w2*砰!
攤釡詹鵈! 2:69)o2*砰!
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6/ｫ!盻釡鳩貢藺沸伍勿̇伍杰况┽罰貢鉐P!

6/2/̇ヱ善刷パスカル儲善̌!

6/2/2/┿嶌砌ヘ〔侮ネ征琊苙ル鍍梅̌!

荳蕁瑍霸癩32朮琰蠻24荳)蠻*砰琰蠻28荳)ů*! ! ! 複秤7041鞭!

! ! ! ! 塩ｫ!盻慎l鍍梅珙5蠻24荳拘穀28荳貢:瑍11拘穀27;11合腔珩60譿W嶌!

! ! ! ! 於苙ル贐塔刷⇄黙奮設珙5蠻24荳拘穀28荳貢24瑍41拘穀27;11合腔珩!

! ! ! ! !

6/2/3/ｫ!癩詬̇ヱ善!

荳蕁瑍霸癩32朮6蠻38荳珙鵈珩! 24瑍11砰27;41!

善凅瑍繫龜丱嶌ｫ!盻! 複秤70瑍81鞭 

塩塀姿̇ヱ珙13瑍00砰15瑍15珩 
̇ヱ70! ̇ヱ主ò!

轎譓駄腥! 繫龜丱嶌ｫ!盻¶琬袗腎袗ｫ!セ逸貢鉐P!

舛覩! 描! 【啼擺0抗国砿稿貢鳳シ丱僥行抗杭鵠 3119)霸癩 31*朮貢丱訝┽罰!

袿哘! 税! 丱訝┍貢る訝拘穀粐巵溝鵠伍【啼擺鳳シ貢泱陪凅麹丱鯀鏐△!

譜譓萪驥! HQT 妻察座拘穀粐巵浩紅【啼擺0鳳シ丱僥貢驫凅貢０毳!

ネw┠霸! è賤篇愾腔̇﨟溝鵠八̇丱訝貢訝遜鼠五惚〈㔾5/11柤行麑濠鵠!

轎譓駄腥! 哢Ⅰ〞膏稿貢鳳シ行抗杭鵠袞鴪鰔磽磑鏐△膏丱⒞┽罰拘穀壕紅篇愾淤丱訝貢̇﨟坂混採砂冴!

千譓! 彑! 哢Ⅰ〞疲仲艾煙行﨑黒紅了鴪痕瑳貢36癩行考広肱!

R朮慎悩! è賤混作妻碕貢范阪妻作!

恠譓譜勿! 哢つ進葺〞盡愀貢丱⇄朮千!

觜徇慎┠! 0塔貢哢溢柤繫龜貢癩煉行考広肱貢遲チ!

95擺傚変! è賤摺袿丱彦繫龜貢42朮哇泌貢℀卒!

幟真渣饅!
0塔丱真鵈貢╂罰膏鵈⇄貢欄妥行考広肱!

琊丱真鵈購航梗拘穀╂黒肱晃鵠貢拘@! 鵈⇄購航康哇腰鵠貢拘@琊!

 

於材瑳座察̇ヱ珙15瑍15砰16瑍30珩 

琨珩菟ｫ!満行国鵠塀姿̇ヱ貢42ぅ㌲蕚麹⇄飼泱ı惚材瑳座察貢撚腔帑苙午 

琬珩宰祭再魂瑳貢材瑳座察悽と 

! ! ! a珩丱訝刷篇愾に𨻶xiii貢樛泌 

! ! ! b珩冬ジö真丱訝輯尨刷祇尨０迩菜咋沙昏魂宰貢26赤(霸癩 20 朮柤) 

! ! ! c珩【啼擺0行抗杭鵠繫龜設傅坂座策痕瑳貢鉐齪 

! ! ! d珩荒合甲貢善貢26赤 

! ! ! e珩2008 朮憖眛刷幟傚塔憤丱訝貢﨑丱㌽谺况胞 
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6/2/4/拘荒控腰左婚昆策瑳左罪察パスカル儲善 
荳蕁瑍霸癩32朮9蠻6荳)鵈*! 25蕁11薙砰27蕁11薙!!
善凅瑍繫龜丱嶌ｫ!盻善共同組合帷! 複秤70舂瑍71鞭!

パスカル 儲 70 パスカル! 儲! 主! ò 

千譓彑刷95擺傚変! 繫龜惚浩穀高国康! 砰繫龜薙訝渡著砰 

塔廂!

刷繫龜耕肱荒骨紘獄康瑱珙繫龜行欄溝鵠パスカルコ伍祚橲! 95擺珩 

刷繫龜貢癩薙惚浩穀高肱壕国康珙繫龜薙訝喪鵬伍祚橲! 千譓珩 

刷繫龜貢菜咋購航骨荒ぐ奴麹雍躾惚考拘耕肱浩穀高肱広鵠貢瑱珙セ𨻶刷薙訝雍硫貢26赤伍祚橲! 千譓珩 

鉐P 

瑗賴ス壕◥齪瑫!

袿朮柤貢左婚昆策瑳左罪察腔購ち岌 31 36珙51 鞭珩惚伴滾浩紅膏梗獄伍91 36珙319 鞭珩貢泱伴控巷耕

紅午善凅貢杰江麹腿喋溝鵠帑鵬褫艷貢舂荒航貢韮2/11拘穀礫ぬ惚ネ広伍稿貢46詬 37 36珙71 鞭珩惚籟詹浩

紅午!

!

瑗帑苙◥齪瑫!

塔廂行考広肱購伍複秤70腎蠱豪斥舂控哘広恠嶌 5砰6 朮﨟⅓柤惚ò閹行帑苙浩紅紅濠伍抗抗拷講弴る浩

肱広紅紘杭紅午繫龜貢莫㋞行考広肱ö酷紅広̌貢牀W控巷耕紅午!

 

6/2/5/帛満ｫ!満行国鵠ｫ!窩怡! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(霸癩32朮柤) 
帑苙荳 帛満ｫ!満(盻慍) 窩怡塔廂 
32/!9/!7! 詒! 杰陜 

(戡賤哢嶌G遍弴攤嶌グ) 
艙┿ÿ菜咋沙昏魂宰碁【た刷楼枴┭琊觚譓苳愀昴行
抗杭鵠ĩ♧ª荒㌽谺に𨻶語行欄溝鵠丱⇄嶌ª遲チ!

!!!!:/27! I袿! 甜慎ア 
(覩静嶌ウ哢嶌) 

è賤篇愾貢哇⇄v☞行考広肱!

!!!!:/28! 哢凅! 驥 
(覩静攤釡哢嶌篇愾╂喪ｫ!詐策座察) 

哢Ⅰ〞疲艾煙貢広腰刻鵠范了鴪行抗杭鵠痕瑳籟焚膏
鵤惚詹広紅膠⒞伹貢𨻶巵!

33/!3/2:! I袿! 甜慎ア 
(覩静嶌ウ哢嶌) 

⒞鵈哇⇄捜詹膏è賤篇愾行考広肱!

!!!!4/!5! 詒! 杰陜 
(戡賤哢嶌G遍弴攤嶌グ) 

【た刷楼枴┭琊觚譓苳愀昴行抗杭鵠ĩ♧ª荒㌽谺に
𨻶!

!!!!4/!5!
!!!!!砰6!

腎ǒ! 筑┵ 
(哢史楼墫哢嶌! 﨑千だ善嶌グ) 

ｫ!㌼主行考広肱貢眛┃麹㌼主行考広肱貢與弴刷遲
チ伍抗国砿Cfsoftf裟斎宰懇昏坤貢る訝眛┃刷丱鯀哇
罰る訝眛┃行考広肱貢窩怡!

!!!!4/!9! 哢凅! 驥 
(覩静攤釡哢嶌弴攤嶌ｫ!┿) 

篇愾痕瑳ｫ!行抗杭鵠責歙貢苜圃淤膏＂Ⅳ弁鼠喪𨻶
巵貢撚橡弴苜┃行考広肱貢窩怡!
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6/2/6/㍃㌄善)盻塔ｫ!̇ヱ善*!!  !!)霸癩32朮柤* 
梅挑荳! ̇ヱ主ò! ̇ヱ70!

32/!5/33!啣蔽┽罰貢憎袗哇泌膏鴪巽哇罰! 便譓蕚啌!

7/21!丱訝11并熾巵㌽谺行考広肱! 襃譜ラ北!

7/35!è賤篇愾行抗杭鵠丱訝貢訝遜麑巵伹膏訝遜麑巵江黒肱広荒広丱訝行考広肱! 舛覩! 描!

8/!2!㔾5/11柤行麑濠紅è賤貢八̇丱訝貢訝遜薙變抗国砿蕁侮哇泌貢０毳! ネw┠霸!

:/!2!è賤摺袿繫龜刷刳翠鼈繫龜貢42朮哇泌膏癩煉行欄溝鵠68弭!

【啼擺0行抗杭鵠繫龜据傅痕瑳貢泌嶌36癩!

【啼擺0塔貢哢溢柤繫龜貢╂罰!

95擺傚変!

千譓! 彑!

觜徇慎┠!

:/27!廬吩愾帙鵑了篇行国鵠ぅ諞霸ǒ香貢瑳唆鷺坤琊┲鵈╂貢鵲】! 譓千! 齠+2!

21/!8!è賤篇愾行抗杭鵠丱鯀驫膏丱訝┽罰貢蕁侮哇泌膏八̇丱訝行噌康丱鯀哇罰貢斎根

昨察彩阪妻鷺策些!

譜譓萪驥!

22/!5!艙┿ÿ菜咋沙昏魂宰¥楼枴┭琊觚譓苳愀昴行抗杭鵠ĩ♧ª㌽谺に𨻶^腔麹獄康膏浩

肱広鵠梗膏!

恠譓譜! 勿!

22/29!┽篇愾碁è賤語惚る廼溝鵠! .〈㔾5/11柤荒4饅填◉柤鏐△貢粐巵.!

珙霸癩32朮柤ĩ♧儼むｫ!腎侮况胞珩!

ネw┠霸!

23/!3!9蠻22荳行̇﨟浩紅遍齊煽貢丱訝貢訝遜ゕ⅓! 袿哘! 税!

33/!2/31!繫龜貢腔攻苜! 琊菜削察宰貢黏壕ス壕拘穀╄グ⒞鵈1/10合腔! R朮慎悩!

3/!4!【啼擺0行抗杭鵠蝕鵈刷鞭鵈貢鵈⇄０淤! 幟真渣饅!

3/35!【啼擺0塔貢繫龜据傅坂座策痕瑳貢•遜!

琊＂泌鵈Ⅳ36癩膏弁鼠喪鰔拘穀貢粐巵琊!

千譓! 彑!

4/21!艙泌斥書嶌ªW丱拘穀W紅繫丱ｫ貢椥☞行考広肱! 箑祛祅簠磌稞祛筩礽!

! ! +2填【啼擺0Oグ廟捲征鳩盻!

 

6/2/7/稿貢摂貢藺沸┽罰!  )霸癩32朮柤* 
帑苙荳! 鞭ū! 厨挑! 塔廂! 凅盻!

32/!9/!:! ⻗怙朮貢紅濠貢┿嶌貢┅怒! 0U⻗怙朮!

詐策座察!

丱嶹┿嶌行欄溝鵠欄溝鵠畹玼璅!

砰菜削察宰塞魂宰採魂瑳ª行購
哢哇荒凅盻紘国【啼擺玠玠砰!

)材瑳座察伍丱訝行欄溝鵠魂婚砂伍!

際察犀魂碕斎宰捜癩*!

0U⻗怙朮詐策座

察!

21/29!

!砰2:!

拘荒控腰┿嶌砌ヘ斎昏坤

311:!

【啼擺0! ｫ!塔廂貢26赤膏財採菜削鎖策

塞察査崎策!

范ジ斃菜碕差珙闢

╈ 潑 覩塀 稿 構康
撚珩!

23/2:! 岌航豪左婚昆策瑳斎昏瑳塞
墾采作)0啅丱彦哢善*!

0U⻗怙朮!
詐策座察!

丱嶹┿嶌行欄溝鵠欄溝鵠畹玼璅! 哢北斃!
﨟㌧嶌40詐策座察!

33/!2/42! 岌航豪左婚昆策瑳斎昏瑳塞

墾采作)薯評丱彦哢善*!

0U⻗怙朮!

詐策座察!

丱嶹┿嶌行欄溝鵠欄溝鵠畹玼璅! I鼈斃!

臙に艙泌詐策座察!

!3/22! 岌航豪左婚昆策瑳斎昏瑳塞

墾采作)0疲丱彦哢善*!

0U⻗怙朮!

詐策座察!

丱嶹┿嶌行欄溝鵠欄溝鵠畹玼璅! ù闕譜斃!

⻗怙朮嶌40詐策座

察!

3/26! 廬吩刷è賤篇愾┽罰◥齪昨

察魂査崎再菜!

繫龜 丱嶌ｫ

!盻!

廬吩刷è賤篇愾行抗杭鵠┽罰◥齪

行欄溝鵠炒况貢努衄泌膏㌼主̌
貢遲チ!

盻塔!

3/38!

!!!!!砰39!

岌航豪左婚昆策瑳斎昏瑳塞
墾采作)O薯丱彦哢善*!

0U⻗怙朮!
詐策座察!

丱嶹┿嶌行欄溝鵠欄溝鵠畹玼璅! 恠譓譜斃!
﨟㌧嶌40詐策座察

杭麹攻!
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6/2/8/【た刷楼枴┭琊觚譓苳愀昴貢﨑丱遲チ善!

荳蕁瑍霸癩32朮22蠻21荳)篇*刷22荳)鵈*!

善凅瑍繫龜丱嶌ｫ!盻! 複秤70瑍41鞭!

塩昨察魂査崎再菜珙21荳! 24瑍11砰33瑍11珩!

̇ヱ70! ̇! ヱ! 主! ò!

憖扣⎤迄+2! 梅善竚穩!

便譓蕚啌! 竚穩!

双I鰔方沒+2喫!

憖扣⎤迄+2!
黙主貢盻湾膏ù闕煽闢苳丱鯀鏐△籤谺貢蛹巵46詬!

舛I〞﨟+3! 舛ϐヨ)昴貢丱⇄嶌削砦肴察!

恠譓譜勿! 舛ϐヨ)昴貢丱⇄嶌ª㌒黙主!

轎譓駄腥! 舛ϐヨ)昴貢丱訝┽罰!

鵑棲濕+4! 璐璐宰阪些碕斎墾察拘穀W紅è賤砰図鼈愾丱貢丱鯀鏐△!

范棲吏啣+2! 韮殤訝遜拘穀W紅舛ϐヨ)昴貢丱訝┍◉柤鏐△!

24真ラ変+2! ǽ廡¸®丱訝に𨻶行国鵠舛ϐヨ)昴貢丱訝┍◉柤鏐△!

觚譜㌨+5! 丱訝┍宰阪些碕斎墾察拘穀W紅舛ϐヨ)昴鳳シ貢鷺裟瑳斎昏坤察!

詒杰陜+6! 舛ϐヨ)昴貢哢哢０在察鷺策些膏舛ϐヨ)昴貢丱⇄朮千!

0愾け雛+7! 舛ϐヨ)昴貢哇罰丱檍!

譓陪驟囂+8! 哇罰丱檍嶌ª行壕紅図鼈鳳シ丱僥貢吏•ぉ罰!

幟塔扁38+3! 哢つ進葺貢吏•琛ぅ諞霸ǒ貢黏総膏楼枴┭琊觚譓苳愀貢ぉ罰珍!

G遍チルクス!

責龜駄艙+7! 廬吩愾評覩撿貢践湾┽苳愀惚68恒鵠!

酢愾驟+9喫!

慟襁ネ袋+9!
⑬枡┽苳愀㌽谺貢皚鋓!

恠譓譜勿! 繫龜丱嶌ｫ!盻貢㌽谺セ逸!

滾腎チルクス!

哇罰丱檍刷丱⇄菜咋沙昏魂宰惚68恒鵠!

⑬枡┽苳愀菜咋沙昏魂宰惚68恒鵠!

廬吩愾評覩撿貢践湾┽苳愀惚68恒鵠!

ù闕煽苳24購巷鵠貢瑱!

喫購ヾ鞭貢凅遍貢̇ヱ70午+琨覩静哢嶌丱訝ｫ!盻伍+琬桧え哢嶌伍+琯癖煽哢嶌伍+琰)″*輯尨┿嶌砌ヘｫ!

盻伍+琱戡賤哢嶌伍+琹覩疲哢嶌伍+瑄丱訝制öG遍ｫ!竭85善伍+9)″*﨡釡砌ヘG遍ｫ!盻!

 

於﨑丱W嶌珙11荳! 瑇瑍00砰16瑍00珩 

! 崇嚊懴砰蕚【懴砰﨟鷲砰╄侮愾刷酢愾荒航 

 

6/2/9/ 廬吩刷è賤貢篇愾┽罰貢﨑◥行妥鵠昨察魂査崎再菜!

荳蕁瑍霸癩33朮3蠻26荳)蠻*!

善凅瑍繫龜丱嶌ｫ!盻! 複秤70瑍41鞭 
̇ヱ70! ̇! ヱ! 主! ò!

袿哘税! 繫龜丱嶌ｫ!盻貢二袗に𨻶xiii貢訝遜薙變!!

譜譓萪驥! è賤篇愾貢琯憐貢16槨婚載策宰貢椀陪遜! !

舛覩描! è賤篇愾貢丱訝┽罰貢êえ! !

艝I㌨+2! 廬吩愾沸砿è賤愾貢蠱デ貢┽罰◥齪行考広肱!!

ネw┠霸! 5/11廡訝遜薙變行儼肯広紅è賤混作妻碕塔貢八̇丱訝̇﨟坂混採砂冴! !

千譓彑! è賤)哢Ⅰ〞*貢了鴪┽罰貢哇泌! !

哢錆吏渣+3! 丱嶹☞弴に𨻶拘穀W紅廬吩刷è賤篇愾貢丱真鏐△! !

婣擺填渣+4喫!

疹譓ラ陜+4!

戡譓㌨慎+4!

I譓ラず+4!

愾袿ラ性+4!

蠱デ貢廬吩鳳シ貢丱訝刷丱鯀哇罰行考広肱! ! !
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6/2/9/ 廬吩刷è賤貢篇愾┽罰貢﨑◥行妥鵠昨察魂査崎再菜)考肯攻*!
̇ヱ70! ̇! ヱ! 主! ò!

ä襷描変+5喫!

O襁票雛+5!

憖真ö*岌+5!

責61柰湊ア+5!

璠璘瓞瓚璘疒行国耕肱に𨻶江黒紅廬吩刷è賤鳳シ行抗杭鵠丱鯀哇罰!!

恠愾*斥+6喫!

双ǒ仏70+7!

舛Iラ翠+8!

廬吩愾行抗杭鵠i聶俘篇愾┏╂刷篇ｬ╂貢災差察彩貢悼遲チ!

恠愾*斥+6!

撚搖五7/10+9!
別艷行豪膏肯晃 2818朮廬吩愾帙鵑了篇貢了⑺讀㔾柤粐巵!

幟丱öぐ+:!

R朮慎悩!

丱⇄嶌妻察座膏了⑺讀阪妻作行国耕肱殀穀黒鵠廬吩篇愾帙鵑了篇貢了⑺讀㔾柤!

! 琊Voju.ェb 惚腎氛行!

ぼ鵈け変+21! 曙枡在察鷺策些唆坤行ヒô江黒紅廬吩篇愾了篇０淤抗国砿デ朮貢廬吩疲撿仲貢聶千尨并!

35☂ĩ渣+21! 廬吩篇愾貢篇愾輯尨行櫻U考炒况! !

喫購ヾ鞭貢凅遍貢̇ヱ70午+2 鴪〵枉丱訝篇愾グ伍+3 覩静哢嶌丱訝ｫ!盻伍+4 輯尨┿嶌砌ヘｫ!盻! 伍+5 楼

鷲丱弴派! 伍+6餌慟哢嶌輯尨G遍詐策座察伍+7 餌慟哢嶌臙に嶌グ伍+8 憖眛0U哢嶌伍+9合恒絞轟骨講耕膏伍

+: 荳袿哢嶌伍+21愾躪0猤劵┿嶌ｫ!盻!

!

6/3/咤グ℀卒埣満善! )霸癩32朮柤*!
埣満善鞭! 繫龜丱嶌ｫ!盻咤グ℀卒埣満善珙㌼主℀卒珩!

荳! 蕁! 霸癩32朮瑄蠻琹荳)蠻*!24蕁41薙砰27蕁56薙!

凅! 盻! 繫龜丱嶌ｫ!盻!琬湾善共同組合帷!

埣! 満! 埣満鞭抗国砿盻慍)晴筆肩抅*!!
鷦I!湊斥!!!!!!闢╈楼U哢嶌臙に斥侮┿嶌グ!臙篷!!!

慟譓!コ甜)埣満憎*!!)″*輯尨┿嶌砌ヘｫ!盻!!!弴征憎!!

譓㌫!猫渣!!!!!!º┍哢嶌﨟棒猤劵┿嶌ｫ!┿!臙篷!!
鵑棲!圃﨟!!!!!!荳袿哢嶌艙弴嶌グ泌嶌┿!!!臙篷!

塔廂!!
¶琬袗腎袗ｫ!セ逸)霸癩29砰33朮柤*腎侮况胞膏浩肱伍¥琨^砰¥瑇^貢返㌼主行考広肱咤グ℀卒惚帑苙浩紅午!

荒抗伍℀卒埣満購伍霸癩28朮柤咤グ℀卒埣満)ｫ!セ逸ø巵蕁貢℀卒埣満*惚悼砿徨染浩紅午!!

喫¶3袗腎袗ｫ!セ逸膏梗黒合腔貢癩詬鉐P行考広肱!!
瘕琨瘙【啼擺0Oグ丱訝貢̇﨟雍鏐貢る蕚!!

瘕琬瘙篇愾淤丱訝貢̇﨟坂混採砂冴貢る蕚!!

瘕琯瘙丱嶹泌嶌ª眛┃行国鵠è賤篇愾┽罰貢┽̇泌窩閹行欄溝鵠ｫ!!!
瘕琰瘙è賤篇愾貢儼ë鏐△抗国砿了頓☞貢ｫ!!!

瘕琱瘙哢つ進葺貢丱⇄行欄溝鵠ｫ!!!

瘕琹瘙0塔貢哢溢柤繫龜膏稿貢昴鵈愀貢鵈艙刷丱⇄行欄溝鵠ｫ!!!
瘕瑄瘙è賤貢儼ë憖腎行れむ江黒鵠繫龜貢蝕頓雍鏐行考広肱!!

瘕瑇瘙丱真鵈╂罰1/10貢硅紿行豪膏肯晃丱真鵈貢鵈⇄檍癩雍鏐貢る蕚!

咤グ℀卒埣満善行抗杭鵠℀卒牀W!!

琨琚腎袗ｫ!セ逸貢〕筬◥齪行考広肱!!

鐸娯貢㌼主貢〕筬◥齪行哘怙貢郊穀考攻購巷鵠豪貢貢伍返㌼主膏豪4朮侮腔?帑荒〕悽控W穀黒伍菟喪ª
行購剛劫制巵＊酷ｫ!控あネ江黒肱広鵠膏淞腰黒鵠午合紅伍鐸娯貢ｫ!癩詬控衄雍ª荒ソ控酷惚W皇埆濠

肱抗酷伍責歙貢江穀荒鵠癩詬貢罵頓控袗欹江黒鵠午!

!
琬琚腎袗ｫ!セ逸貢ち謎淤!!

ｫ!㌼主貢ル巵購伍広甲黒豪繫龜丱嶌ｫ!盻貢ル五òª行ち耕紅豪貢腔巷酷伍膏晃行黙主購W穀黒荒広午

稿黒糠黒貢㌼主行抗広肱伍橲二濠洪浩紅ò閹控剛劫け癩江黒肱広鵠梗膏拘穀伍鐸娯貢ｫ!セ逸購ｫ!猤劵
珙蕁侮刷∇ů刷ル喋刷罪策犀昨察荒航珩惚68琿行広黒伍ち謎行捜癩江黒紅膏℀卒腔攻鵠午!!

!

琯琚鐸迩ｫ!㌼主腔抗鴪肯攻行荒耕紅梗膏!!
碁【啼擺0Oグ丱訝貢̇訝雍鏐貢る蕚語抗国砿碁篇愾淤丱訝貢̇﨟坂混採砂冴貢る蕚語腔購伍に𨻶xiii貢

樛泌膏5/11す荒る訝┃貢ち詹行国酷伍摂貢航貢雍欄行豪⎞杭荒広U╀荒癩詬控殀穀黒肱広鵠午T┍地圃刷篇愾

淤丱訝刷HQTに𨻶貢46詬惚G遍浩肱伍0Oグ貢4饅填ª荒泱陪薙變控蕚穀拘行荒鵠梗膏惚袗欹浩紅広午!!
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6/3/咤グ℀卒埣満善珙考肯攻珩!
碁丱嶹泌嶌ª眛┃行国鵠è賤篇愾┽罰貢┽̇泌窩閹行欄溝鵠ｫ!語腔購伍ｫ!癩詬購竕控耕肱広鵠膏淞

腰黒鵠控伍妻察座舂控怙荒広梗膏控鴪行荒耕紅午摂貢釡鳩膏貢倒講遍広麹ｫ!猤劵行豪属岼溝鵠控伍マ朧!
☞ぅ酷荒広膏広康貧〵惚奮杭紅午!!

碁è賤篇愾貢儼ë鏐△行欄溝鵠ｫ!腔購伍歹襷貢巵㌲惚蟷攻絋恒鵠国康荒癩詬控頓肱攻肱抗酷伍篇愾鏐

△刷丱訝刷丱真鵈刷繫龜貢67慎ª弴る行圃拘耕肱広鵠梗膏惚㔾晃℀卒浩紅広午!!
碁哢つ進葺貢丱⇄行欄溝鵠ｫ!語行考広肱購伍稿貢ò閹控哢つ進葺貢丱⇄抗国砿稿貢吏•ゕ⅓貢る蕚膏

江黒伍麹麹嶌黙ª行ゕ昂鵠国康行ⓥ梗恒鵠午豪康慎驩〕濠肱伍﨑湾瘟洸江黒肱広鵠楼枴┭琊觚譓苳愀惚訝

遜膏溝鵠ö真俘丱訝貢℀卒行46砿考杭鵠え♧控設杭秤恒穀黒鵠膏伍国酷衽合浩広貢腔購荒広拘午!!
∇遜欄妥貢琯考貢ｫ!㌼主行考広肱購伍稿黒糠黒行癩詬控46帑浩考考巷酷伍繫龜麹丱真鵈貢∇遜胎宗教法人行!

圃杭紅奴喪ª糶ク貢儼む控殀穀黒考考巷鵠国康行犲港紅午!!

!
琰琚饅袗ｫ!セ逸香貢牀W!!

責歙豪伍丱僥ª荒裘P膏慎l淤貢卒単貢仁煙拘穀㌼主惚ル巵溝鵠梗膏控衽合黒鵠控伍儼袿ª行購責憐貢

ｫ!セ逸膏書疏浩紅㌼主貢采碕策瑳腔Y広膏淞腰黒鵠午敏絞㌼主貢哢俵購è賤惚座察叉再宰膏浩肱杙考拘
貢坤菜咋察債惚ネ広伍㌼主侮貢衄雍ª46遍惚労鵠国康行溝高攻膏68恒鵠午匝38控巷黒郊范浩広㌼主惚ヤ秤

浩肱豪Y広膏淞腰黒鵠控伍㏍弴惚溝鵠氣P購荒晃伍豪浩責袗国酷哘晃貢癩詬惚‘康荒穀郊伍ｫ!∇ů膏罪

策犀昨察貢銈殀控秦壁饉腔巷獄康午!
荒抗碁0Oグ貢丱訝刷篇愾刷丱⇄行欄溝鵠ｫ!語行考広肱購伍0鴈貢嶢菟刷嶢氛貢ブ胎膏広康に♧行U

耕紅創鴈拘穀貢採察砂行儼肯晃薙書行溝鵠苜控伍国酷弴る惚殀蒭広貢腔購荒広拘午紅膏恒郊伍0鴈控秦嶢

行犲港肱広鵠腔巷獄康琯考貢PⅣ珙【啼擺0Oグ丱訝伍楼枴┭琊觚譓苳愀丱訝伍è賤篇愾┽罰珩惚紺察昨
察彩行ト酷ス骨紘ｫ!㌼主鞭惚ル巵溝鵠̌貢奴喪ø控68恒穀黒鵠午!!

!

琱琚稿貢摂!!
腎袗セ逸貢俵郊惚ゕ昂肱伍返薙ǒ貢ｫ!癩詬控i遍浩遍広伍【啼擺0Oグ貢丱真貢◥獸控国晃婚坂察沙

腔攻鵠国康行荒耕肱攻紅午責歙膏豪琰考貢薙ǒ珙丱訝刷篇愾伍繫龜伍丱真鵈伍丱⇄珩貢廡籬荒ヾ縟控〕濠

穀黒鵠梗膏惚袗欹浩紅広午!!
0貢ｫ!盻腔購巷鵠控伍繫龜丱嶌行欄溝鵠姪慎貢雍欄腔巷鵠貢腔伍荳袿惚鷺察彩腔攻鵠国康荒纏W淤貢

巷鵠繫龜欄妥貢ｫ!塞察罪惚ル巵浩伍腰控楼貢繫龜ネ膕惚▂楡溝鵠国康荒櫻琶豪蔡延詬紅浩肱馘浩広午!!

繫龜丱嶌ｫ!盻購伍怙斥舂腔哘晃貢薙ǒ惚国晃混采察江黒肱広鵠控伍斥ª抗国砿制Ôª∇遜行購航康浩
肱豪像酷控巷鵠午咤グ雍欄膏貢ù星表陪麹伍┿ｫ’荒航咤グ∇ů貢怡渡行責歙膏豪ǽ鈬ª行柏濠肱広紅紘

攻紅広午合紅伍材瑳彩魂貢籟詹荒航伍マ眛ｫ!70膏貢表朕喪韮貢ブU豪ĩP腔巷鵠午!!

ｫ!盻貢五拘黒肱広鵠だ善ª◥齪購鉤に腔攻鵠豪貢腔購荒広膏広康貧〵惚奮杭紅午荳晝釡鳩惚哢征行浩
肱伍ｫ!癩詬貢ルクス艙泌麹嶌善̇ヱ惚ネ康梗膏控儼袿腔購巷鵠控伍0鴈麹0貢ネ膕グ著行伍ｫ!釡鳩貢塔廂

麹癩詬惚豪耕膏ö穀黒鵠国康伍藺沸刷杰况┽罰惚ネ康荒航伍だ善⎣財団法人行豪陪惚渡黒鵠氣P控巷鵠膏淞腰黒

鵠午梗黒穀貢┽罰購ｫ!満宣咤控祚橲浩肱帑苙セ逸惚U贐浩伍稿貢セ逸行歹耕肱ｫ!満控複秤溝鵠檍腔巷
黒郊伍ｫ!満行膏耕肱稿黒剛航哢攻荒⎞祚膏購荒穀甲伍莫詬ª行帑苙腔攻鵠貢腔購荒広拘午!

!
!

!

!
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6/4/杰况伍况ぐ欄妥!

6/4/2/ヒ70̇ヱ伍焚褫欄妥! )霸癩32朮柤* 
朮蠻荳! 塔! 廂! 喋68)况ぐ雍欄鞭̌*!

32/6/31! 繫龜丱嶌ｫ!盻ｫ!癩詬̇ヱ善行考広肱珙ヒ70̇ヱ珩! 恠譓譜ヒ70魂碕細!

7/22! è賤摺袿繫龜行考広肱珙袞㌄焚褫珩! 癲グスーム鵠鵠降!

7/27! è賤繫龜行考広肱珙袞㌄焚褫珩! 鯱荳膠ョ珙﨨36瑍采策采策采策珩!

7/29! 哢Ⅰ〞繫龜行考広肱珙袞㌄焚褫珩! 鯱荳膠ョ珙﨨36瑍采策采策采策珩!

7/34! è賤繫龜行考広肱珙袞㌄焚褫珩! 鯱荳膠ョ珙﨨36瑍采策采策采策珩!

8/!9! 【た刷楼枴┭琊觚譓苳愀昴行欄溝鵠㌽谺菜咋沙昏魂宰行考広肱珙袞

㌄焚褫珩!

【啼擺范ⓥ!

9/!6! 【啼擺左婚昆策瑳左罪察碁繫龜惚浩穀高国康砰繫龜薙訝渡著砰語

貢梅挑◥齪行考広肱珙袞㌄焚褫珩!

【啼擺范ⓥ!

9/22! 遍齊煽貢丱訝欄妥行考広肱)袞㌄焚褫*! 疒璆疐!

9/28! :蠻2荳輯尨貢荳０滾珙婚策座砦肴察貢属捨珩行考広肱! 疒疴璵!

:/!5! 冬ジö真丱訝貢阪妻作行考広肱)袞㌄焚褫*! 覩静范ⓥ!

:/!9! 荳袿篇愾嶌善311:朮柤┽峽哢善抗国砿欄ヾネ征惚梅挑浩合溝)ヒ
70̇ヱ*!

恠譓譜ヒ70魂碕細!

:/41! 繫龜腎貢砕Ⅳ行考広肱)袞㌄焚褫*! 衲荳范ⓥ!

22/29! 碁$拘穀荳袿惚W肱壕国康語貢羃檬表陪行考広肱)襷盻焚褫*! 塞削砦覩静!

22/35! 繫龜腎貢砕Ⅳ行考広肱珙袞㌄焚褫珩! 衲荳范ⓥ!

22/41! è賤沙梱犀察魂行考広肱! 鯱荳恠嶌﨟范ⓥ!

23/!9! 舛ϐ貢八̇丱訝行考広肱珙袞㌄焚褫珩! 覩静范ⓥ!

33/3/23! 碁廬吩刷è賤貢篇愾┽罰貢﨑◥行妥鵠昨察魂査崎再菜語貢梅挑行

考広肱珙ヒ70̇ヱ珩!

恠譓譜ヒ70魂碕細!

3/29! ｫ!満貢ｫ!罰雍荒航行考広肱珙襷盻焚褫珩! 【啼擺范ⓥ妻沙座作∭!

4/34! 債鷺丱訝行国鵠丱真鵈に𨻶妻察座貢哇泌行考広肱珙袞㌄焚褫珩! 座懇策採肴察瑳!

4/34! ┽苳愀㌽谺行考広肱珙袞㌄焚褫珩! 【啼擺范ⓥ!

4/34! 債鷺丱訝行国鵠丱真鵈に𨻶妻察座貢哇泌行考広肱珙袞㌄焚褫珩! 【啼擺范ⓥ!

4/37! è賤貢繫龜貢癩煉行考広肱珙袞㌄焚褫珩! 沙堺犀策佐察細作歳再宰!

!

6/4/3/范ⓥ粲こ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! )霸癩32朮柤* 
朮蠻荳! ヒ征遜! 座! 婚! 宰! 作! 范ⓥ鞭珙况ぐ雍欄鞭珩!

32/!6/32! 焚褫! 妻婚鷺察恠譓譜! 採肴察瑳萵珍珙32朮6蠻28荳行帑苙浩紅

輯尨臙帷貢塔廂珩!

璫璇瓚菜碕瑳佐察細作塞削砦!

!!!!6/36
砰6/42!

分ô! 疒疴斎根察碕冴拘荒控腰珙32朮2蠻28荳ù闕譜斃塔腔帑苙
浩紅輯尨パスカル儲貢塔廂珩!

佐察細作塞削砦返だ!

!7/22! 焚褫! 璣璅璵瓞瓚璘哢嶌梅パスカル! 45斥控碁晋摺語嶌降! 【餌鴈况!

!9/!7! 焚褫! 繫丱ｫ腔０迩パスカル柞┿嶌貢煙¸江喪鵬! 【啼擺范ⓥ!

21/26! ヒ70!
̇ヱ!

荳袿篇愾嶌善311:朮┽峽哢善碁è賤篇愾輯尨購航康哇腰
耕紅語!

巷浩控穀范ⓥ!

33/!2/!2! 焚褫! 﨟攻紅篇愾描☞丹刷è賤! 鯱荳恠嶌﨟范ⓥ!

!2/!@!

!

焚褫! 碁$拘穀荳袿惚W肱壕国康語è賤! 塞削砦覩静!

4/!4!

砰!4/31!

焚褫! 混才咋唆! 25髀貢┿嶌丱労!

【啼擺０構橲丱１貢┿嶌伍丱訝膏繫龜貢秦淞共同組合!

【啼擺范ⓥ妻沙座作∭!

3/28! ヒ70!

̇ヱ!

廬吩è賤篇愾┽罰㌽谺ｫ!癩詬惚况胞! 申0貢ｫ!雍欄

荒航複秤!

O薯座婚冴瑳!

4/37! 焚褫! 棲盡鵈行晃耕攻酷債鷺丱訝貢た! 座懇策採肴察瑳!

!

6/4/4/0伍斃﨤貢杰况グスーム! )霸癩32朮柤* 
朮蠻荳! 祚橲70! 塔! 廂! 杰况グスーム鞭!

32/!6/!2!嘎悖杁啌! ｫ!癩詬̇ヱ善貢抗ö穀皇! 0杰况グスーム)0貢紅国酷琱蠻偏*!

32/!8/!2!嘎悖杁啌! 左婚昆策瑳左罪察貢抗ö穀皇! 0杰况グスーム)0貢紅国酷瑄蠻偏*!

32/!:/!2!嘎悖杁啌! 荳袿篇愾嶌善鍍梅パスカル柞貢抗ö穀皇! 0杰况グスーム)0貢紅国酷瑋蠻偏*!

!
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6/5/剤察冴際察沙欄ヾ!

6/5/2/!剤察冴際察沙蠍范◥齪!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)霸癩 32 朮柤* 
蠍范荳! 范! Y! 粲! こ!

32/!5/22! 311:朮4蠻貢丱訝┽罰!

!5/28! 繫龜̌行欄溝鵠属捨n/m鵬眛舂艷膃巵貢抗ö穀皇!

!6/!8! 繫丱ｫ况胞¶51敝QEG斎困婚作貢粲こ!

!6/!8! 霸癩32朮柤ｫ!癩詬̇ヱ善梅挑貢抗ö穀皇!

!6/23! 311:朮5蠻貢丱訝┽罰! !

!7/22! に𨻶紘国酷¶6:偏QEG斎困婚作貢粲こ!

!7/27! 311:朮6蠻貢丱訝┽罰!

!7/2:! 霸癩32朮柤【啼擺0０迩ｫ!満伴滾貢抗ö穀皇!

!7/33! 左婚昆策瑳左罪察311:貢抗ö穀皇!

!8/27! 311:朮7蠻貢丱訝┽罰!

!9/!5! è賤貢┽̇購丱訝┽罰珙9蠻5荳珩!

!9/!:! è賤貢麹麹┽̇荒丱訝┽罰珙9蠻:荳珩!

!9/29! 拘荒控腰左婚昆策瑳左罪察311:控梅挑江黒合浩紅!

!9/31! 311:朮8蠻貢丱訝┽罰!

!:/27! 9蠻22荳行̇﨟浩紅遍齊煽貢丱訝)Nk7/6*貢訝遜ゕ⅓!

!:/27! 311:朮9蠻貢丱訝┽罰!

!:/27! 霸癩31朮柤征釡鉐P鍍梅貢抗ö穀皇!

!:/39! 霸癩32朮柤咤グ℀卒埣満善! ℀卒46詬行考広肱!

21/!8! 悽と塔廂貢26赤!

21/25! 311:朮:蠻貢丱訝┽罰!

22/39! 311:朮21蠻貢丱訝┽罰!

23/22! 311:朮22蠻貢丱訝┽罰!

33/!3/!2! 311:朮23蠻貢丱訝┽罰!

!3/!:! 霸癩33朮柤【啼擺0０迩ｫ!満伴滾貢抗ö穀皇!

!3/21! 3121朮2蠻貢丱訝┽罰!

!4/!2! 3112朮è賤八̇丱訝┽罰行噌耕紅諜艾哇罰膏椀陪遜貢蕁侮哇泌行欄溝鵠ｫ!!

!4/!9! 丱真鵈鼠行遲ö江黒紅債鷺丱訝貢丱訝罰抗国砿┭┍!

!4/27! 3121朮3蠻貢丱訝┽罰!

!4/38! ┿嶌砌ヘ〔侮珙苙ル鍍梅珩貢抗ö穀皇!

!4/38! 冬ジö真丱訝輯尨刷祇尨菜咋沙昏魂宰貢癩詬̇ヱ善貢抗ö穀皇!

!

!

6/5/3/剤察冴際察沙∇艷帷概そ◥齪! )霸癩32朮柤*!
繫龜丱嶌ｫ!盻剤察冴際察沙! ∇艷帷! ! iuuq;00xxx/polfo/pebxbsb/lbobhbxb/kq0npevmft0y`mjcsbsz0!

∇艷鞭! ⒃善舂!!

)09セ*!

∇艷鞭! ⒃善舂!

)09セ*!

∇艷鞭! ⒃善舂!!

)09セ*!

に𨻶紘国酷¶5:偏! 286)9:1*! 繫丱ｫ况胞¶41敝! 348)2458*! I26朮柤征釡鉐P! 582)2:53*!

に𨻶紘国酷¶61偏! 295)977*! 繫丱ｫ况胞¶42敝! 461)2582*! I27朮柤征釡鉐P! 585)2985*!

に𨻶紘国酷¶62偏! 429)2254*! 繫丱ｫ况胞¶43敝! 415)2673*! I28朮柤征釡鉐P! 675)3:74*!

に𨻶紘国酷¶63偏! 421)236:*! 繫丱ｫ况胞¶44敝! 396)2544*! I29朮柤征釡鉐P! 767)3:65*!

に𨻶紘国酷¶64偏! 421)2396*! 繫丱ｫ况胞¶45敝! 3:7)2597*! I2:朮柤征釡鉐P! 2219)3428*!

に𨻶紘国酷¶65偏! 384)2392*! 繫丱ｫ况胞¶46敝! 551)2859*! I31朮柤征釡鉐P! :98):98*!

に𨻶紘国酷¶66偏! 451)2779*! 繫丱ｫ况胞¶47敝! 542)336:*! ! !

に𨻶紘国酷¶67偏! 531)22:6*! 繫丱ｫ况胞¶48敝! 565)3978*! ! !

に𨻶紘国酷¶68偏! 521)2943*! 繫丱ｫ况胞¶49敝! 644)3682*! ! !

に𨻶紘国酷¶69偏! 552)2436*! 繫丱ｫ况胞¶4:敝! 712)3276*! ! !

に𨻶紘国酷¶6:偏! 814)814*! 繫丱ｫ况胞¶51敝! 2321)2321*! ! !

 

!

!

!

!

!
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6/6/炒况糶俗!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)霸癩32朮柤*!
属捨朮蠻荳! 属捨雍欄! グ八̌! 塔! 廂! 喋68!

32/!4/28! 哢嶌刷″Uネ膕┃斥̌貢

ｫ!70 52鞭!

冬ジ肋樛訝罰G遍歳再宰昨察魂! 32 朮柤貢樛訝セ妻察座貢

ù星肉詹賴㍈!

18/!23/!2! 覩静哢嶌丱訝ｫ!盻! ヤ葹＊袋惚肉詹浩紅丱訝妻察座貢努衄! 鯱朮柤60罰蠍范!

!

27/!4/42! 哢嶌刷60齠喪刷鴪〵枉刷

″Uネ膕┃斥̌!

丱訝行欄溝鵠に𨻶妻察座貢╂＊刷胎岼抗

国砿鍍梅行考広肱貢表巵)慎填泌表巵*!

鯱朮柤60罰蠍范!

!

32/!4/34! 膕øグ鷲丱鵈∇遜徙ø㌼! 霸癩 31朮柤0塔丱真鵈鼠薙變労貢糶俗! 剤察冴際察沙詹!

 

6/7/苙ルW嶌貢奮杭渡黒! )霸癩32朮柤*!
朮蠻荳! 練喪鞭! 斥舂! ㌲蕚70! 塔! ! ! 廂!

32/!5/28!幟扣0ヤ﨟猤劵ｫ!盻! 3! 95擺傚変! 繫龜癩薙貢薙訝伍苙ルW嶌!

!6/26!恠譓譜斃60齠善Gヾ遍! 64! 袿哘! 税! 苙ル鉐P㌲蕚伍苙ルW嶌!

!6/31!恠譓譜斃60齠善Gヾ遍! !63! 舛覩! 描! 苙ル鉐P㌲蕚伍苙ルW嶌!

!8/!2!恠譓譜斃U楼枴┭腎嶌貊! !!5! ネw┠霸! Ⓜ凅喪鵬嶌40伍苙ルW嶌!

!8/!2!恠譓譜斃Uリ磐腎嶌貊! 9! 千譓!!彑! 繫龜㌲蕚伍苙ルW嶌!

!8/33!哢つ﨤尨并蕁腑絏在碕策塞墾坤貢善! !41! 恠譓譜勿! 【た刷楼枴┭.觚譓苳愀昴行考広肱!

!8/34!【啼擺0UO薯㔾̌嶌貊! 35! 轎譓駄腥! 丱訝に𨻶帷㌲蕚伍苙ルW嶌!

!9/!8!闢╈QIQ剛骨膏康貢蕁千仏貢善! !9! 95擺傚変! 繫龜㌲蕚!伍苙ルW嶌!

!9/22!鐸斥! !2! 襃譜ラ北! 丱訝㌲蕚伍苙ルW嶌!

!:/!4!【啼擺0U哢つ㔾̌嶌貊! !41! 幟真渣饅! G遍嶌40伍苙ルW嶌!

!:/28! )だ*【啼擺0椥û吩善恠譓譜丱苜腑グ! !61! 襃譜ラ北! 丱訝㌲蕚伍苙ルW嶌!

21/!8!犢擺﨤賓粉☞嶢菟表善! 26! 譜譓萪驥! ｫ!盻鉐P伍苙ルW嶌!

21/26!薯評篇尨制輯表善! 45! ネw┠霸! 丱訝㌲蕚伍苙ルW嶌!

21/27!O薯丱僥0膕G遍詐策座察! 39! 襃譜ラ北! 苙ルW嶌!

21/33!覩静ジ捲彦◇⑥恠嶌貊! 53! 千譓!!彑! 繫龜㌲蕚伍苙ルW嶌!

21/38!【啼擺0𨻶o̊表善恠譓譜腑グ! 41! 舛覩! 描! 丱訝㌲蕚伍苙ルW嶌!

21/39!恠譓譜斃U傚評腎嶌貊! 3! 千譓!!彑! ヨ黙ｫ黛伍苙ルW嶌!

22/24!擺扣評10/11⁴⎦ミ36遍ヾ遍善! 51! 襃譜ラ北! 苙ル鉐P㌲蕚伍苙ルW嶌!

22/35!恠譓譜斃渡﨟譓60齠善! 41! 袿哘! 税! 丱訝㌲蕚伍苙ルW嶌!

22/36! )⎡*拘荒控腰宰碕瑳宰壕航酷⎡練申④俵
戡丱彦粐〕表共同組合善!

57!
!
幟真渣饅! 丱真鵈㌲蕚伍苙ルW嶌!

23/!5!′ǒ斃覩丱彦合絞肯晃酷埣満善! 26! 幟真渣饅! 苙ル鉐P㌲蕚伍苙ルW嶌!

23/!5!恠譓譜斃腎ı̊琬彦リ磐哢ぐ在碕策塞墾坤

善!

49! ネw┠霸! 丱訝㌲蕚伍苙ルW嶌!

23/!9!恠譓譜斃吩貢善! 35! 襃譜ラ北! 苙ル鉐P㌲蕚伍苙ルW嶌!

33/!2/36!都侒岌斃闢愾評創鴈表共同組合善! 31! 譜譓萪驥! 丱訝㌲蕚伍苙ルW嶌!

!3/!:!舛反譜斃鰔娯哘丱彦鴈﨟刷澱h埣満表共同組合

善!

29! ネw┠霸! 丱訝㌲蕚伍苙ルW嶌!

!3/33!梅癩﨤共同組合善猤劵鴈﨟晝染埣満善! 21! R朮慎悩! 0Oグ丱⇄㌽谺伍苙ルW嶌!

!3/36!⎡練┃斥荳袿丱労詐策座察! 25! 轎譓駄腥
R朮慎悩!

鉐P伍丱訝篇愾㌲蕚伍苙ルW嶌!

!3/37!恠譓譜斃珙罰晃斃膕貢善瑍リ磐9彦60齠善珩! 51! ネw┠霸! 丱訝㌲蕚伍苙ルW嶌!

!4/!2!擺扣斃哢戡晴振ò﨤塔善! 27! 千譓! 彑! 繫龜㌲蕚伍苙ルW嶌!

!4/!:!恠譓譜斃珙罰晃斃膕貢善瑍O薯丱彦ユⓂ

嚊淤臙Ⓜ満貢善珩!

31! 袿哘! 税! 丱訝㌲蕚伍苙ルW嶌!

!4/23!恠譓譜斃珙猤劵珙昆唆珩査塞墾粐〕菜咋

沙昏魂宰鏐癩26練喪珩!

36! 幟真渣饅! 丱真鵈㌲蕚伍苙ルW嶌!

! セ!!43!!練喪! 87:! ! !
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6/8/パスカル杳╀ぜ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)霸癩32朮柤*!
朮蠻荳 鞭! ! ū 斥舂 凅盻! 善凅 パスカル杳 塔! ! 廂 

32/!5/33! 丱愀拘穀壕鵠梅癩﨤貢髏別 

(ぅ諞貢髏別悼̇W魂碕細) 

150 梅癩﨤 

⬆搖岶:扣 

R朮慎悩 丱愀貢弴┿ª㌲蕚 

 

!!!!5/35! 訝尨徙ø砌ヘ悽 /60®尨并徙

ø砌ヘ悽 

(尨并徙ø砌ヘ悽琛60®尨并
徙ø砌ヘ悽餌慟帑ネ埣満善) 

100 餌慟0餌慟斃 

最婚策坂再詐餌慟 

便譓蕚啌 に𨻶妻察座貢哇泌行泱港

肱̇ヱ江黒鵠覩⑬丱訝欄

ヾ炒况 

!!!!6/26! 0刷0啅丱彦驟杷⑳輯練憎ｫ

黛善 

(0啅ジ斃⑳輯練憎善伍ù闕譜
斃⑳輯悄) 

42 ù闕譜斃 

⑳輯悄評⑳輯八 

襃譜ラ北 覩⑬伍評欄覩沸砿Oグ̌行

拘拘鵠丱訝膏稿貢徙ø 

!!!!6/28! 輯尨弴る臙帷 
(恠譓譜⻗朮善共同組合盻) 

235 恠譓譜斃 
申貢酢恠嶌貊 

襃譜ラ北 丱訝輯尨行考広肱 

!!!!6/3:! 荳袿栫輊☞橡弴苙ル砌ヘà弴
70表共同組合善腑グG善 

(荳袿栫輊☞橡弴苙ル砌ヘà

弴70表共同組合善) 

40 闢╈斃腎彦徘﨤 
拘荒控腰迫朕菜碕

差 

幟真渣饅 鷲厦刷丱真鵈鷏鞫 

!!!!6/3:!

砰6/41!

丱⇄炒况唆策裟察査坤冴è賤

丱⇄攘遲 
(″Uネ膕┃斥﨡釡砌ヘG遍

ｫ!盻) 

30 è賤﨤 

è賤篇愾鳳シ丱僥 

R朮慎悩 è賤丱⇄攘遲 

!!!!7/!5! 㔾滽70嶌6 

珙霸剌斃觚譜鍍鴈丹珩 

75 霸剌斃 

觚譜鍍鴈丹 

千譓! 彑 繫龜貢癩薙行考広肱 

!7/!:!
!

璣璅璵瓞瓚璘哢嶌 
(è賤﨤臙に埣満善) 

30 è賤﨤 
だ善臙に詐策座察 

95擺傚変 è賤繫龜貢龜⇄膏莫㋞ 

!!!!7/23!
!

ůò購考穀考嶌6 
(霸剌斃ůò鍍鴈丹) 

110 霸剌斃 
ůò鍍鴈丹 

千譓! 彑 ö耕肱抗攻紅広繫龜貢ö
㍒ 

!!!!7/26! 猤劵ヤ﨟êえ満ｫ黛 
(﨟┽ヤ﨟㌼) 

30 金桜扣斃 
ヤ﨟ｫ!盻 

千譓! 彑 繫龜薙訝 

!!!!7/34! 璣璅璵瓞瓚璘哢嶌 
(è賤﨤臙に埣満善) 

30 è賤﨤 
だ善臙に詐策座察 

R朮慎悩 è賤篇愾膏繫龜 

!!!!7/38! 巷浩控穀頓撚パスカル柞 
(觚譓恠嶌貊) 

100 觚譓﨤 
觚譓恠嶌貊 

轎譓駄腥 丱訝購航康浩肱抗攻鵠瑱 

!!!!8/!7!
!

尨并膽絏在碕策塞墾坤パスカル柞 
(尨并膽絏在碕策塞墾坤粐〕

埣満善) 

40 擺扣斃 
⑳輯G遍ニく盻 

舛覩! 描 【啼擺0貢60®尨并 

!!!!8/39! è賤繫龜表善パスカル儲善 

(è賤繫龜表善) 

50 è賤﨤 

便鷭荀丹 

R朮慎悩 è賤篇愾貢蠱范ｫ! 

!!!!9/!2! 尨并在碕策塞墾坤労疹ニく 

(【啼擺尨并在碕策塞墾坤歳

再宰昨察魂) 

150 恠譓譜斃 

恠譓譜遍弁枉90 

襃譜ラ北 Oグ丱訝蕁行抗杭鵠【啼

擺貢11并熾巵膏尨并膽絏

┽罰行考広肱 

!9/21!

砰9/23!

ǒ咤攘遲 

(06傚哢嶌臙に嶌グ) 

18 è賤﨤 

è賤篇愾鳳シ丱僥 

R朮慎悩 è賤篇愾沸砿舛ϐ哢戡篇

愾 

!!!!9/2:!

砰9/31!

楼墫丱嶌梱鷺策祭再魂癖煽哢

善! 荳袿千ヱ楼塔ｫ黛 

(０巵延遊肉┽罰┃斥丱嶌梱
鷺策祭再魂荳袿埣満善) 

10 恠譓譜斃 

﨟棒貢葹刷丱嶹描

☞丹 

R朮慎悩 è賤篇愾ǒ咤に弭パスカル杳 

!!!!9/33! 楼塔蝕鵈最坤察 
(荳袿丱真鵈嶌善) 

30 è賤﨤 
哢Ⅰ〞繫龜△癩苙

ル 

觜徇慎┠ 繫龜貢蝕頓雍鏐惚籤01 

!!!!:/38! 瓚畎瓞┃斥輯尨粐〕埣満善パスカル

儲 
(瓚畎瓞┃斥輯尨粐〕埣満善) 

200 餌慟0拐鵈﨤 

拐鵈﨤┗ぶ詐策座
察 

便譓蕚啌 覩⑬丱訝膏遍齊煽丱訝行

考広肱 

!!!!:/3:! 哢Ⅰ〞論丱嶢菟徙ø表共同組合善ｫ
黛善 

(哢Ⅰ〞論丱嶢菟徙ø表共同組合善) 

30 恠譓譜斃 
繫龜丱嶌ｫ!盻 

舛覩! 描 蠱デ貢è賤鳳シ貢丱訝┽
罰膏稿貢徙ø行考広肱 
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6/8/パスカル杳╀ぜ珙考肯攻珩!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)霸癩32朮柤*!
朮蠻荳 鞭! ! ū 斥舂 凅盻! 善凅 パスカル杳 塔! ! 廂 

32/21/!6! 尨并膽絏在碕策塞墾坤パスカル柞 

(尨并膽絏在碕策塞墾坤粐〕
埣満善) 

50 闢構✂斃 

⑳輯G遍ニく詐策
座察 

舛覩! 描 【啼擺0貢60®尨并 

!!!21/!7!
!

丱僥輯尨鷺察挫察に癩パスカル柞 
(ぅ諞疹丱僥0膕G遍詐策座

察) 

50 梅癩﨤 
ぅ諞疹遍弁枉90 

襃譜ラ北 
 

覩⑬丱訝刷0Oグ丱訝貢巷
穀合浩 

!!!21/!:! 篇愾嶌善! 篇愾輯尨査策材沙

懇冴(荳袿篇愾嶌善) 

200 恠譓譜斃 

﨟棒貢葹刷丱嶹描

☞丹 

襃譜ラ北 

轎譓駄腥 

R朮慎悩 

0貢篇愾輯尨徙ø 

蠱デ貢è賤篇愾貢┽罰 

è賤篇愾貢了篇貢髏別膏
鏐△ 

!!!21/26! 帑のª輯尨合絞肯晃酷唆察妻

墾歳察座察掃癩パスカル柞 

珙【啼擺哢嶌攤嶌グ珩 

60 闢╈斃O彦 

【啼擺哢嶌KU 

材察宰瑳魂昆坤 

襃譜ラ北 

 

【啼擺0貢輯尨徙ø行考

広肱 

!!!22/!2! リ磐擺誓╂斎昏坤 

(0O丱僥杰僥斃﨤襁肋表共同組合
善) 

80 恠譓譜斃 

擺覩座懇策詐策座
察罪咋採昆 

幟真渣饅 ぅ諞霸ǒ貢丱真鵈 

!!!22/!5! 恠譓譜疲咋察座鷺察魂碕細票
㌄ (恠譓譜疲咋察座鷺察魂碕

細) 

35 
 
恠譓譜斃 
况毫善丹 

R朮慎悩 è賤篇愾貢范浩広阪妻作 

!!!22/!7! 舛反譜攤釡練丱表弁36遍ｫ黛

善(舛反譜攤釡練丱表弁36遍) 

30 è賤﨤 

抗拘紘 

舛覩! 描 【啼擺貢丱訝行考広肱 

!!!22/21!
砰22/22!

楼墫繫龜善共同組合荒穀砿行楼墫繫
龜鴪巽ヾ遍哢善 

(だ練┃斥荳袿繫龜表善) 

100 è賤﨤 
è賤篇愾鳳シ丱僥 

R朮慎悩 è賤篇愾ǒ咤に弭パスカル杳 

!!!22/27! 尨并膽絏在碕策塞墾坤パスカル柞 

(尨并膽絏在碕策塞墾坤粐〕

埣満善) 

50 膚袍斃 

G遍輯尨詐策座察 

舛覩! 描 【啼擺0貢60®尨并 

!!!22/28! 嶢氛合絞肯晃酷ヾ57善 

(だ善┗ぶ┃斥恠譓譜斃だ善
┗ぶ表共同組合善) 

60 恠譓譜斃 

莨擺恠嶌貊 

襃譜ラ北 

 

11尨70行荒耕紅膏攻貢溝

高攻梗膏 

!!!22/31! 猤劵ヤ﨟êえ満ｫ黛 
(﨟┽ヤ﨟㌼) 

 

40 恠譓譜斃 
繫龜丱嶌ｫ!盻 

觜徇慎┠ 
千譓! 彑 

恠譓譜勿 

繫龜苙ル貢絅摺n/m鵬┃ 
坂座策痕瑳貢𨻶巵 

袞鴪遲愀刷繫柤遲愀 

!!!22/32! ④シ斎昏瑳座W嶌善 

(斎沙座刷哢ϕ椥ル努弁箭釡

喪) 

100 闢構✂斃 

ヤ╈ 

恠譓譜勿 丱⇄﨑丱㌲蕚 

!!!22/37! 繫龜┃苙ネ征鳩 

(申ĩ0猤劵迢詒グ) 

2 恠譓譜斃 

繫龜丱嶌ｫ!盻 

95擺傚変 

觜徇慎┠ 
千譓! 彑 

繫龜∇遜胎宗教法人貢紅濠貢㌽

谺ｫ! 

!!!22/39! 輯尨パスカル儲善 
(*庾傚疲60齠善) 

50 *庾﨤 
胎筑詐策座察 

轎譓駄腥 
 

è賤篇愾ö真貢鐶岌 

!!!22/41! 楼墫表陪雍鏐滾練ｫ黛 
(⎡練┃斥丱嶹猤劵皚鋓ｫ!

雍欄) 

10 恠譓譜斃 
繫龜丱嶌ｫ!盻 

幟真渣饅 丱真鵈阪採座鷺策些膏稿
貢┽詹 

!!!23/!4! 箭釡枉Ⓜ満ｫ黛 

(箭釡枉42遊悄G鳩㌼) 

40 ⑬67鞭斃 

⑬67鞭鵈ぐ遊釡盻 

舛覩! 描 【啼擺0貢丱訝┽罰 

!!!23/!4! 60®鍍論窩怡満ｫ黛善 

(60®猤劵胎菟詐策座察) 

61 恠譓譜斃 

繫龜丱嶌ｫ!盻 

R朮慎悩 蠱范貢è賤篇愾貢檍癩別 

!!!23/22! è賤攘遲 

(覩静ジく㮈彦驥24腎嶌貊) 

160 è賤﨤 

è賤篇愾鳳シ丱僥 

R朮慎悩 è賤篇愾ǒ咤に弭パスカル杳 

!!!23/2:! 篇愾嶌パスカル柞 

(覩静嶌ウ哢嶌臙に嶌グ) 

30 覩静ジ恠ů棲斃 

(覩静嶌ウ哢嶌) 

R朮慎悩 è賤篇愾 

!!!23/37! 篇愾嶌パスカル柞 

(覩静嶌ウ哢嶌臙に嶌グ) 

30 覩静ジ恠ů棲斃 

(覩静嶌ウ哢嶌) 

R朮慎悩 è賤篇愾 

!
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6/8/パスカル杳╀ぜ珙考肯攻珩!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)霸癩32朮柤*! 
朮蠻荳 鞭! ! ū 斥舂 凅盻! 善凅 パスカル杳 塔! ! 廂 

32/23/39! 篇愾嶌パスカル柞 

(覩静嶌ウ哢嶌臙に嶌グ) 

30 è賤﨤 

è賤篇愾鳳シ丱僥 

R朮慎悩 è賤篇愾 

33/!2/!:! 篇愾嶌パスカル柞 

(覩静嶌ウ哢嶌臙に嶌グ) 

30 覩静ジ恠ů棲斃 

(覩静嶌ウ哢嶌) 

R朮慎悩 è賤篇愾 

!!!!2/28! 輯尨弴る臙帷珙珙だ珩恠譓譜⻗

朮善共同組合盻珩 

200 摺齊譜﨤に甜善丹 襃譜ラ北 丱訝輯尨膏労疹儲40 

!!!!2/39! 60齠善┽罰┽淤泌腑絏征釡丱

僥ｫ!善珙餌慟060齠善ヾ遍
善珩 

60 戡譓斃抗15貢ı̊ 便譓蕚啌 覩⑬丱訝制ö貢蠱撚O膏

丱僥輯尨徙ø 

!!!!2/41! 丱僥┽罰査策材沙懇冴珙恠譓
譜斃60齠善Gヾ遍珩 

800 恠譓譜斃斃鴈善丹 襃譜ラ北 丱訝輯尨 

!!!!3/!3! 嶢氛合絞肯晃酷ヾ57善珙だ善
┗ぶ┃斥恠譓譜斃だ善┗ぶ表

共同組合善珩 

60 恠譓譜斃莨擺鍍鴈
丹 

襃譜ラ北 労疹儲40 

!!!!3/!4! 闢╈丱苜鴪〵癖パスカル儲善 20 闢╈丱苜鴪〵癖 便譓蕚啌 0沸砿è賤貢丱訝┽罰 

!!!!3/!9! 鵈遜猤劵胎菟刷悼﨟拘荒控腰
0鴈善共同組合征釡阪採座察 

20 ′ǒ斃櫻盻 幟真渣饅 0塔貢丱真鵈 

!!!!3/!9! 尨并膽絏笔簦箑簠穝磠祅パスカル柞珙尨并膽
絏笔簦箑簠穝磠祅粐〕埣満善珩 

50 闢╈斃 
【啼擺0だ善┗ぶ

善丹 

舛覩! 描 【啼擺0貢60®尨并 

!!!!3/24! è賤繫龜艙泌┅珙恠譓譜è賤

盲攤善共同組合盻è賤⻗朮グ珩 

30 è賤﨤 

繫龜杞₁論 

95擺傚変 è賤繫龜 

!!!!3/25! 弁疹 30 弁疹 弁疹 弁疹 

!!!!3/27! è賤﨤丱僥輯尨パスカル儲善珙è賤

﨤珩 

40 哢霸癖滾善盻 舛覩! 描 è賤篇愾 

!!!!3/31! 丱嶌臙帷珙愾疲﨤U腎啅鍍鴈

丹珩 

20 愾疲﨤U腎啅鍍鴈

丹 

舛覩! 描 愾疲﨤貢丱訝 

!!!!4/!5!

砰4/6!

Project A 蒟袗財察塞墾策些 

(枢攀哢嶌丱嶹烝葹┿嶌グ著) 

30 覩静ジ 

舛ϐ哢戡篇愾 

R朮慎悩 舛ϐ哢戡篇愾 

!!!!4/29! è賤繫龜ナ鴪棲à弴表共同組合善ｫ

黛善 

60 恠譓譜斃 

繫龜丱嶌ｫ!盻 

便譓蕚啌 覩⑬丱訝 

!!!!4/2:! O薯頓撚パスカル柞 

(龜腎嶌貊) 

20 恠譓譜斃 

繫龜丱嶌ｫ!盻 

R朮慎悩 篇愾貢購荒浩 

!!!!4/34! O薯頓撚パスカル柞 

(龜腎嶌貊) 

20 恠譓譜斃 

繫龜丱嶌ｫ!盻 

R朮慎悩 篇愾貢購荒浩 

!!!!4/39! ‚ǒ鵈肉36遍満ｫ黛善 87 
評ぅ諞斃 

‚ǒ鍍鴈丹 

舛覩! 描 
丱訝 

セ 58憐 4,345    
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6/9/善共同組合刷埣満善̌頓昵! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! )霸癩 32 朮柤*!
朮蠻荳! 鞭ū! 凅盻! 善凅! 頓昵70! 塔廂!

32/!5/31! 晝染埣満善! 【啼擺0枉! 便譓蕚啌伍

舛覩描!

0共同組合善!

!!!!5/32! ¶琨憐 CID丱真鵈鷏鞫行妥鵠ヾ57㌽

與善共同組合!

霸剌遍弁枉90! 幟真渣饅! 薯評丱僥0膕G遍

詐策座察à塔行抗

杭鵠 CID 丱真鵈鷏鞫

行考広肱!

!!!!5/34! ┿嶌砌ヘ膕ø粐〕善共同組合! 闢╈斃! 60齠善丹! 便譓蕚啌!

襃譜ラ北!

雍欄℀卒!

!!!!5/35! 0輯尨ニく菟喪善共同組合! 恠譓譜斃櫻盻! 舛覩描! 輯尨ニく睛絞遍腰

皇!

!!!!5/35! 【啼擺貢丱ëY滾満善! 闢╈斃! 欄覩嶌派坂

妻墾坤詐策座察!

襃譜ラ北! Y滾埣満善!

!!!!5/35! 丱訝輯尨徙ø樛泌丱僥弐巵善蠻憎遲

チ善!

覩静ジ! 鴪〵枉! 便譓蕚啌! 弐巵善!

!!!!6/!9! 猤劵┿嶌詐策座察ｫ!癩詬㌲蕚善! 猤劵┿嶌詐策座察! 幟真渣饅! 霸癩 31 朮柤ｫ!癩

詬㌲蕚!

!!!!6/23! 擺扣斃丱訝11并熾巵㌽谺埣満善! 擺扣斃櫻盻! 襃譜ラ北! 11并熾巵!

!!!!6/23! 0膕G遍㌽與善共同組合! 恠譓譜遍弁枉90! 便譓蕚啌! 丱僥㌼主!

!!!!6/25! O薯丱僥徙㌄ネ膕粐〕祚橲70善共同組合! 恠譓譜遍弁枉90! 嘎悖杁啌! 杰况刷鍍Ⓙ!

!!!!6/26! ¶ 292憐丱訝制öヾ57善! 覩静ジ!

欄覩丱苜𨻶o̊グ!

觜徇慎┠! 丱訝┽罰貢㌲蕚!

!!!!6/36! 丱訝輯尨徙ø樛泌丱僥弐巵善蠻憎遲

チ善!

覩静ジ! 鴪〵枉! 便譓蕚啌! 弐巵善!

!!!!6/3:! v龜薙訝┃窩ə㌲蕚善る㌲蟷捜癩遲

チ善珙¶ 2憐珩!

覩静ジ!

覩静誓＊善丹!

95擺傚変! v龜薙訝┃窩ə㌲

蕚善塞紺瑳宰貢捜

癩!

!!!!7/!9! ¶琨憐鷲厦刷丱真鵈鷏鞫輯驗徙øヾ

57善!

闢╈斃!

梅捲ヒ洸善丹!

幟真渣饅! 丱真鵈鷏鞫徙ø貢

﨑◥行考広肱!

!!!!7/22! ¶琬憐 CID丱真鵈鷏鞫行妥鵠ヾ57㌽

與善共同組合!

霸剌遍弁枉90! 幟真渣饅! 薯評丱僥0膕G遍

詐策座察à塔行抗

杭鵠 CID 丱真鵈鷏鞫

行考広肱!

!!!!7/23! ┿嶌砌ヘ膕ø粐〕善共同組合! 【啼擺0枉! 便譓蕚啌!

襃譜ラ北!

雍欄℀卒!

!!!!7/24! 霸癩 32 朮柤è賤繫龜ナ鴪棲à弴表

共同組合善G善沸砿¶ 2憐ｫ黛善!

繫龜丱嶌ｫ!盻! 便譓蕚啌!

95擺傚変!

觜徇慎┠!

千譓! 彑!

繫龜膏ナ鴪貢㌄!

!!!!7/26! v龜薙訝┃窩ə㌲蕚善る㌲蟷捜癩遲

チ善珙¶ 3憐珩!

覩静ジ!

嶌吩善丹袿丹!

95擺傚変! v龜薙訝┃窩ə㌲

蕚善塞紺瑳宰貢捜

癩!

!!!!7/2:! 0共同組合善晝染埣満善! 【啼擺0枉! 便譓蕚啌! 霸癩 32 朮 7 蠻巵憎

善!

!!!!7/34! è賤繫龜ナ鴪棲表共同組合善G善! 繫龜丱嶌ｫ!盻! 便譓蕚啌! G善!

!!!!7/37! 【啼擺貢丱ëY滾埣満善! 闢╈斃! 欄覩嶌派坂

妻墾坤詐策座察!

襃譜ラ北! Y滾埣満善!
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!

6/9/善共同組合刷埣満善̌頓昵珙考肯攻珩! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! )霸癩 32 朮柤*!

朮蠻荳! 鞭ū! 凅盻! 善凅! 頓昵70! 塔廂!

32/!7/3:! 丱訝輯尨徙ø樛泌丱僥弐巵善蠻憎遲

チ善!

覩静ジ! 鴪〵枉! 便譓蕚啌! 弐巵善!

!!!!8/!3! 珙″珩﨡釡砌ヘG遍ｫ!盻! 丱⇄㌽

谺G遍詐策座察¶ 26 憐査策材沙懇

冴碁幣丱訝膏﨑湾貢丱鯀┽罰拘穀丱

訝惚制𨻶溝鵠語!

覩静ジ! ┽え譜唆策

載策査崎策剤察作!

恠譓譜勿! 丱訝行欄溝鵠査策

材沙懇冴!

!!!!8/!3! v龜薙訝┃窩ə㌲蕚善珙猤劵ÿ60®

猤劵悄珩!

覩静ジ! 厨妍善丹菜

碕差昆斎!

千譓! 彑! 繫龜癩薙貢薙訝苜

┃行考広肱!

!!!!8/!3! 0共同組合善晝染埣満善! 【啼擺0枉! 便譓蕚啌!

襃譜ラ北!

霸癩 32 朮 7 蠻巵憎

善!

!!!!8/!4! 0共同組合善０迩埣満善! 【啼擺0枉! 便譓蕚啌! 霸癩 32 朮 7 蠻巵憎

善!

!!!!8/!8! 0共同組合善晝染埣満善! 【啼擺0枉! 便譓蕚啌! 霸癩 32 朮 7 蠻巵憎

善!

!!!!8/24! 繫龜丱嶌ｫ!盻貢雍欄℀卒行妥鵠㌽

與善共同組合!

【啼擺0枉! 襃譜ラ北!

幟真渣饅!

繫龜丱嶌ｫ!盻貢

雍欄℀卒行妥鵠徙

┃苜ə)贐*行考広

肱!

!!!!8/26! 丱訝㌽谺粐〕袿グ巵憎㌲蕚善! 覩静ジ! 艙グ┿嶌ÿ! 袿哘! 税! 丱訝┽罰鉐齪貢㌲

蕚!

!!!!8/27! 霸癩 32朮柤¶ 2憐繫龜ネ膕ヾ57㌽與

善共同組合!

【啼擺0枉! 襃譜ラ北!

95擺傚変!

觜徇慎┠!

恠譓譜勿!

¶ 53 憐繫龜グ善貢

彗共同組合贐行考広肱貢

牀W㌽與!

!!!!8/28! 丱訝輯尨徙ø樛泌丱僥弐巵善蠻憎遲

チ善!

覩静ジ! 鴪〵枉! 便譓蕚啌! 弐巵善!

!!!!8/34! 繫龜̈ô薙訝雍欄ヾ57善! 繫龜丱嶌ｫ!盻! 襃譜ラ北!

95擺傚変!

觜徇慎┠!

千譓! 彑!

0塔貢繫龜̈ô薙

訝雍欄貢炒况誓絋伍

表陪喪韮貢與喋!

!!!!8/35! 【た刷楼枴┭琊觚譓苳愀昴貢℀卒鍍

ヱ行欄溝鵠㌲蕚善!

繫龜丱嶌ｫ!盻! 襃譜ラ北!

轎譓駄腥!

恠譓譜勿!

艙┿ÿ行国鵠㌲蕚

善!

!!!!8/35! ¶琨憐ぅ諞疹丱彦丱真鵈胎菟ヾ57善

共同組合!

評ぅ諞斃! !

酷骨航康善丹!

幟真渣饅! 霸癩 32 朮柤征釡セ

逸行考広肱!

!!!!8/39! 60®猤劵胎菟詐策座察ｫ!粐〕表共同組合

善!

60®猤劵胎菟詐策座

察!

幟真渣饅! 霸癩 31 朮柤沸砿霸

癩 32 朮柤n/m鵬ｫ!

㌼主帑苙◥齪行考

広肱!

!!!!8/3:! 闢構✂申④丱僥鷲厦刷丱真鵈鷏鞫輯

驗徙ø遲チ善!

斎碕昨察詐策座察哢

u遑☞論!

幟真渣饅! 斎碕昨察詐策座察

哢u遑☞論行抗杭

鵠鷲厦刷丱真鵈㌽谺

行考広肱!

!!!!9/!4! O薯丱僥制Ô㌽與善共同組合! 恠譓譜遍弁枉90! 襃譜ラ北! 丱僥㌼主!

!!!!9/!7! 擺扣斃丱訝11并熾巵㌽谺埣満善! 擺扣斃櫻盻! 襃譜ラ北! 11并熾巵!

!
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6/9/善共同組合刷埣満善̌頓昵珙考肯攻珩! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! )霸癩 32 朮柤*!
朮蠻荳! 鞭ū! 凅盻! 善凅! 頓昵70! 塔廂!

32/!9/32! ¶ 293憐丱訝制öヾ57善! 覩静ジ! 楼鷲丱弴派

欄覩丱苜𨻶o̊グ!

袿哘! 税!

ネw┠霸!

丱訝┽罰貢㌲蕚!

!!!!9/36! 【た刷楼枴┭琊觚譓苳愀昴菜咋沙昏

魂宰¶ 2 憐ぉ遊埣満善!

覩静ジ! 覩静哢嶌丱

訝ｫ!盻!

轎譓駄腥!

恠譓譜勿!

菜咋沙昏魂宰貢セ

逸㌲蕚!

!!!!9/38! 嶢菟輯尨悄雍Ěぬ巵善共同組合! 【啼擺0枉! 舛覩! 描!

譜譓萪驥!

雍Ěぬ巵善共同組合!

!!!!9/41! 0斃遍弁輯尨ニく! 恠譓譜斃! 便譓蕚啌! 丱訝輯尨!

!!!!9/42! 丱訝輯尨徙ø樛泌丱僥弐巵善蠻憎遲

チ善!

覩静ジ! 鴪〵枉! 便譓蕚啌! !

!!!!:/!3! 霸癩 32 朮柤¶琨憐冬ジö真丱訝輯

尨刷祇尨０迩菜咋沙昏魂宰ぉ遊埣満

善!

覩静ジ! 覩静哢嶌丱

訝ｫ!盻!

轎譓駄腥! 霸癩 3琨朮柤貢ぉ遊

苜ə!

!!!!:/!8! ¶ 53 憐60®猤劵胎菟彗共同組合善繫龜グ

善!

闢╈斃! 【啼擺60齠

善丹!

便譓蕚啌!

95擺傚変!

觜徇慎┠!

R朮慎悩! !

籌年刷罰陪賴㍈行考

広肱貢彗共同組合!

!!!!:/27! ┿嶌ｫ!’42拍ů鍍伴P今̌㌲蕚善! 瑪疥コ辧哢嶌荳便紺

堺策犀瑳¶琰貊90!

嘎悖杁啌!

幟真渣饅!

ｫ!’42拍ů鍍伴

P今̌行考広肱!

!!!!:/39! 霸癩 32 朮柤è賤繫龜ナ鴪棲à弴表

共同組合善¶ 3 憐ｫ黛善!

繫龜丱嶌ｫ!盻! 觜徇慎┠!

千譓! 彑!

R朮慎悩!

è賤繫龜行抗杭鵠

ÿ昆歳作艮察膏唆

瑳宰年祇貢苜ø行

考広肱!

!!!21/!3! 0共同組合善晝染埣満善! 【啼擺0枉! 便譓蕚啌! 霸癩 32 朮 : 蠻巵憎

善!

!!!21/22! ¶ 294憐丱訝制öヾ57善! 覩静ジ! 楼鷲丱弴派

欄覩丱苜𨻶o̊グ!

袿哘! 税!

ネw┠霸!

丱訝┽罰貢㌲蕚!

!!!21/26! v龜薙訝┃窩ə膃ケ遲チ善珙¶ 3憐珩! 覩静ジ! 覩静楼墫斎

根察碕冴!

95擺傚変! v龜薙訝┃窩ə貢

膃巵行欄溝鵠遲チ!

!!!21/27! O薯丱僥0膕G遍㌽與善共同組合! 恠譓譜遍弁枉90! 襃譜ラ北! 丱僥㌼主!

!!!21/29!

! ! 砰2:!

拘荒控腰┿嶌砌ヘ斎昏坤! 闢╈斃! 闢╈潑覩塀! 便譓蕚啌!

襃譜ラ北!

95擺傚変!

觜徇慎┠!

幟真渣饅!

譜譓萪驥!

恠譓譜勿!

藺沸勿̇!

!!!21/37! 丱訝輯尨徙ø樛泌丱僥弐巵善蠻憎遲

チ善!

覩静ジ! 鴪〵枉! 便譓蕚啌! 弐巵善!

!!!21/38! ¶琨憐鵈遜猤劵胎菟刷悼﨟苙ø! 阪

採座鷺策些刷炒况糶俗捜釡グ善!

【啼擺0枉! 幟真渣饅! 饅袗碁鵈遜猤劵胎

菟刷悼﨟帑ネ 6混朮

セ逸語貢遲チ行考広

肱!

!!!21/41! 【た刷楼枴┭琊觚譓苳愀昴菜咋沙昏

魂宰行欄溝鵠㌽與善共同組合!

覩静ジ! 覩静哢嶌丱

訝ｫ!盻!

轎譓駄腥!

恠譓譜勿!

睛遍皇!

!!!22/!7! 【啼擺貢丱ëY滾埣満善! 闢╈斃! 欄覩嶌派坂

妻墾坤稞簠稹礽!

襃譜ラ北! Y滾埣満善!

!

!
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6/9/善共同組合刷埣満善̌頓昵珙考肯攻珩! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! )霸癩 32 朮柤*!
朮蠻荳! 鞭ū! 凅盻! 善凅! 頓昵70! 塔廂!

32/22/!8! 荳袿┽苳愀嶌善! 覩静ジ! 覩┠哢嶌! 轎譓駄腥!

袿哘! 税!

恠譓譜勿!

査策材沙懇冴!

!!!22/21! 【た刷楼枴┭琊觚譓苳愀昴行抗杭鵠

ĩ♧ª荒㌽谺に𨻶ぉ遊埣満善!﨑丱

チルクス善!

繫龜丱嶌ｫ!盻! 便譓蕚啌!

轎譓駄腥!

恠譓譜勿!

菜咋沙昏魂宰﨑丱

昨察魂査崎再菜!

!!!22/23! ¶琬憐ぅ諞疹丱彦丱真鵈胎菟ヾ57善

共同組合!

評ぅ諞斃櫻盻! 幟真渣饅! 丱真鵈阪採座鷺策

些苙ル與喋釡鳩埣

ハ行考広肱!

!!!22/31! ¶ 295憐丱訝制öヾ57善! 覩静ジ! 楼鷲丱弴派

欄覩丱苜𨻶o̊グ!

ネw┠霸! 丱訝┽罰貢㌲蕚!

!!!22/35! 0啅丱僥丱真鵈胎菟細咋再魂善共同組合! 膚袍遍弁枉90! 幟真渣饅! 0啅丱僥行抗杭鵠

丱真鵈鷏鞫貢◥齪

̌行考広肱!

!!!22/37! 闢構✂申④丱僥鷲厦刷丱真鵈鷏鞫輯

驗徙ø遲チ善!

闢構✂遍弁枉90!! 幟真渣饅! 斎碕昨察詐策座察

哢u遑☞論行抗杭

鵠鷲厦刷丱真鵈㌽谺

行考広肱!

!!!22/38! 擺扣斃丱訝11并熾巵㌽谺埣満善! 擺扣斃櫻盻! 襃譜ラ北! 11并熾巵!

!!!22/41! v龜薙訝┃窩ə膃ケ遲チ善珙¶ 4憐珩! 覩静ジ腎啅彦荳袿隱

菜碕差!

95擺傚変! v龜薙訝┃窩ə貢

膃巵行欄溝鵠遲チ!

!!!22/41! 丱訝輯尨徙ø樛泌丱僥弐巵善蠻憎遲

チ善!

覩静ジ! 鴪〵枉! 便譓蕚啌! 弐巵善!

!!!23/!4! 珙″珩﨡釡砌ヘG遍ｫ!盻! ¶ 9 憐!

丱肋∇遜猤劵ｫ!グ著癩詬况胞善!

覩静ジ! ┽え譜唆策

載策査崎策剤察作!

恠譓譜勿! 癩詬况胞善!

!!!23/!4! 擺扣斃丱訝11并熾巵㌽谺埣満善! 擺扣斃櫻盻! 襃譜ラ北! 11并熾巵!

!!!23/!5! 0共同組合善晝染埣満善! 【啼擺0枉! 便譓蕚啌! 霸癩 32 朮 23 蠻巵憎

善!

!!!23/22! 珙″珩﨡Gｫ膏貢努弁ｫ!行欄溝鵠

㌽與善共同組合!

繫龜丱嶌ｫ!盻! 襃譜ラ北!

千譓! 彑!

恠譓譜勿!

繫龜設傅壁⒧淤啀

®痕瑳行欄溝鵠努

弁ｫ!貢〕筬◥齪

行考広肱!

!!!23/27! 0共同組合善晝染埣満善! 【啼擺0枉! 便譓蕚啌! 霸癩 32 朮 23 蠻巵憎

善!

!!!23/29! 【た刷楼枴┭琊觚譓苳愀昴菜咋沙昏

魂宰行欄溝鵠㌽與善共同組合!

覩静ジ! 覩静哢嶌丱

訝ｫ!盻!

恠譓譜勿! 睛遍皇!

!!!23/32! 丱訝輯尨徙ø樛泌丱僥弐巵善蠻憎遲

チ善!

覩静ジ! 鴪〵枉! 便譓蕚啌! 弐巵善!

!!!23/33! ¶琬憐鵈遜猤劵胎菟刷悼﨟苙ø! 阪

採座鷺策些刷炒况糶俗捜釡グ善!

【啼擺0枉! 幟真渣饅! 饅袗帑ネ 6桜朮セ逸

貢ø巵行圃杭紅遲

チ行考広肱!

33/!2/!5! 【た刷楼枴┭琊觚譓苳愀昴菜咋沙昏

魂宰行欄溝鵠㌽與善共同組合!

覩静ジ! 荳袿哢嶌艙

弴嶌グ!

恠譓譜勿! 睛遍皇!

!!!!2/26! 霸癩 32朮柤¶ 3憐繫龜ネ膕ヾ57㌽與

善共同組合!

【啼擺0枉! 襃譜ラ北!

95擺傚変!

觜徇慎┠!

恠譓譜勿!

¶ 54 憐繫龜グ善貢

彗共同組合贐行考広肱貢

牀W㌽與!

!
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6/9/善共同組合刷埣満善̌頓昵珙考肯攻珩! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! )霸癩 32 朮柤*!
朮蠻荳! 鞭ū! 凅盻! 善凅! 頓昵70! 塔廂!

33/!2/2:! 繫龜丱嶌ｫ!盻嶢菟輯尨悄憎况胞善! 【啼擺0枉! 便譓蕚啌!

襃譜ラ北!

舛覩! 描!

千譓! 彑!

幟真渣饅!

譜譓萪驥!

繫龜丱嶌ｫ!盻行

抗杭鵠㌽谺に𨻶刷ｫ

!◥齪行考広肱!

!!!!2/32! 00曜擺疹╂殱莠徙ø砌ヘ遲チ善埣満

善!

﨑丱抗国砿O薯丱僥

0膕G遍詐策座察!

轎譓駄腥! 00曜擺疹╂殱莠徙

ø行考広肱!

!!!!2/36! 丱訝輯尨徙ø樛泌丱僥弐巵善蠻憎遲

チ善!

覩静ジ! 鴪〵枉! 便譓蕚啌! 弐巵善!

!!!!2/38! ¶琨憐è賤﨤丱真鵈胎菟徙øｫ!善! è賤﨤シ鷲∇艷丹嶌

40帷!

襃譜ラ北!

95擺傚変!

觜徇慎┠!

幟真渣饅!

ｫ!善ル五Pⅻ行

考広肱!

!!!!2/3:! 廬吩愾了篇労疹遲チ善! 恠譓譜遍弁枉90! 便譓蕚啌伍

襃譜ラ北伍

舛覩! 描伍

R朮慎悩伍

碕婚坤策!

廬吩愾了篇労疹遲

チ善!

!!!!3/!5! 【啼擺貢丱ëY滾埣満善! 闢╈斃! 欄覩嶌派坂

妻墾坤詐策座察!

襃譜ラ北! Y滾埣満善!

!!!!3/!:! ¶琰憐【啼擺0哢Y闕偸ルコc㏍并

泌橡弴遲チ埣満善!

霸剌斃! 菟コ【啼擺

0袿グ!

幟真渣饅! 偸ルコc兌頓浩攤

征帑苙◥齪行考広

肱!

!!!!3/!:! ¶ 54 憐【啼擺060®猤劵胎菟彗共同組合

善繫龜グ善!

闢╈斃! 【啼擺60齠

善丹!

便譓蕚啌!

95擺傚変!

觜徇慎┠!

恠譓譜勿!

籌年刷罰陪賴㍈行考

広肱貢彗共同組合!

!!!!3/23! è賤沙梱犀察魂ヾ57粐〕善共同組合! 恠譓譜遍弁枉90! 便譓蕚啌!

襃譜ラ北!

沙梱犀察魂!

!!!!3/26! ¶琬憐㔾柞橡薙凅丱真鵈 EYO徙ø善

共同組合!

膚袍遍弁枉90! 幟真渣饅! 㔾柞橡薙凅丱真鵈

㌽谺46詬行考広肱!

!!!!3/26! ¶ 296憐丱訝制öヾ57善! 覩静ジ!

欄覩丱苜𨻶o̊グ!

袿哘税!

譜譓萪驥!

菟楼貢丱訝┽罰伍丱

鯀哇罰荒航行欄溝

鵠阪採座鷺策些46

詬̌貢况胞刷共同組合ルクス!

!!!!3/26! 廬吩刷è賤貢篇愾┽罰貢﨑◥行妥鵠

昨察魂査崎再菜!

繫龜丱嶌ｫ!盻! 便譓蕚啌!

剛拘!

廬吩愾伍è賤愾!

!!!!3/29! ¶瑄憐申④斃ﾇー淤4Ⅳ徙ø睛遍皇

善)祚橲70*!

闢╈斃! 【啼擺60齠

善丹!

幟真渣饅! 申④斃丱真鵈胎菟

セ逸行考広肱!

!!!!3/29! 擺扣斃輯尨徙ø遲チ埣満善! 擺扣斃櫻盻! 襃譜ラ北! 輯尨徙ø!

!!!!3/33! 丱訝輯尨徙ø樛泌丱僥弐巵善蠻憎遲

チ善!

覩静ジ! 鴪〵枉! 便譓蕚啌! 弐巵善!

!!!!3/38! 霸癩 32 朮柤¶琬憐冬ジö真丱訝輯

尨刷祇尨０迩菜咋沙昏魂宰ぉ遊埣満

善!

覩静哢嶌丱訝ｫ!盻! 轎譓駄腥! 霸癩 32朮柤貢癩詬!

!!!!4/!2! O薯丱僥0膕G遍㌽與善共同組合! 恠譓譜遍弁枉90! 嘎悖杁啌! 丱僥㌼主!
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6/9/善共同組合刷埣満善̌頓昵珙考肯攻珩! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! )霸癩 32 朮柤*! !
朮蠻荳! 鞭ū! 凅盻! 善凅! 頓昵70! 塔廂!

33/!4/!5! 晝染埣満善! 【啼擺0枉! 便譓蕚啌!

舛覩! 描!

0共同組合善!

!!!!4/23! 【た刷楼枴┭琊觚譓苳愀昴行抗杭鵠

ĩ♧ª荒㌽谺に𨻶行欄溝鵠ぉ遊埣満

善!

覩静哢嶌! 丱訝ｫ!

盻!

轎譓駄腥!

恠譓譜勿!

ネw┠霸!

楼枴┭刷觚譓苳愀菜

咋沙昏魂宰腔貢ｫ

!46詬况胞!

!!!!4/28! ¶琯憐㔾柞橡薙凅丱真鵈 EYO徙ø善

共同組合!

膚袍遍弁枉90! 幟真渣饅! 㔾柞橡薙凅沸砿鳳

シ丱真鵈㌽谺46詬

行考広肱!

!!!!4/28! 0共同組合善晝染埣満善! 【啼擺0枉! 便譓蕚啌! 霸癩 33 朮 3 蠻巵憎

善!

!!!!4/29! 霸癩 32 朮柤è賤繫龜ナ鴪棲à弴表

共同組合善¶ 4 憐ｫ黛善!

繫龜丱嶌ｫ!盻! 便譓蕚啌!

95擺傚変!

觜徇慎┠!

千譓! 彑!

311: 朮行̇﨟浩紅

遍齊煽丱訝貢０毳

膏覩⑬丱訝貢制ö!

!!!!4/36! 觚千丱訝査策材沙懇冴! 考晃郊斃伍﨡釡砌ヘG

遍ｫ!盻!

轎譓駄腥!

袿哘! 税!

ネw┠霸!

觚千八̇丱訝行欄

溝鵠ｫ!癩詬̇ヱ!

!!!!4/36! è賤篇愾徙øヾ57善共同組合! è賤﨤! è賤﨤櫻凅! 便譓蕚啌!

襃譜ラ北!

è賤篇愾!

!!!!4/37! ¶琯憐ぅ諞疹丱彦丱真鵈胎菟ヾ57善

共同組合!

評ぅ諞斃櫻盻! 幟真渣饅! ぅ諞疹丱彦丱真鵈

阪採座鷺策些苙ル

與喋釡鳩埣ハ46詬

行考広肱!
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6/:/嶌善̇ヱ◥齪! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!)霸癩 32 朮柤* 
朮蠻荳! 鳰鞭! 儲主! 嶌善鞭! 梅挑丱!

32/!6/27! 幟丱öぐ+2喫!

R朮慎悩)7ui*!

剛拘 23鞭!

╄侮愾 2009朮 2蠻 2荳了篇貢了頓☞

貢薙變膏０毳糫

丱嶹烝葹┿嶌ヾ

遍 311:朮哢善!

桧え斃! 暹槨坂再詐

楼墫善共同組合凅 

!!!!6/27! 蒟愾0慎*2喫 

R朮慎悩(28th) 

剛拘 32鞭糫

拘更麹 (SELENE)縅こ丱檍混坂碕貢

済財才作財再査崎策袗侮行抗杭鵠癩

詬膏責歙貢悽衽糫

丱嶹烝葹┿嶌ヾ

遍 311:朮哢善!

桧え斃! 暹槨坂再詐

楼墫善共同組合凅 

!!!!6/29! 幟真渣饅喫!

拐鵈38啣+4!

恠徇⑥性+5!

è賤篇愾行抗杭鵠総鵈膏蝕鵈伍齊擺鵈

貢嶢巵弁鼠喪鰔行考広肱!

丱嶹烝葹┿嶌ヾ

遍 311:朮哢善!

桧え斃! 暹槨坂再詐

楼墫善共同組合凅 

!!!!6/29! ネw┠霸喫!

轎譓駄腥!

驥譓湊雛!

舛ϐヨ)昴鳳シ行抗杭鵠ウルシ21荒泱陪

凅貢$侮薙變!

丱嶹烝葹┿嶌ヾ

遍 311:朮哢善!

桧え斃! 暹槨坂再詐

楼墫善共同組合凅 

!!!!6/29! ネw┠霸喫!

轎譓駄腥!

è賤混作妻碕塔行̇﨟溝鵠八̇丱訝

貢5/11廡訝遜麑巵!

丱嶹烝葹┿嶌ヾ

遍 311:朮哢善!

桧え斃! 暹槨坂再詐

楼墫善共同組合凅 

!!!!6/32! R朮慎悩喫 

«侮仏描*5 

﨤譓! ┠*6糫

è賤篇愾┽罰袗行抗杭鵠咤襷み懲0

俘塞斎碕珙制况珩糫

丱嶹烝葹┿嶌ヾ

遍 311:朮哢善!

桧え斃! 暹槨坂再詐

楼墫善共同組合凅 

!!!!:/!5! 恠譓譜勿! 【啼擺0哢つ進葺愓焚愾行薙變溝鵠

〞盡愀行考広肱!

荳袿丱⇄嶌善¶

227 憐嶌ヘ哢善!

慟愾斃! 慟愾弴┿哢

嶌!

!!!!:/!9! 95擺傚変喫!

觜徇慎┠!

è賤摺袿繫龜伍刳翠鼈繫龜貢42朮哇泌

膏癩煉行欄溝鵠68弭!

荳袿繫龜┿嶌善

¶ 73 憐哢善!

静ジ斃! 剤塞作静ジ

昆財才察瑳 

!!!!:/!9! 千譓! 彑喫!

恠譓譜勿!

【啼擺0行抗杭鵠繫龜設傅痕瑳貢泌

嶌36癩!

荳袿繫龜┿嶌善

¶ 73 憐哢善!

静ジ斃! 剤塞作静ジ

昆財才察瑳 

!!!!:/!:! 觜徇慎┠喫!

95擺傚変!

恠譓譜勿!

【啼擺0塔貢哢溢柤繫龜貢╂罰! 荳袿繫龜┿嶌善

¶ 73 憐哢善!

静ジ斃! 剤塞作静ジ

昆財才察瑳 

!!!!:/26! O熳榁斥+8喫!

恠徇⑥性+5!

幟真渣饅!

【啼擺0行抗杭鵠蝕鵈貢鵈⇄０淤膏

鵈繫哇罰０淤!

荳袿憤鵈嶌善! 哢薙0! 哢薙哢嶌!荵

ǒ譜紺堺策犀瑳!

!!!21/!9! ネw┠霸喫!

便譓蕚啌!

舛覩! 描!

轎譓駄腥!

袿哘! 税!

譜譓萪驥!

311: 朮è賤混作妻碕塔行抗杭鵠八̇

丱訝┽罰貢5/11廡訝遜薙變!

荳袿篇愾嶌善

311:朮柤┽峽哢

善!

恠譓譜斃! 【啼擺0

U﨟棒貢葹刷丱嶹描☞

丹 

!!!21/21! 譜譓萪驥喫!

恠詒蓖啌+9!

便譓蕚啌!

3112 朮è賤八̇丱訝┽罰宣歙貢è賤

拘穀廬吩愾行拘杭肱貢丱鯀哇罰!

荳袿篇愾嶌善

311:朮柤┽峽哢

善!

恠譓譜斃! 【啼擺0

U﨟棒貢葹刷丱嶹描☞

丹 

!!!21/21! 千譓! 彑喫!

觜徇慎┠!

è賤篇愾哢Ⅰ〞疲仲艾煙行抗杭鵠了

鴪痕瑳36癩貢蕁侮哇泌!

荳袿篇愾嶌善

311:朮柤┽峽哢

善!

恠譓譜斃! 【啼擺0

U﨟棒貢葹刷丱嶹描☞

丹 

!!!21/21! 袿哘! 税喫!

ネw┠霸!

轎譓駄腥!

便譓蕚啌!

蠱デ貢è賤八̇丱訝貢訝遜僥行W穀

黒鵠ù42欄妥!

荳袿篇愾嶌善

311:朮柤┽峽哢

善!

恠譓譜斃! 【啼擺0

U﨟棒貢葹刷丱嶹描☞

丹 

!!!21/21! 袿哘! 税喫!

舛覩! 描!

轎譓駄腥!

2:81 朮千貢è賤行抗杭鵠訝遜薙變貢

悼遲チ!

荳袿篇愾嶌善

311:朮柤┽峽哢

善!

恠譓譜斃! 【啼擺0

U﨟棒貢葹刷丱嶹描☞

丹!
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6/:/嶌善̇ヱ◥齪)考肯攻*! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!)霸癩 32 朮柤* 

朮蠻荳! 鳰鞭! 儲主! 嶌善鞭! 梅挑丱!

32/21/21! 轎譓駄腥喫 

舛覩! 描 

袿哘! 税 

譜譓萪驥 

ネw┠霸 

襃譜ラ北 

便譓蕚啌糫

篇愾痕瑳刷丱繫に𨻶27五行国鵠了鴪僥

貢ヾ94に𨻶糫

荳袿篇愾嶌善

311:朮柤┽峽哢

善!

恠譓譜斃! 【啼擺0

U﨟棒貢葹刷丱嶹描☞

丹 

!!!21/21! 㮈凅睡7/10*9喫 

迢黷ジ袤*9 

轎譓駄腥糫

è賤哢Ⅰ〞了鴪僥行抗杭鵠袞鴪籤谺! 荳袿篇愾嶌善

311:朮柤┽峽哢

善!

恠譓譜斃! 【啼擺0

U﨟棒貢葹刷丱嶹描☞

丹 

!!!21/23! R朮慎悩喫 

恠譓譜勿 

觜徇慎┠糫

è賤篇愾貢碪檬俘丱⇄U喪闕俘貢60

捜糫

荳袿篇愾嶌善

311:朮柤┽峽哢

善!

恠譓譜斃! 【啼擺0

U﨟棒貢葹刷丱嶹描☞

丹 

!!!21/32! 譜譓萪驥喫!

轎譓駄腥!

ネw┠霸!

3112 朮è賤八̇丱訝┽罰行噌康丱鯀

哇罰行国鵠【啼擺0Oグ丱訝香貢檬

吳!

荳袿丱訝嶌善

311:朮┽峽哢善!

静ジ斃! 静ジ哢嶌便

譓紺堺策犀瑳!

!!!21/32! 袿哘! 税喫!

ネw┠霸!

便譓蕚啌!

è賤樛訝歳再宰昨察魂惚詹広肱粐巵

浩紅 311:朮 9蠻 22 荳遍齊煽貢丱訝貢

訝遜ゕ⅓!

荳袿丱訝嶌善

311:朮┽峽哢善!

静ジ斃! 静ジ哢嶌便

譓紺堺策犀瑳!

!!!21/34! ネw┠霸喫!

便譓蕚啌!

舛覩! 描!

轎譓駄腥!

袿哘! 税!

譜譓萪驥!

311: 朮è賤混作妻碕塔行抗杭鵠八̇

丱訝貢訝遜薙變拘穀粐巵江黒鵠毋21

苳愀鏐△沸砿稿貢丱嶌ª68弭!

荳袿丱訝嶌善

311:朮┽袗哢善!

静ジ斃! 静ジ哢嶌便

譓紺堺策犀瑳!

!!!21/36! O熳榁斥+8喫!

恠徇⑥性+5!

幟真渣饅!

【啼擺0行抗杭鵠蝕鵈貢鵈⇄０淤膏

鵈繫哇罰行考広肱!

荳袿丱弴嶌善! 黯た0! 德嶹哢嶌!

!!!22/21! Ljlvhbxb-K/喫!

Jubefsb-L/!

Mpoh.ufsn!bttfttnfou!pg!Ipu!tqsjoh!

xbufst!jo!Iblpof!Wpmdbop!

楼墫繫龜善共同組合荒

穀砿行¶ 73 袗楼

墫繫龜鴪巽ヾ遍

荳袿哢善!

闢╈斃! 剤塞作採肴

察些碕策彩!

!!!22/33! O熳榁斥+8喫!

恠徇⑥性+5!

幟真渣饅!

【啼擺0行抗杭鵠蝕鵈刷鞭鵈貢鵈⇄０

淤琊蝕鵈檍獸膏丱僥淤拘穀琊!

憤鵈☞弴ｫ!善! 疲⑬ぐ! 疲⑬ぐ哢嶌!

!!!22/34! 轎譓駄腥喫 

迢黷ジ袤*9 

㮈劒睡7/10*9糫

è賤哢Ⅰ〞了鴪僥行抗杭鵠袞鴪籤谺

膏槧淤┍籤谺糫

☞弴籤谺嶌善糫 鞭幣悋斃! 鞭幣悋哢

嶌ǒ属ヒ洸嶌ヘ誓╂

丹糫

!!!23/!4! 譜譓萪驥喫 

舛覩! 描 

轎譓駄腥 

觜徇慎┠ 

袿哘! 税 

ネw┠霸 

便譓蕚啌 

繫龜丱嶌ｫ!盻貢丱鯀哇罰に𨻶 丱鯀哇罰ｫ!滾

善 

嶄齠斃! 静ジ哢嶌嶄

齠抗康郊晃菜碕差 
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6/:/嶌善̇ヱ◥齪)考肯攻*! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !)霸癩 32 朮柤* 
朮蠻荳! 鳰鞭! 儲主! 嶌善鞭! 梅挑丱!

32/23/24! Ipoeb!S/! Svquvsf.qspdftt!jnbhft!efevdfe!

gspn!bssbz!cbdl.qspkfdujpo!

bobmztjt!vtjoh!ebub!pg!b!efotf!

tuspoh!hspvoe.npujpo!tfjtnphsbqi!

ofuxpsl/!!

坤坂鷺混丱嶹☞

弴嶌善ヾ遍 3119

朮┽袗哢善!

坤坂鷺混遍テ楼!

左策斎碕策査瑳唆斃!

阪瑳唆察策詐策座察!

!!!23/26! Zvlvublf!Z/喫!

Ubobeb!U/!

Ipoeb!S/!

Ibsbeb!N/!

Jup!I/!

Zptijeb!B/!

Gjof!gsbduvsf!tusvduvsft!jo!uif!

hfpuifsnbm!sfhjpo!pg!Iblpof!

wpmdbop-!sfwfbmfe!cz!xfmm.sftpmwfe!

fbsuirvblf!izqpdfoufst!boe!gpdbm!

nfdibojtnt!

坤坂鷺混丱嶹☞

弴嶌善ヾ遍 3119

朮┽袗哢善!

坤坂鷺混遍テ楼!

左策斎碕策査瑳唆斃!

阪瑳唆察策詐策座察!

!!!23/27! Ibsbeb!N/喫!

Ubobeb!U/!

Zvlvublf!Z/!

Lpcbzbtij!B/+9!

Zptijeb!B/!

Qsfttvsf!tpvsdft!pg!dsvtubm!

efgpsnbujpo!bttpdjbufe!xjui!txbsn!

bdujwjujft!jo!uif!Iblpof!dbmefsb!

boe!uifjs!jogmvfodf!po!uif!

pddvssfodf!pg!uif!Xftufso!Lbobhbxb!

Fbsuirvblf!

坤坂鷺混丱嶹☞

弴嶌善ヾ遍 3119

朮┽袗哢善!

坤坂鷺混遍テ楼!

左策斎碕策査瑳唆斃!

阪瑳唆察策詐策座!

33/!3/32! 襃譜ラ北! Uif!Ofx!Ftujnbujpo!pg!

Fbsuirvblf.Ebnbhf!boe!Uif!Tusbufhz!

pg!Fbsuirvblf!Ejtbtufs!Njujhbujpo!

jo!Lbobhbxb!Qsfg/!Kbqbo!

¶瑋憐左婚瑳財

再魂罪婚魂咋坐

察採策些膏鷺瑳

魂き祇行欄溝鵠

昨察魂査崎再菜!

坂紺査唆!

魂昆作才采混斃!

!!!!4/21! 譜譓萪驥喫!

轎譓駄腥!

繫龜丱嶌ｫ!盻貢 HQT に𨻶妻察座!60

罰橡弴査瑳塞冴貢鉐P!

丱鯀哇罰ｫ!滾

善!

覩静ジ! 覩静哢嶌丱

訝ｫ!盻!

!!!!4/29! 轎譓駄腥喫 

ネw┠霸 

袿哘! 税 

鵑棲! 濕*11糫

舛ϐヨ)昴行抗杭鵠丱訝┽罰膏 稿貢

厨荒̇訝雍鏐る糫

欄覩霸ǒ塞魂宰

採魂瑳糫

覩静ジ! 覩静哢嶌丱

訝ｫ!盻糫

喫購ヾ鞭貢凅遍貢̇ヱ70午+2荳袿哢嶌伍+3嶄已j$ｫ!梅̇雍鏐伍+4┃膕哢嶌哢嶌派伍+5┃膕哢嶌伍+6【啼擺0U

﨟棒貢葹刷丱嶹描☞丹伍+7冬ジ哢嶌覩静伍+8┃膕哢嶌伍+9鴪〵枉鴪〵ｫ!盻伍+:覩⑬哢嶌⑬┠嶌グ伍+21鴪〵枉5/11廡
丱訝に𨻶帷伍+22癖煽哢嶌!

 
!
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6/21/捺ネ☞!

6/21/2/繫龜丱嶌ｫ!盻况胞! )霸癩32朮柤*!

【啼擺0繫龜丱嶌ｫ!盻况胞琄¶52敝琄霸癩32朮23蠻̇ネ!!!珙:5q/761グ̇ネ珩!
座婚宰作! し70! 際察沙!

珙ルクス艙珩!

3112朮è賤八̇丱訝┽罰行噌耕紅丱鯀哇罰行国鵠【啼擺0Oグ

丱訝香貢檬吳!
譜譓萪驥刷轎譓駄腥刷ネw┠霸! 2.7!

3112朮è賤八̇丱訝┽罰宣歙貢è賤拘穀廬吩愾行拘杭肱貢丱鯀

哇罰!

譜譓萪驥刷恠詒蓖啌*1刷21ǒ85変

*2刷便譓蕚啌!
8.25!

è賤篇愾哢Ⅰ〞疲仲艾煙貢了鴪丱腔殀穀黒紅丱ヱ煙繫柤膏膠⒞

o̊貢42鵬ª欄妥!

徇譓蚋檢*3刷羔疹畑赤*3刷哢凅驥

*3刷R朮慎悩刷千譓彑!
26.33!

哢Ⅰ〞了鴪丱昴行抗杭鵠ゕ⒞ナ鴪♯!稿貢髏別膏⑳賭貢弴譿! R朮慎悩! 34.43!

え愾吏•昴疲仲丱僥貢哢溢柤繫龜棲籌年∇艷拘穀粐巵江黒鵠腎

范67え愾愀八貢哢Y闕践湾レ苳愀!
鷦I湊斥*4刷恠鼈拐*6! 44.57!

珙况胞珩!

【啼擺0性幟﨤蹌鼈⑬應貢〞盡愀貢毋泌0朮千! 恠譓譜勿刷詒杰陜*6刷愾真⑥翠*7! 58.61!
繫龜丱嶌ｫ!盻膏楼鷲丱弴派貢璠畎疐妻察座貢67遍る訝46詬拘
穀遲頓浩紅è賤篇愾貢丱鯀哇罰!

憖六*7/10岌*8刷譜譓萪驥刷轎譓駄
腥刷舛覩描!

62.67!

è賤丱僥行抗杭鵠繫龜∇遜貢◥齪琊帑獸㌽谺46詬行豪膏肯晃遲
チ46詬琊!

觜徇慎┠刷95擺傚変! 68.73!

摺齊譜繫龜貢﨑◥砰霸癩32珙311:珩朮貢慎艝㌽谺46詬拘穀砰! 95擺傚変刷千譓彑! 74.79!

壁緡俘貢60了㔾𨻶巵詹犀再混察査瑳塞冴貢梅̇! 幟真渣饅! 7:.83!

珙∇艷珩!

【啼擺0行抗杭鵠繫龜設傅痕瑳貢帑獸㌽谺46詬珙¶琬况珩! 千譓彑刷恠譓譜勿! 84.87!

è賤篇愾僥行抗杭鵠311:朮雍罰ªに𨻶貢鉐P!
ネw┠霸刷舛覩描刷觜徇慎┠刷譜

譓萪驥刷袿哘税刷轎譓駄腥!
88.91!

2:81朮千行è賤腔̇﨟浩紅丱訝貢訝遜悼麑巵! 袿哘税刷舛覩描! 92.95!

è賤哢Ⅰ鼈塔行抗杭鵠☞弴籤谺𨻶O貢𨻶o̊! 轎譓駄腥! 96.99!

冬ジö真丱訝輯尨刷祇尨０迩菜咋沙昏魂宰行抗杭鵠繫龜丱嶌ｫ!
盻貢釡鳩况胞珙霸癩31朮柤珩!

轎譓駄腥刷袿哘税刷譜譓萪驥刷ネ
w┠霸刷舛覩描刷襃譜ラ北!

9:.:3!

【啼擺0繫龜丱嶌ｫ!盻况胞碪ǐY巵! Y滾グ善! :4.:5!

*1鴪〵枉鴪〵ｫ!盻伍*2鴪〵枉5/11廡丱訝に𨻶帷伍*3覩静攤釡哢嶌篇愾╂喪ｫ!詐策座察伍*4闢╈楼U哢

嶌臙に斥侮嶌グ伍*5【啼擺0薯評丱僥0膕G遍詐策座察伍*6戡賤哢嶌G遍弴攤嶌グ伍*7【啼擺0U﨟棒

貢葹刷丱嶹描☞丹伍*8(⎡)荳袿鴪〵表善 

 

6/21/3/繫龜丱嶌ｫ!盻に𨻶紘国酷! )霸癩32朮柤*!

【啼擺0繫龜丱嶌ｫ!盻に𨻶紘国酷琄＊敝¶71偏琄霸癩33朮4蠻̇ネ!!珙73q/811グ̇ネ*!
座婚宰作! し70! 際察沙!

【啼擺0丱訝11并熾巵㌽谺貢46詬行考広肱! 愾真驟蕚*1! 2.!5!

范浩広è賤丱⇄U喪闕俘! R朮慎悩! 6.21!

篇愾嶌善控麹耕肱攻紅! R朮慎悩! 22.27!

斃鴈圃杭輯尨臙帷珙労疹儲40珩貢莫詬行考広肱! 襃譜ラ北! 28.35!

昨魂昨魂! 購梗講繫龜! ¶4憐! 碁刳翠鼈繫龜語! 95擺傚変! 36.39!

拘荒控腰顳姿合耕項! 碁哂荳貢囊苳愀語! 恠譓譜勿! 3:.41!

丱嶌貢ϐö㍒! ¶2憐! 砰苳愀膏購瑱砰! ネw┠霸! 42.45!

硨荒合甲貢善碞丱真鵈鼠刷繫龜繫柤̌に𨻶46詬珙311:朮珩! 舛覩描刷譜譓萪驥刷觜徇慎┠! 46.51!

【啼擺0Oグ丱僥行抗杭鵠311:)霸癩32*朮貢丱鯀哇罰に𨻶46詬! 譜譓萪驥刷觜徇慎┠! 52.59!

【啼擺0塔抗国砿稿貢鳳シ行抗杭鵠311:)霸癩32*朮貢丱訝┽罰! 袿哘税刷舛覩描! 5:.65!

丱訝荳グスーム! ネw┠霸! 66.6:!

碁荒合甲＊袋語! Y滾グ善! 71.73!

*1【啼擺0嶢菟輯尨悄尨并⑳輯㌼ 

!

6/21/4/繫龜丱嶌ｫ!盻征釡鉐P! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !)霸癩32朮柤*!

【啼擺0繫龜丱嶌ｫ!盻征釡鉐P-霸癩 31 朮柤-霸癩 32 朮 7 蠻̇ネ珙72q/261 グ̇ネ珩!
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6/22/嶌善グスーム沸砿徨著グスーム̌香貢粲こ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !)霸癩 32 朮柤* 
し70鞭! ̇ネ朮! 座婚宰作! 癲グスーム鞭伍敝偏伍娛!

幟真渣饅! 311:! 饗鱒膏丱真鵈琊ぅ諞霸ǒ貢征憎琊! コ貢む-!¶ 7:偏-!52.55!

幟真渣饅! 311:! 鷲厦刷丱真鵈鷏鞫㌽谺行抗杭鵠伍莫詬ª荒丱真鵈㌽

谺貢苜┃行考広肱!

拘荒控腰猤劵砌ヘ善グスーム-!

¶ : 偏-!44.48!

千譓! 彑!

轎譓駄腥!

図胎駄迄+2!

舛覩描!

譜譓萪驥!

R朮慎悩!

311:! 3112 朮è賤八̇丱訝┽罰行噌耕紅諜艾哇罰膏椀陪

遜貢蕁侮哇泌!

篇愾琄65敝 6 偏琄334.345!

轎譓駄腥!

襃譜ラ北!

袿哘! 税!

譜譓萪驥!

ネw┠霸!

舛覩! 描!

便譓蓖啌!

3121! 【啼擺0繫龜丱嶌ｫ!盻坤懇宰鷺察債┽罰行抗杭鵠

冬ジö真丱訝輯尨刷祇尨０迩菜咋沙昏魂宰貢26赤!

覩静哢崢丱訝ｫ!盻橙况-!

95)3*-!324.327!

鷄W蛤檢+3!

双娯袍駄性+4!

リ棲獺慎+5!

«譜舁変+5!

欄賤┵啣ア+3!

腎擺火陜+5!

恠譜慎癩+3!

霸譓! ö+5!

轎譓駄腥!

3121! 丱訝罰貢憎鳳袗癩薙惚詹広紅冬ジ肋丱訝に𨻶xiii

)NfTP.ofu*貢ル五苜鼠粐巵!

覩静哢崢丱訝ｫ!盻橙况-!

95)3*-!226.236!

觜徇慎┠!

95擺傚変!

恠譓譜勿!

3121! 【啼擺0貢哢溢柤繫龜鵈貢•遜! 繫龜┿嶌琄6:)5*琄431.44:!

Zvlvublf-!Z/!

Jjp!Z/+6!

Ipsjvdij!T/+3!

3121! Efubjmfe!tqbujbm!dibohft!jo!uif!tusftt!gjfme!pg!

uif!2:95!Xftufso!Obhbop!Fbsuirvblf!Sfhjpo!

K/!Hfpqizt/!Sft/-!226-C17416-!

epj;21/213:03119KC117222/!

+2 U愾混作妻碕｢輯描☞丹伍+3)″*輯尨┿嶌砌ヘｫ!盻伍+4)⎡*丱訝制öG遍ｫ!竭85善伍+5 覩静哢嶌丱訝ｫ!盻伍

+6 静ジ哢嶌輯尨ｫ!盻午
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6/23/埣満刷櫻満̌恣染◥齪! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !)霸癩 32 朮柤* 
鳰鞭! 櫻!!Ⓜ! 染袗!

恠譓譜勿 荳袿丱⇄嶌善欄覩腑グ朸征 32/!7/22砰33/!5/28!

袿哘! 税 荳袿丱訝嶌善碁丱訝語Y滾埣満 32/!5/!2砰34/!4/42!

R朮慎悩 丱嶌梱鷺策祭再魂荳袿埣満善杰况杷埣満憎 32/!5/!2砰34/!4/42!

R朮慎悩 荳袿篇愾嶌善埣満善埣満 32/!8/!2砰34/!7/41!

幟真渣饅 荳袿鵈艙┿嶌善! ℀共同組合満 2:/!5/!2砰33/!4/42!

幟真渣饅 荳袿鵈艙┿嶌善晝染埣満(栞鳩埣満憎) 2:/!5/!2砰33/!4/42!

幟真渣饅 (″)﨡釡砌ヘG遍ｫ!盻! 帛満ｫ!満 32/!5/!2砰33/!4/42!

幟真渣饅 哢Y闕偸ルコc貢㏍并泌橡弴遲チ埣満 32/!5/!2砰33/!4/42!

95擺傚変 v龜薙訝┃窩ə㌲蕚善る㌲蟷遲チ埣満 32/!6/25砰32/23/39!

轎譓駄腥 00曜擺疹╂殱莠徙ø砌ヘ遲チ善埣満 32/21/!2砰33/!4/42!

轎譓駄腥 冬ジö真丱訝輯尨刷祇尨０迩菜咋沙昏魂宰ｫ!ぉ遊埣満善埣満 32/!7/!2砰33/!4/42!

轎譓駄腥 【た刷楼枴┭琊觚譓苳愀昴行抗杭鵠ĩ♧ª荒㌽谺に𨻶ぉ遊埣満善埣満 32!/7!/2砰33!/4/42!

襃譜ラ北 擺扣斃輯尨徙ø遲チ埣満善埣満 31/!9/!2砰33/!4/42!

襃譜ラ北 碁【啼擺貢丱ë語箭逸刷Y滾埣満善唆坤坂策采察 32/!6/!!砰33/!5/!

襃譜ラ北 ¶瑋袗′ǒ斃丱真鵈鷏鞫徙ø彗共同組合善埣満 31/!2/39砰33/!2/38!

便譓蕚啌 摺齊譜﨤繫龜埣満 32/!5/!2砰33/!4/42!

 

!

!
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6.試験調査研究事業の概要 

6.1.試験検査 (平成21年度) 

事業名 研究調査費 細事業名 試験検査費 

実施期間 昭和36年度 ～ □新規 ■継続 □中断 □終了 予算額 1,029,000円  
担当者 菊川城司、板寺一洋、代田 寧、萬年一剛、小田原 啓 

目的 

県下全域の温泉、地下水及び地質の試験検査を行い、環境保全を図るための基礎資料とする。 

概要 

手数料条例に基づき、依頼のあった｢温泉水又は鉱泉水の小分析｣、｢温泉水又は鉱泉水の分析試験｣、 

｢定量分析｣、「可燃性天然ガスの濃度の測定試験」、「電気検層」及び「温泉分析書等の再交付」を実

施した。 

成果 

 

 試験名 件数 

１ 温泉水又は鉱泉水の小分析 10 

２ 温泉水又は鉱泉水の分析試験 32 

３ 定量分析 3 

４ 可燃性天然ガスの濃度の測定試験 11 

５ 蒸気エネルギ－の測定試験 0 

６ 電気検層 1 

７ 温度検層 0 

８ 温泉分析書等の再交付 4 
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6.2.温泉・地質研究調査 (平成21年度) 

事業名 研究調査費 細事業名 温泉地学研究所経常研究費 

実施期間 昭和42年度 ～ □新規 ■継続 □中断 □終了 予算額 240,000円  
担当者 菊川城司、板寺一洋、代田 寧、松沢親悟 

目的 

箱根温泉の温度、湧出量、水位を定期的に測定し、温泉資源保護のための基礎資料とするとともに、

箱根火山の活動状況を把握する。 

概要 

箱根地域の代表的な温泉について、温度、湧出量等の定期的な観測を実施し、長期的な傾向等につい

て検討する。平成13(2001)年以降は、温泉成分についても分析を実施している。 

成果 

・今年度の調査結果を表6.2.-1に示した。 

・大部分の源泉で大きな変化は認められなかった。 

 

表6.2.-1 箱根温泉観測結果 

                                                －は欠測 
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6.3.経常研究 

6.3.1.微小地震波形解析による異方性構造及び応力場の時間・空間変化の推定 (平成21年度) 

事業名 研究調査費 細事業名 温泉地学研究所経常研究費 

個別課題 微小地震波形解析による異方性構造及び応力場の時間・空間変化の推定 
実施期間 平成20年度～平成22年度 □新規 ■継続 □中断 □終了 
担当者 本多亮 

目的 

M7クラスの直下型地震の発生に備え、神奈川県西部地域の応力場の不均質や震源断層となる可能
性のある領域を推定する。 

概要 

本研究は、定常観測点および臨時観測点で得られた地震波形を用いて、主としてＳ波スプリッティ

ングの解析により、箱根火山を含めた県西部地域周辺の応力場について新たな知見を得ることを目標

とする。県西部地域、特に小田原市周辺はこれまで約73年ごとに地震による被害を受けており、この

周期が特定の断層が繰り返し滑ったことによるものなのか、あるいは見かけ上のものなのかは、未だ

に不明である。この問題を解決するために、対象領域で応力が蓄積されつつある場所はどこかを推定

することが重要となる。 

成果 

平成18年度以降に行った臨時観測の結果得られたデータと、これまでの温地研の定常観測網のデー

タを利用してS波スプリッティングの解析を行ってきた。18-19年度の成果として、足柄平野北部付近

に周囲よりも異方性が強い領域が存在すること、また箱根火山のカルデラ内に位置する観測点では、

群発地震前後で明確にパラメータが時間変化することがわかった。 

平成20年度は、温地研が所有する観測点だけでなく、通常モニターしている防災科研の観測点で得

られたデータについてもスプリッティングパラメータの推定を行った。その結果、深い地震（約35km

以深）の波形から推定されるLSPDとそれよりも浅い地震の波形から推定されるLSPDが明らかに異なる

観測点があることがわかった。LSPDは地震波のパス上の圧縮軸方向を示していると解釈できることか

ら、この違いはフィリピン海プレート内部の応力場と、太平洋プレートによる応力場の違いを示すと

考えられ、県西部地域だけでなく関東全域の地下の応力状態を推定できる可能性がある。 

上記の結果は温地研で決定した震源のみを使用しているが、プレート運動による応力場の空間変化

を正確にとらえるためには、十分に広い範囲の地震を解析に用いる必要がある。温地研でモニターし

ている観測点と温地研で決定した震源だけではカバレッジが不足しているため、防災科学技術研究所

の関東地域のデータを全て取り寄せて解析を行った。今年度中に解析を終了する予定であったが、デ

ータ量が非常に多いため、良好な解を得る

ために地震や観測点の取捨選択を行いなが

ら現在も解析を進めている。計画終了年次

を一年延長し、中期計画の最終年度である

平成22年度で最終的にまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

図6.3.1.-1 各観測点でのLSPDのローズダイアグラム 

グレー：35km以深の地震、黒：35km以浅の地震 
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6.3.2.県西部地域の地殻変動モデル構築                                    (平成21年度) 

事業名 研究調査費 細事業名 温泉地学研究所経常研究費 

個別課題 県西部地域の地殻変動モデル構築 
実施期間 平成18年度 ～ 平成22年度 □新規 ■継続 □中断 □終了 
担当者 原田昌武 

目的 

神奈川県西部地域に想定されているM7クラスの地震の発生メカニズムについては諸説あり、活動域
の特定はされていない。そこで、GPSなどの測地学的な手法を用いることによって、「断層の特定」を
試みる。 

概要 

(1)GPS機動観測の実施（H18-H22年度にかけて行う） 
足柄平野周辺部や箱根火山において臨時観測を行い、伊豆衝突帯周辺部の詳細な変位場・歪場の推
定を行った。 

(2)国土地理院のGPSデータ解析（H18-H22年度にかけて行う） 
国土地理院のGPS観測網(GEONET)データを解析し、箱根火山や富士山の歪変化の特徴を明らかにし
た。また、箱根火山における火山活動に伴う地殻変動の力源モデルを推定した。さらに、GEONETと
温研GPS観測網のデータの同時解析をするために、解析ソフトの整備等を行った。 

(3)想定断層面に対するモデル計算（H19-H22年度にかけて行う） 
神奈川県西部地震として想定される6つの断層モデルに対して、箱根火山活動の力源が与える応力
変化を、ΔCFF（クーロン破壊関数）を用いて評価した。 

成果 

(1)GPS機動観測の実施 
GPSの定常観測点（真鶴・箱根・中井の3点）の機器を更新し、GPS山北観測点については近傍に
GEONET観測点があることから移設した。また、箱根・早雲山において臨時観測を継続するととも
に、その他の臨時観測点（温地研・酒匂・根府川・小山）については連続観測を行えるように整備
した（図6.3.2.-1）。 

(2)国土地理院のGPSデータ解析 
箱根火山では2001年と2006年、2008～2009年に火山活動に伴う膨張歪が観測された。2006年と2008
～2009年の地殻変動の空間的分布にはほぼ同様な特徴が見られ、2001年に比べて変動している領域
は同程度なものの歪変化量が小さい。これらのGPSによって捉えられた地殻変動を用い、フォワー
ドによるモデル計算によって力源を推定した結果、3回の火山活動とも、同じ場所に生じた深さの
異なる開口割れ目モデルでほぼ説明できることがわかった。これらの開口割れ目モデルは、箱根火
山の中央火口丘（駒ヶ岳南端）から外輪山の北北西（金時山）に伸びており、その南側は丹那断
層、北側は平山断層につながるものと推定される（図6.3.2.-2）。 
また、富士山については2006年半ば以降、膨張歪が顕著になるとともに、同時期に低周波地震が活
発化していることが明らかとなった（図6.3.2.-3）。 

(3)想定断層面に対するモデル計算 
箱根火山の活動が神奈川県西部地震として想定されている6つの想定断層面（岡田，1993による）
に対してどのような影響を及ぼすかについてΔCFFを用いて評価した結果、新プレート上面モデル
および西相模湾断裂モデルによる断層面上では0.1MPa程度の応力増加をする領域があることがわ
かった。仮にM7クラスの神奈川県西部地震が発生する場合にはそれらの領域が破壊の開始点とな
り得る可能性があることが示唆される。 

   

 

図6.3.2.-3  富士山における面積歪

(Dilatation)と 低 周波 地震 活 動

(Number)の時間変化。 

図6.3.2.-2  2001年箱根火山活動の力源

モデル。灰色の矩形がGPSから推定さ

れた開口割れ目モデルを示す。黒点は

地震活動を示す。 

図6.3.2.-1 GPS観測点分布

図。●は定常既存観測点、

★は臨時観測点を示す。 
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6.3.3.地震・地殻変動観測システムの高度化 (平成21年度) 

事業名 研究調査費 細事業名 温泉地学研究所経常研究費 

個別課題 地震・地殻変動観測システムの高度化 
実施期間 平成18度 ～平成22度 □新規 □継続 ■中断 □終了 
担当者 伊東 博、棚田俊收、本多亮、原田昌武、行竹洋平 

目的 

地殻変動データの異常検出方法やデータ監視方法の改善を進め、地震・地殻変動観測システムの高度

化を図る。 

概要 

県西部地域における地震地殻変動の監視体制の強化および観測データの公開に向け、地震･地殻変

動観測システムの高度化を図り、地殻変動データの異常検出方法やデータ監視方法の改善を進め、

他機関との連携や共同研究、観測施設の再配置なども視野に入れつつ、①観測システムの強化、②

異常検出方法の検討、改善、③データ監視方法の高度化、について取り組みを図る。 

 

本課題への取り組み経過と中断について 

本課題は、観測システムの充実強化を図るために、H19 年の政策課題調整において３ヶ年の整備事

業として認められ、「地震･火山観測網強化事業」として予算化された。しかし、平成 21 年度事業

の予算調整により整備スケジュールは 3 カ年から 5 カ年に変更された。さらに、平成 22 年度事業の

予算調整では平成22年度以降の事業計画は財政事情の悪化に伴い中断となった。 

この事業計画の中断により、既存観測システムの更新・増設等を行い、①観測システムの高度

化、②異常検出方法の検討、改善、③データ監視方法の高度化への対応を図る計画でとりくみ進め

ていたが、地震観測施設は 6 施設中 3 施設、地震･傾斜観測施設は 7 施設中 4 施設、地下水位観測施

設は 6 施設すべての更新が中断となったため、本課題の取り組みも中断せざるを得ない状況となっ

た。 

 

成果 

既存のＧＰＳ観測施設（４地点）の機器等を更新し、

観測精度を向上させるとともに、平成 20 年度に設置し

た新たな４地点と合わせ、観測密度を高めることができ

た。 

図 6.3.3.-1 平成 21 年度実施の GPS 観測施設 

既存 GPS 観測施設（箱根、真鶴、中井、山北）の更新 

山北観測施設は山北町立公民館へ設置場所を移設した。 
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6.3.4.火山性地震の発生メカニズムの解明 (平成21年度) 

事業名 研究調査費 細事業名 温泉地学研究所経常研究費 

個別課題 火山性地震の発生メカニズムの解明 
実施期間 平成18年度 ～ 平成22年度 □新規 ■継続 □中断 □終了 
担当者 棚田俊收 

目的 

箱根火山での群発地震や深部低周波地震などの発生メカニズムを解明するために、平成21年度は、噴

気活動が高い大涌谷内で弾性波探査を実施し、震源決定や極浅部で発生する火山性微動などの調査に必

要となる物性値(Ｐ波速度)を測定した。 

概要 

地震探査装置を用いて、大涌谷中流域(棚田,2010)で弾性波探査を実施した。良好な記録を取得する

ために振動源としてエネルギーが高い火薬をもちいて探査をおこなった。解析結果の概要としては、

探査深度はおおよそ 50mで、２層構造であることがわかった。第１層目の P 波速度は 0.1km/sec、第２

層目の速度は1.11km/secであることがわかった。 

成果 

 振動源にサイスミックショットパイプを用いて、振動シグナルのＳ/Ｎ比を高めた。ショット点は５

ヵ所設け、24 成分の受信機を1ｍ間隔で配置し、１ヵ所につき４回ショットを実施することで、デー

タ取得に努めた。図6.3.4.-1に観測された波形例と走時曲線を示す。 

 走時曲線解析結果は次の通りである。走時曲線の折れ目から、速度構造は２層構造と考えられる。

第１層目の速度は0.1km/sec、第２層目の速度は1.11km/sec となった。 

第１層目の速度に対応する表層は地すべり堆積物として礫や土が混じっているために、地震波速度が

異常に遅い結果となったと考えられる。第２層目は、浅部比抵抗調査(平成21年度政策課題研究)で明

らかになった低比抵抗領域に相当すると考えられる。 

参考文献 

棚田俊收(2010)  箱根大涌沢内における物理探査測線の測量,温泉地学研究所報告，41巻． 

 

図 6.3.4.-1 観測された波形例と走時曲線 
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6.3.5.神奈川県西部域における高精度震源決定ならびに速度構造変化の推定 (平成21年度) 

事業名 研究調査費 細事業名 温泉地学研究所経常研究費 

個別課題 神奈川県西部域における高精度震源決定ならびに速度構造変化の推定 
実施期間 平成２０年度 ～平成２２年度 □新規 ■継続 □中断 □終了 
担当者 行竹洋平 

目的 

神奈川県西部域は M7 級地震（以下、県西部地震）想定域であり、また箱根火山では年に数回程度の群

発地震活動が発生している。この地域の地震の震源位置を高精度に決定し、その分布の微細構造を明ら

かにするとともに、詳細な応力場を推定することは、県西部地震や群発地震の発生原因を理解する上で

不可欠である。さらに、箱根火山では群発地震に伴う速度構造の変化を検出することも同様に重要であ

る。県西部地震の発生モデルの構築および群発地震の原因解明を目的に、以下の研究を進めていく。 

概要 

本研究は上記の目的を達成するために、以下の3つの研究項目について取り組んでいる。 

1.箱根火山群発地震の高精度震源決定の準リアルタイムの構築、速度構造推定 

2.常時微動自己相関関数および相互相関関数の時間変化検出 

3.詳細な応力分布の推定 

成果 

(1)箱根火山群発地震の高精度震源決定の準リアルタイムの構築、速度構造推定 

 箱根火山域で発生する群発地震（1995年4月から2008年6月まで）の震源位置およびメカニズム解を

高精度に推定した結果について、論文投稿し、査読に対する修正を終えて再投稿を行った。 

 速度構造の推定については、平成21年度重点基礎研究と併せて実施し、箱根カルデラ内およびその

周辺域における15点の臨時観測点の設置、および3次元速度トモグラフィー法（Zhang and Thurber, 

2003）による3次元速度構造の推定を行った。その結果、中央火口丘下の深さ約9km付近に火山性流体

の存在を示唆する低速度異常域を検出した。 

 箱根カルデラ内湖尻周辺にて、2009年8月に発生した活発な地震活動について、稠密地震観測網のデ

ータを用いた詳細な震源分布を求めた。その結果群発地震はこれまでの研究結果（Yukutake et al., 

2010)と調和的な面状の分布をし、その活動域は4枚の面上に集中することが分かった（図6.3.5-1）。

ひとつの面内の活動は、活動開始点から放射状に広がっていくことも明らかになった。 

 
(2)常時微動自己相関関数および相互相関関数の時間変化検出 

 2009年度に開発した、自己相関関数および相互相関関数決定ルーチンを基に、2001年群発地震活動

前後での速度構造の変化を検出することを目的とし、2005年以前の連続波形を切り出しのためのシス

テムを構築中である。 

(3)詳細な応力分布の推定 

 伊豆衝突帯北端部の震源分布およびメカニズム解について、波形データを用いて高精度に推定を行

い、詳細に検討した。その結果、丹沢山地下で発生している地震活動について、東側の震源クラスタ

ーはやや東傾斜の面周辺に集中した震源分布をしているのに対して、西側の震源クラスターは東側よ

り深部でかつ分散した震源分布傾向を示すことが明らかになった。さらに、この付近におけるフィリ

ピン海プレート形状から想定される一般的な地震のメカニズム解と発生した地震のメカニズム解の類

似性を検討した結果、東側の震源クラスターで発生した地震の多くはフィリピン海プレート形状と調

和的であるのに対して、西側のクラスターではプレート形状とは一致しないメカニズム解が多く含ま

れることが明らかになった。 

図 6.3.5-1 2009 年 8 月に湖尻周辺で発生した

群発地震の詳細な震源分布。（左）震央分

布図、（右）南北方向に投影した震源深さ

分布。 
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6.3.6.地球化学的手法による箱根火山活動の活発化指標に関する研究 (平成21年度) 

事業名 研究調査費 細事業名 温泉地学研究所経常研究費 

個別課題 地球化学的手法による箱根火山活動の活発化指標に関する研究 
実施期間 平成18年度 ～平成22年度 □新規 ■継続 □中断 □終了 
担当者 代田 寧、伊東 博、板寺一洋（指導者：東京工業大学准教授 大場武） 

目的 

箱根火山における活動度の評価に資することを目的として、火山活動の活発化の指標になりうる

（モニタリングの価値がある）噴気孔･蒸気井や源泉を抽出し、それらの温度や成分などの経時変化を

調べることにより指標項目を明らかにする。 

概要 

大涌谷の自然噴気（火山ガス）に含まれるH2O、CO2、H2S、SO2をモニタリングすることが、火山活動

の監視に有用と考えられた。2001年以後新たに出現した噴気ガスにおいては、H2S濃度が依然として増

加しており、今後も引き続き測定をおこなっていく必要があると考えられた。また、2001年の活動に

おいて泉温の上昇が確認された二源泉について定期的に採水および成分分析をおこない、それぞれの

変動範囲を把握した。これまでに群発地震に関連した顕著な変化は認められていない。 

成果 

①大涌谷地熱地帯の蒸気井ガスと自然噴気の化学組成（CO2/(H2S+SO2)比とCO2/(H2O)比）がほぼ同期して

変動し、さらに大涌谷直下で発生する群発地震に関連した変化である可能性が示唆された。火山活

動の変化は蒸気井の方が現れやすいと考えられるが、自然噴気の方がサンプリングに利便性がある

ため、この自然噴気をモニタリングすることにより火山活動の監視に寄与できる可能性がある。 

②大涌谷北側斜面に新たに出現した噴気ガスは火山ガス起源であり、地熱地帯と比較してH2S 濃度は

低いものの経年的に濃度の増加が認められ、H2S濃度が低い原因は鉱物との反応により除去されてい

るためではないかと考えられた。現在でもその傾向は続いており（図6.3.6.-1）、今後さらにH2S

濃度が増加する可能性が考えられ、防災上の観点からも引き続き測定をおこなっていく必要があ

る。 

③2001年に箱根火山が活発化した際に泉温の上昇が確認された二源泉について、定期的に採水および

成分分析をおこない、泉温、化学成分、酸素・水素安定同位体比の変動範囲を把握した。定期観測

を開始した2005年以後、群発地震に関連しているような顕著な変化は認められていない。 
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図 6.3.6.-2 温泉水中の化学成分の時間変化。破線は

比較的大きな群発地震が発生した時期を示す。 
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図 6.3.6.-1 新噴気ガス中の H2S 濃度の時間

変化。H2S 濃度は、噴気ガス中の水分を除

去した後のガスに占める割合を示す。 



- 41 - 

 

6.3.7.箱根地域の基盤構造および火山噴出物の研究 (平成21年度) 

事業名 研究調査費 細事業名 温泉地学研究所経常研究費 

個別課題 箱根地域の基盤構造および火山噴出物の研究 
実施期間 平成21年度 ～平成22年度 □新規 □継続 ■中断 □終了 
担当者 萬年一剛 

目的 

箱根火山の基盤は、その構造や層序がよくわかっておらず、その解明は温泉帯水層の把握や、テクト

ニクスの理解に重要であると考えられる。平成18年度からの中期研究計画では、カルデラ地域とその東

側の地域の基盤構造と基盤の層序を明らかにする事を目的とする。 

概要 

 温泉ボーリング資料の解析を中心に、野外調査を加える。ボーリング試料に関してはカッティングス
についても積極的に検討を加える。野外調査はサンプリングを主体とし、全岩化学組成に基づいてボー
リングの地質を解析する。 

 

成果 

①箱根カルデラの構造に関する国際誌へ投稿した論文が再提出と判断されたため、論理の補強を行う

ため、文献の調査を行った。 

②箱根火山の活動期に何回か飛来した角閃石テフラについてEPMA分析を系統的に実施した(図6.3.7.-

1)。その結果、宮城野で掘削されたコアから検出された角閃石は、屈折率からもっとも可能性が高

いとされた、TAl-1のものではなく、TCu-4ないしTB-2である可能性が出てきた。このため、宮城野

付近の陥没構造の推定形成年代がやや古くなることとなった。 

③基盤岩の粘土鉱物について、山北町で掘削された大大特コア試料について、XRD分析を実施した。今

後、大川・小林（2007）の結果と比較し、断層の有無や層準を検討する予定。 

④箱根カルデラと類似している濁川カルデラについて、カルデラ内堆積物と噴出物の検鏡および化学

分析を実施した。今後、カルデラフィル堆積物に本質物質が含まれているか検討する予定。 

 

 

 

 

図6.3.7.-1 箱根地域に降下堆積した角閃石テフラ中

の角閃石の組成範囲と、宮城野コア(Mi− 83)中の

角閃石組成。横軸はSi、縦軸はTiの結晶内におけ

る配位数。 
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6.3.8.大磯丘陵の地質に関する研究 (平成21年度) 

事業名 研究調査費 細事業名 温泉地学研究所経常研究費 

個別課題 大磯丘陵の地質に関する研究 
実施期間 平成18年度 ～平成22年度 □新規 ■継続 □中断 □終了 
担当者 小田原啓 

目的 

県西部大磯丘陵は、プレート境界とされている相模トラフの東部に接する沖ノ山堆列と一連の地質

体を成しており、同堆列の北西端部が、フィリピン海プレートの北西行に伴う地殻変動の結果とし

て、隆起陸化した地塊と考えられている。同丘陵の地質構造や層序を明らかにすることは、地質学的

に県西部地域のテクトニクスを議論する上において非常に重要である。しかしながら大磯丘陵の地質

層序区分に関して一致をみていないところが多く、再検討が必要である。 

概要 

大磯丘陵の地質は、その層序区分や対比が一致しておらず、再検討が必要である。よってこれを明

らかとすることを目的とし、記載岩石学的検討および生層序学的検討を行った。 

成果 

二宮海岸の第三系谷戸層について、島根大、生命の星・地球博と共同調査を進めており、二宮海岸

の谷戸層は、石灰質ナンノ化石、浮遊性有孔虫、フィッショントラックの結果から、三浦層群と同時

代の地層であることが明らかとなった。この成果は、日本地質学会（岡山理科大学）における学会発

表、温地研報告へ掲載した。以下、その概要を記載する。 

二宮町の梅沢海岸においてルートマップを作成し、微化石年代を求めるためのサンプリングを行っ

た（図6.3.8.-1）。梅沢海岸に露出した所属不詳の硬質黒色泥岩1試料より浮遊性有孔虫化石が産出

し、その年代は後期中新世〜前期鮮新世に相当すると考えられる。この結果は、石灰質ナンノ化石に

より谷戸層をOkada and Bukry (1980) のCN9帯とした先行研究（矢野、1986；蟹江ほか、1999）と矛

盾しない）。岩相上の類似や分布も考慮し，この所属不詳層を谷戸層に対比した． 

また、浮遊性有孔虫群集から暖流の影響が強く示唆されることも、礫岩中に造礁性サンゴ化石が認

められることと矛盾しない。 

 

 

 

図 6.3.8.-1 二宮町梅沢海岸に露出した地層のルートマップ 

            番号 07110701より浮遊生有孔虫化石が産出した。 
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6.3.9.大深度温泉の経年変化等の検討による成因の研究 (平成21年度) 

事業名 研究調査費 細事業名 温泉地学研究所経常研究費 

個別課題 大深度温泉の経年変化等の検討による成因の研究 
実施期間 平成18年度 ～平成22年度 □新規 ■継続 □中断 □終了 
担当者 板寺一洋、菊川城司、小田原啓 

目的 

 温泉資源の保護と適正利用のための科学的根拠である温泉湧出機構を解明するため、県内大深度温

泉の経年変化の状況や、その帯水層の水文・地質に関するデータから、温泉の成因を解明し、地質構

造や成分の特徴を踏まえた大深度温泉の具体像を提示する。 

概要 

 これまでの検討結果をまとめた結果、成分や同位体比に見られる特徴や、推定される地下水の流動

状況などから、大深度温泉の成因に地域性が認められた。検討結果をもとに学会発表や論文投稿を行

い、地層と地下水の反応や、バクテリアによる硫酸イオンの分解についての検証などの課題が明らか

になった。 

成果 

 主要成分組成や酸素・水素同位体比等にもとづき、神奈川県内の大深度温泉水の起源について検討

した。その結果、大深度温泉の成因は次の３つのグループに分類され、地域性があることが明らかに

なった。 

①グループ１の温泉は沿岸部に分布している。現海水の混合希釈系にあるが、同位体比の特徴から天

水の寄与率は小さいと考えられる。 

②グループ２の温泉の成因には化石海水が関与しており、さらに２つに分類される。一つは、化石海

水に比べてCa濃度が高いグループで、水中Naと地層中Caのイオン交換を経ていると考えられ、主に県

中央部から西南部に分布する。2つ目は、逆にCa濃度が低いグループで、水中Caと地層中Naのイオン交

換およびCaCO3の溶解を経ていると考えられ、県東部に分布している。 

③グループ３の温泉は丹沢山地周辺に分布しており、海水・化石海水の寄与はなく、浸透した雨水が

地層中の成分を獲得することにより形成されたと考えられる。 
 

 

 

図6.3.9-1 大深度温泉のグループの別と、酸素同

位体比の空間分布：主要成分の特徴や地下

水・(化石)海水の混合の状況に地域性が認め

られる。 

図6.3.9.-2 グループ２のサブグループにおけるCa

濃度とNa濃度の関係：サブグループ2-Aと2-B

とでは、CaイオンとNaイオンの増減、すなわ

ちイオン交換の向きが異なっている。 
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6.3.10.箱根における基盤岩中温泉の湧出機構と経年変化に関する研究 (平成21年度) 

事業名 研究調査費 細事業名 温泉地学研究所経常研究費 

個別課題 箱根における基盤岩中温泉の湧出機構と経年変化に関する研究 
実施期間 平成21年度 ～ 平成22年度 □新規 ■継続 □中断 □終了 
担当者 菊川城司、板寺一洋、萬年一剛 

目的 

中期研究計画においては、箱根温泉のうち基盤岩中に胚胎される温泉の湧出機構の解明に向けた研究を

行い、箱根温泉の保護対策に対する提言を行う予定である。 

前年度までは箱根湯本地区を研究対象としてきたが、今年度からは、大平台など箱根湯本地区以外の温泉

を含めて箱根全体を対象として、温泉保護対策の見直しに資するための科学的な知見を提供することを目的と

する。 

概要 

 箱根温泉のうち基盤岩中に胚胎される温泉を採水し、温泉成分、酸素・水素同位体比の調査を行

う。温泉成分の分析結果から、新たな泉質分布図等を作成し、これと過去のデータとを対比すること

により、地区全体の経年変化を把握する。また、温度、成分、湧出量などについて、源泉毎にこれま

で蓄積されたデータと併せて経年変化を把握する。 

成果 

 今年度は、大平台温泉、堂ヶ島温泉、宮城野温泉などを中心に、解析を行った。これらの温泉場に

湧出する温泉は全てが基盤岩中の温泉とは限らないが、温泉場全体として比較しても、宮ノ下温泉や

底倉温泉など従来中央火口丘の温泉と考えられてきた温泉場とは異なった化学組成を持つことが明確

になった。 

 今後は、町田ほか(2007)、萬年(2008)など新たな箱根火山像との関係を検証しながら、湧出機構の

解明に向けた解析を進める予定である。 

図 6.3.10-1 強羅カルデラ並びにその近辺に湧

出する温泉のトリリニアダイヤグラム 

図 6.3.10-2 三角ダイヤグラムによる基盤岩から湧

出する温泉と中央火口丘由来の温泉のアニオン

の比較 
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6.3.11.湧水の安定同位体比分布に基づく県内地下水の流動系の把握とかながわ湧水マップの作成

 (平成21年度) 

事業名 研究調査費 細事業名 温泉地学研究所経常研究費 

個別課題 湧水の安定同位体比分布に基づく県内地下水の流動系の把握とかながわ湧水マップの作成 
実施期間 平成21年度 ～平成22年度 ■新規 □継続 □中断 □終了 
担当者 宮下雄次   (共同研究者 法政大学文学部地理学科 小寺浩二 准教授) 

目的 

県内の湧水情報を収集整理し、現地観察と湧水の採水、水素・酸素安定同位体比を測定することで、

県内の降水の同位体比分布や地下水涵養曲線(各標高において地下水に涵養される降水中の同位体比)を

推定し、地下水流動系の把握を行う。 

また、主要溶存成分や湧出機構などの水文情報を掲載した湧水マップを作成し、各種媒体において情

報提供を行うことで、涵養域や健全な水循環の保全のための基礎資料とする。 

概要 

[温地研] 

 既存資料等における神奈川県内の湧水情報について位置情報をもとに整理する。また、採水資料

の水素・酸素同位体比、主要溶存成分の分析を行う。 

[法政大] 

 既存湧水情報等を元に、現地において測定及び採水を行う。また、GISを用いた解析等を行う 

成果 

平成21年度調査では、環境省湧水ポータルサイトや、名水大全と言った湧水や名水に関する著名な

Webサイト及び各自治体への聞き取り調査をもとに湧水の地点整理を行い、神奈川県内の湧水を対象

に、129地点（図6.3.11.-1）で採水を行った。 

しかし調査地点の中には、水汲み場として施設化された地点も多数見受けられ、本当に湧水かどう

かの確認が行えないものも見受けられた。そこで本調査では、調査した湧水や名水を、施設化された

導水型（図中■、計44地点）と、湧き出し口を直接確認できる、本当の意味での湧水である自然湧出

型（図中●、計85地点）に分類した。なお、どちらにも属さないと考えられるもの（池など）は、そ

の他（図中◆、計４地点）とした。 

 自然湧出型湧水の分布は、大きく４地域に分けられ、横浜や川崎に広がる台地の谷戸と呼ばれる地

域、相模川左

岸に広がる相

模原台地沿い

崖線、秦野盆

地湧水群、箱

根や大雄山東

斜面に多く確

認できた。 

その他
導水
自然湧出

湧出形態

１回
定点
１回（涵養域）
定点（涵養域）

調査頻度/
涵養域解析対象

0 10km

N
早野中の森湧水地

桐蔭学園上湧水

権現様の湧水

老馬鍛冶山不動尊

岸谷の湧水

白根不動湧水

日の出湧水

打越の霊泉

昇竜橋湧水

水間様の霊水

石川色子湧水

天王の森泉

不老水

厳島神社湧水
獅子窪の湧き水

命の泉

清左衛門地獄池
洒水の瀧と岩清水

笹子地蔵湧水

御嶽神社の御神水

浄徳院湧水
弘法の清水

葛葉の泉
二重の瀧

荒井湧水

中野神社の湧水

番神水

龍源院湧水

図 6.3.11-1 調査地点(129地点)及び、湧出形態分布図 
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6.4.地域科学技術振興事業 

6.4.1.活火山「箱根」を解剖する -超高精度な3次元速度構造の推定- (平成21年度) 

事業名 研究交流推進事業費 細事業名 地域科学技術振興事業費 

個別課題 活火山「箱根」を解剖する -超高精度な3次元速度構造の推定- 
実施期間 平成２１年度 ■新規 □継続 □中断 ■終了 
担当者 行竹洋平 

目的 

箱根カルデラ内で発生する群発的な地震活動の発生原因解明のため、箱根カルデラ内およびその周

辺に稠密な地震観測網を構築し、そのデータをもとに詳細な3次元地震波速度構造の推定を行う。 

概要 

 箱根カルデラ内およびその周辺域に構築された稠密な地震観測網によるデータを用いて、3 次元速

度構造の推定を行った。その結果、箱根カルデラ内で群発地震が発生する領域は比較的地震波速度が

速いのに対して、中央火口丘下深さ７km 付近の領域においては、地震波速度が遅い領域が存在するこ

とが分かった。 

成果 

本研究において箱根カルデラ内およびその周辺域に 15点の機動的観測点を設置した。その結果、定

常観測点と併せて、合計 29 点の稠密地震観測網が構築できた（行竹ほか、2009；温地研報告）（図

6.4.1-1）。 

この地震観測網によるデータを、3 次元速度トモグラフィー法（本研究では Zhang and Thurber, 

2003）に適用した。その結果、箱根カルデラ内において水平方向 4km、深さ方向 3km 間隔の空間分解

能で 3 次元速度構造を推定することができた。深さ 0km～9km までの 3 次元速度構造解析の結果を図

6.4.1-2 に示す。箱根カルデラ内で群発地震が発生する、深さ 6km 以浅の領域では P 波の高速度域が

検知された（図 6.4.1-2(a)(b))。一方、カルデラ中央火口丘の下深さ 9km 付近においては、P 波の低

速域が検知された(図 6.4.1-2(d))。この結果は、小田他（2002）の結果と概ね調和的である。2001 年

の群発地震活動の際に検知された地殻変動データをもとに代田他（2009）によって推定された球状圧

力源や原田ほか（2009)の開口割れ目断層上端位置は、このP 波の低速度域と概ね一致する．この領域

に熱水あるいはマグマ性流体の存在を示唆している可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.4.1-1 本研究における機動的観測点（■）分布

図。他の記号は温泉地学研究所（▽）及び他研究

期間を表す 

図 6.4.1-2 深さ別 3 次元地震波速度構造（P 波速度パータベーション）。パータベーションは、平均的な速度構造

に対して、推定された速度構造がどの程度速いのか（あるいは遅いのか）を表す値である。 
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6.4.2.箱根大涌谷における地熱貯留層および熱水の移動・拡大に関する研究- (平成21年度) 

事業名 研究交流推進事業費 細事業名 地域科学技術振興事業費 

個別課題 箱根大涌谷における地熱貯留層および
熱水の移動・拡大に関する研究 

予算額 2,000,000円 

実施期間 平成21年度 ～平成23年度 ■新規 □継続 □中断 □終了 
担当者 棚田俊收 

目的 

本研究はこれまで解明されていない箱根大涌谷の地熱貯留層および熱水の移動・拡大のメカニズム

を明らかにし温泉資源確保や火山防災に資することを目的とする。 

概要 

この目的を達成するために、大涌谷において地熱貯留層や地下の割れ目に沿って移動する熱水の状

況調査を次の３項目に従って３カ年計画でおこなう。 

（１）地表面における調査、（２）地下構造探査、（３）地熱流動シミュレーション 

成果 

今年度は上記（１）～（３）のうち、主に（２）の野外調査を実施した。（１）としては、地表温

度分布の把握や他の地熱地帯の推移などの情報収集、（３）に関しては解析方法などについて情報収

集とした。（２）の野外調査結果を記す。 

○箱根大涌谷において、探査測線を２本(ＡとＢ)構築した(棚田,2010)。 

電気探査や弾性波探査によって熱水の移動拡大や地熱貯留槽の存在を調査する目的で、箱根大涌谷

の沢内に探査測線を２本(各測線長約100ｍ)設定した。測線では繰り返し探査がおこなえるようにGPS

やトータルステーションなどの測量機器を用いて精密な測量を実施した。 

○探査測線ＡとＢとにおいて、電気探査をおこなった。 

 ４電極を用いたウェンナー法の電気探査をおこなった。解析結果の概要としては、各測線(長さ

100m)における探査深度はおおよそ 30m で、両測線とも見掛比抵抗値が 0.1～500Ω･ｍという 3 桁にも

及んでいることがわかった。特に、低比抵抗値は測線の地表部で確認できる温泉変質帯（白色粘土化

や地温の高いところ）の位置とほぼ一致していることがわかった。 

図6.4.2.-1 Ａ、Ｂ測線における見掛日抵抗の鉛直断面分布 

 

参考文献 

棚田俊收(2010)  箱根大涌沢内における物理探査測線の測量,温泉地学研究所報告，41巻． 
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6.5.地震観測調査事業 

6.5.1.地震観測施設等運営 (平成21年度) 

事業名 研究調査費 細事業名 地震観測調査事業費 

個別課題 地震観測施設等運営 予算額 16,096,000円 
実施期間 昭和43(一部平成元)年度 ～ □新規 ■継続 □中断 □終了 
担当者 伊東 博、棚田俊收、板寺一洋、本多 亮、原田昌武、行竹洋平 

目的 地震観測及び地殻歪観測により箱根火山の活動監視及び県西部地震の予知研究を行う。 

概要 

 箱根を含む県西部地域に設置した地震計と(独)防災科学技術研究所および東京大学地震研究所の地

震デ－タを用いて箱根火山とその周辺に発生する地震活動を観測した。また、７ヶ所の傾斜計、箱

根、真鶴、山北、中井４ヶ所のGPS測量と箱根火山(６方向)および小田原地域の光波測量(８方向)によ

り地殻歪の変化を観測した。 

成果 

１．県西部地域の地震活動 

2009(平成21)年４月から2010(平成22)年３月までの期間、当所が震源を決定した地震の数は3,308回、

そのうち有感地震は48回であった(表6.5.1.-1、図6.5.1.-1および図6.5.1.-2)。これらの地震のうち最

大の地震は、12月18日08時45分、伊豆半島東方沖で発生したマグニチュード(以後、Ｍとする)5.1の地震

で、その震源深さは4.6kmであった（図6.5.1.-2）。この地震により、静岡県伊東市で震度5弱が記録さ

れ、神奈川県内では小田原市、中井町、真鶴町で震度４が観測されたほか、県内全域で震度３から震度

１の揺れが観測された（気象庁発表）。 

 

２．箱根火山の地震活動 

箱根火山では平成 21 度中に 2,783 回の地震が検出され、1,830 回の地震について震源決定された (図

6.5.1.-3、表 6.5.1.-2、図 6.5.1.-4)。そのうち群発地震活動は以下のとおり５回観測された。 

 

      活 動 期 間      地震数  最大地震    有感地震数 

①  7月29日02時15分～ 7月29日04時29分   24     M1.2        0 

②  8月 4日19時05分～ 8月 7日12時39分 1300    M3.2          2 

③  8月 9日00時02分～ 8月10日03時51分  292     M1.8          0 

④  8月11日06時56分～ 8月12日11時09分    89     M2.4          0 

⑤  2月25日18時29分～ 2月26日00時46分    31     M2.3          1 

 

平成21年度中に当所で観測した箱根火山の日別地震発生数と月別地震発生回数を、表6.5.1.-2と図

6.5.1.-4に示した。なお、傾斜観測・光波測量・GPS測量による地殻変動観測では、これらの地震活動に

関連する前駆的な変化は認められていない(図6.5.1.-5－図6.5.1.-7)。 

（注）表6.5.1.-2に示した地震数は、当所の連続記録等によって検出された全ての地震数を示してい

る。また、表6.5.1.-1に掲載した箱根火山の地震数は、表6.5.1.-2の地震のうち震源決定できた数を示

している。 

 

３．臨時地震情報部会開催記録 

温泉地学研究所地震・地殻変動などによる緊急時措置要領にもとづく臨時地震情報部会は、箱根火山

の群発地震や県西部地域における震度４以上の有感地震が発生した際に開催している。 

平成21年度は上記の5回の箱根群発地震と8月11日駿河湾の地震(M6.5)に伴い県西部地域で震度4が観測

された地震および2月28日チリ地震により津波警報が発令されたことにより、計７回開催された。 



- 49 - 

 

4444月月月月 97979797 13131313(((( 1111 )))) 19191919 5555 1111 3333 0000 138138138138 (((( 1111 ))))

5555月月月月 158158158158 35353535 21212121(((( 1111 )))) 6666 2222 5555 0000 227227227227 (((( 1111 ))))
6666月月月月 65656565 21212121 26262626 5555 2222 4444 0000 123123123123 (((( 0000 ))))
7777月月月月 38383838 18181818(((( 1111 )))) 17171717 5555 0000 1111 0000 79797979 (((( 1111 ))))

8888月月月月 1219121912191219(((( 2222 )))) 16161616 ((((1111 )))) 9999 2222 1111 2222 1111 1250125012501250 (((( 3333 ))))
9999月月月月 49494949 29292929(((( 1111 )))) 14141414 9999 2222 3333 2222 108108108108 (((( 1111 ))))
10101010月月月月 33333333 16161616 25252525 8888 4444 3333 3333 92929292 (((( 0000 ))))

11111111月月月月 36363636 13131313 27272727 4444 1111(((( 1111 )))) 2222 0000 83838383 (((( 1111 ))))
12121212月月月月 36363636 20202020 18181818 0000 5555 834834834834(((( 36363636 )))) 1111 914914914914 ((((36363636 ))))
1111月月月月 10101010 17171717 18181818(((( 1111 )))) 10101010 3333 50505050(((( 1111 )))) 0000 108108108108 (((( 2222 ))))

2222月月月月 58585858(((( 1111 )))) 13131313 15151515 12121212(((( 1111 )))) 2222 17171717 0000 117117117117 (((( 2222 ))))
3333月月月月 31313131 12121212 12121212 4444 2222 7777 1111 69696969 (((( 0000 ))))

累積数累積数累積数累積数 1830183018301830(((( 3333 )))) 223223223223(((( 4444 )))) 221221221221(((( 2222 )))) 70707070(((( 1111 )))) 25252525(((( 1111 )))) 931931931931(((( 37373737 )))) 8888(((( 0000 )))) 3308330833083308 ((((48484848 ))))

静岡東部静岡東部静岡東部静岡東部 計計計計箱根箱根箱根箱根 足柄平野足柄平野足柄平野足柄平野丹沢山地丹沢山地丹沢山地丹沢山地 県東部県東部県東部県東部 相模湾相模湾相模湾相模湾 伊豆伊豆伊豆伊豆

6.5.1.地震観測施設等運営(つづき) 

 
表6.5.1.-1 2009 (平成21)年4月～2010(平成22)年3月までに震源決定した地震数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注）（ ）内の数字は有感地震数。地域区分は右図参照。                               図6.5.1.-1 地域区分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     図6.5.1.-2 県西部地域の震源分布(平成21年度)             図6.5.1.-3 箱根火山の震源分布(平成21年度) 
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図6.5.1.-4 箱根火山の月別地震発生回数(平成21年度) 

表6.5.1.-2 箱根火山の日別地震発生回数 

 （箱根カルデラ内の観測点でS-P時間が2秒以下の地震） 
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6.5.1.地震観測施設等運営(つづき)  

図6.5.1.-5 傾斜観測結果（平成21年度）左図：南北成分、右図：東西成分 

図6.5.1.-6 光波測量結果（平成21年度）左図：小田原測量網、右図：箱根測量網 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図6.5.1.-7 ＧＰＳ測量結果（平成21年度） 
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6.5.2.地震予知研究調査 (平成21年度) 

事業名 地震災害対策計画事業費 細事業名 地震災害対策計画調査事業費 

個別課題 地震予知研究調査 予算額 296,000円 
実施期間 昭和51(一部平成元)年度 ～ □新規 ■継続 □中断 □終了 
担当者 伊東 博、板寺一洋、原田昌武 

目的  地下水位、温泉温度等の観測による地震の予知研究を行う。 

概要 

県西部地域に設置した６本の地下水位観測井、18ヶ所の民間の観測井(なまずの会)における地下水位

や温泉温度等の観測デ－タを整理、解析して地震との関係を検討した。その結果、本年度は地下水位や

温泉温度に地震の前兆異常変化は認められなかったが、地震にともなうコサイスミックな水位変化は７

回観測された。 

成果 

県西部地域に配置した６ヶ所の地下水位観測施設のテレメ－タ観測結果によれば、地震の前兆と判

断される異常変化は認められなかった(図6.5.2.-1)。地震に関連した水位変化としては、表6.5.2.-１

に示した７回の地震に伴い、水位上昇、水位低下などが観測された。そのうち最も大きな変化は、平

成21年8月11日駿河湾で発生したM6.5の地震の際に、湯本観測施設で観測された、約20cmのコサイスミ

ックな水位上昇であった。 

｢なまずの会｣では18ヶ所で地下水位・温泉温度の観測が行われたが、地震に伴う前駆的な異常変化は

認められなかった。 

 

 

 

 

表6.5.2.-1  地震に伴って現れた水位変化(平成21年度) 

図 6.5.2.-1 地下水位観測結果(平成 21 年度) 
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6.5.3.｢なまずの会｣概要 (平成21年度) 

事業名 地震災害対策計画事業費 細事業名 地震災害対策計画調査事業費 

個別課題 ｢なまずの会｣ 予算額 296,000円(再掲) 
実施期間 昭和51年度 ～ □新規 ■継続 □中断 □終了 
担当者 原田昌武、伊東 博 

目的 

なまずの会は温泉地学研究所に事務局を置き、地震に関心をもつ会員によって構成され、地下水位、

温泉温度等の観測・地震に関する知識の普及・地震に関する情報の交換等を行うことを目的に組織され

たボランティアグループである。 

概要 

(１)会 員 数 ････････････････････････････････････ 174人 

都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 

神奈川 

愛知 

宮城 

兵庫 

99 

6 

4 

2 

東京 

群馬 

岐阜 

24 

2 

1 

 

静岡 

茨城 

秋田 

9 

2 

1 

 

千葉 

長野 

京都 

8 

3 

2 

 

埼玉 

石川 

三重 

7 

3 

1 

 

県内 99人 ＋ 県外 75人 ＝ 合計 174人 

 

(２)観測者数 ････････････････････････････････････  18人 

都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 

神奈川 11 東京 2 静岡 2 愛知 1 秋田 1 

兵庫 1         

県内 11人 ＋ 県外 7人 ＝ 合計 18人 

 

(３)観測井戸 ････････････････････････････････････  18井 

 

成果 

(1)観測結果報告 

水位・温度月報、地震観測概況(温地研発行)を観測会員に毎月報告した。 

観測だより(通巻第60号)を発行した。 

 

(2)水位・温泉温度記録 

今年度は、地震活動に関連する前駆的な異常変化は観測されなかった。 

 

 

 



- 53 - 

 

6.6.受託調査研究事業 

6.6.1.温泉指導監督事業－平成21年度温泉保護対策調査 (平成21年度) 

事業名 温泉指導監督費 細事業名 温泉指導監督費 

個別課題 平成21年度温泉保護対策調査 予算額 965,000円 
実施期間 平成21年度 □新規 ■継続 □中断 □終了 
担当者 菊川城司、代田 寧 受託先 県保健福祉部生活衛生課 

目的 

箱根上地区の泉質経年変化、湯河原温泉実態調査、温泉付随ガス実態調査の3つの調査を実施した。 
①箱根温泉の保護並びに有効利用のため、箱根上地区に所在する源泉について泉質の経年変化を把握

する。 
②湯河原温泉の保護並びに有効利用のため、湯河原温泉の現状について調査する。 
③温泉の掘削および利用時における可燃性天然ガスによる事故防止対策に資するため、温泉付随ガス

の詳細な実態を明らかにするとともに、地質や温泉水成分との関係について考察する。 

概要 

①泉質経年変化の評価（箱根上地区） 
平成19～20年にかけて箱根上地区の温泉（箱根湯本温泉、塔之沢温泉を除いた箱根町内に湧出する

温泉）の一斉調査を行った結果について取りまとめた。この調査により、箱根上地区温泉の泉温や揚
湯量、溶存成分などの現況が明確になった。 
②湯河原温泉実態調査 

平成21年4月から6月にかけて、湯河原温泉の93源泉の現地調査並びに採水、成分分析を行った。今
回の調査により、湯河原温泉の泉温や揚湯量、溶存成分などの現況が明確になった。 
③温泉付随ガス調査 

平成21年度は、6源泉において温泉付随ガスおよび温泉水を採取して、温泉付随ガスの化学組成と炭
素同位体組成、ならびに温泉水の主要成分について分析し、付随ガス組成と温泉水成分や井戸深度な
どとの関係、メタン(CH４)の起源について考察した。 

成果 

①泉質経年変化の評価（箱根上地区） 
 過去に測定されたデータと併せて解析することにより、同地域内の経年変化を把握した。塩化ナト
リウムを主体とする温泉が一部単純温泉に変化しており、成分量の減少が進行していることが認めら
れた。 

図6.6.1.-1 泉質別源泉数の経年変化（3つの期間とも成分分析データがある87源泉を対象とした。） 

 
②湯河原温泉実態調査 
 泉質だけからみると昭和37(1962)年当時と湯河原温泉の状況とそれほど大きくは違っていないこと
がわかった。しかし、湯河原温泉の枯渇化の状況を把握するためには、溶存成分濃度や温度、水位な
どについて、過去の調査結果と併せた詳しい解析を行う必要がある。また、温泉の経年変化を把握し
温泉保護に資するために、今回同様の一斉調査を今後も定期的に実施することが望ましい。 
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6.6.1.温泉指導監督事業－平成21年度温泉保護対策調査（つづき） 

 

図6.6.1.-2 湯河原温泉の泉質分布（平成21年度） 

 

③温泉付随ガス調査 
 図6.6.1.-3に調査源泉の位置を、表6.6.1.-1に温泉付随ガスの組成分析結果をそれぞれ示した。結
果の概要をまとめると以下のようである。 
(1)6源泉全ての付随ガスにCH４が含まれていた。しかし、C２H６～n-C６H14はほとんど含まれておらず、

温泉に付随する可燃性天然ガスは予想されたとおりほぼCH４のみであった。 
(2)井戸深度が1000m以上のいわゆる大深度温泉では、付

随ガス中のCH４濃度が高く、4源泉のうち3源泉でCH４
濃度が90vol％以上という結果であった。また、温泉
水は塩化ナトリウム（食塩）が主成分であり、CH４が
溶け込んだ化石海水を主に汲み上げていると考えられ
た。 

(3)井戸深度が72mの源泉においても、高濃度(73vol％)
のCH４を含むガスを湧出する可能性が示された。過去
の調査結果も考慮すると、井戸深度の浅い源泉でも化
石海水が含まれる場合には高濃度のCH４を湧出する可
能性があり、温泉水に含まれるCl－濃度がある程度目
安になると考えられた。 

(4)CH４の炭素同位体組成およびCH４／(C２H６＋C３H８)比
から、温泉付随ガス中のCH４は6源泉全てにおいて微
生物起源であると考えられた。 

図 6.6.1.-3 調査源泉の位置 

表 6.6.1.-1 温泉付随ガスの組成分析結果 

OOOO２２２２ NNNN２２２２ COCOCOCO２２２２ CHCHCHCH４４４４ CCCC２２２２HHHH６６６６ CCCC３３３３HHHH８８８８ i-Ci-Ci-Ci-C４４４４HHHH10101010 n-Cn-Cn-Cn-C４４４４HHHH10101010 i-Ci-Ci-Ci-C５５５５HHHH12121212 n-Cn-Cn-Cn-C５５５５HHHH12121212 n-Cn-Cn-Cn-C６６６６HHHH14141414

1111 1000100010001000 0.190.190.190.19 1.351.351.351.35 0.010.010.010.01 98.43098.43098.43098.430 0.0150.0150.0150.015 0.0020.0020.0020.002 0.0010.0010.0010.001 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000

2222 1500150015001500 0.400.400.400.40 6.446.446.446.44 0.380.380.380.38 92.70392.70392.70392.703 0.0780.0780.0780.078 0.0050.0050.0050.005 0.0010.0010.0010.001 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000

3333 1500150015001500 0.180.180.180.18 3.373.373.373.37 0.830.830.830.83 95.57695.57695.57695.576 0.0440.0440.0440.044 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000

4444 72727272 0.760.760.760.76 25.2425.2425.2425.24 0.850.850.850.85 73.14573.14573.14573.145 0.0020.0020.0020.002 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000

5555 1507150715071507 0.850.850.850.85 14.7914.7914.7914.79 1.321.321.321.32 82.99782.99782.99782.997 0.0390.0390.0390.039 0.0010.0010.0010.001 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000

6666 300300300300 0.520.520.520.52 15.5115.5115.5115.51 0.510.510.510.51 83.45883.45883.45883.458 0.0060.0060.0060.006 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000 0.0000.0000.0000.000

No.No.No.No. 温泉付随温泉付随温泉付随温泉付随ガスのガスのガスのガスの組成組成組成組成（（（（volvolvolvol％）％）％）％）井戸深度井戸深度井戸深度井戸深度
（ｍ）（ｍ）（ｍ）（ｍ）
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6.6.2.急傾斜地計画調査事業－大涌沢地すべり対策調査 (平成21年度) 

事業名 急傾斜地計画調査費 細事業名 急傾斜地計画調査費 

個別課題 大涌沢地すべり対策調査 予算額 250,000円 
実施期間 昭和53年度 ～ □新規 ■継続 □中断 □終了 
担当者 小田原 啓・萬年一剛 受託先 県県土整備部小田原土木事務所 

目的 

大涌沢地すべり対策事業の基礎資料とするため、地温分布調査(小田原土木事務所調査)結果から放熱

量の経年変化を求める。 

概要 

昭和28（1953）年に早雲山で大規模な地すべりが発生し、死者10名を出す被害となった。これを契

機に県土木部では地すべり対策事業を大涌谷、早雲山で開始した。放熱量調査については、昭和50

（1975）年から温泉研究所が大涌谷－神山登山道まで拡大した噴気活動の調査を実施したが、その後

小田原土木事務所による地すべり対策の一環として継続的なデータが取得され、温泉地学研究所が解

析をおこなっている。 

成果 

(1)取り扱った平成19年度測定（平成20年１月25日〜2月10日実施）は、単年度事業で全地域にわたり

地中温度分布を測定する方式に変更してから６回目の測定である。 

(2)平成14年度調査で新たに見いだされた噴気地帯は今回の調査（平成20年度測定）でも確認された

が、拡大傾向はみられなくなった。 

(3)本年度地温分布調査範囲における熱伝導および自然噴気による放熱量はそれぞれ、58kcal/sec、

1089kcal/secで合計1147kcal/secであった。（図6.6.2.-1） 

(4)本年度の、大涌沢地域の蒸気井および湧泉による放熱量はそれぞれ、2033kcal/sec、470kcal/sec

で合計2503kcal/secであった。 

(5)熱伝導および自然噴気による放熱量は前年度とほぼ同じであった。これまでの噴気域の拡大は、平

成13 (2001) 年の箱根群発地震およびそれと同時に起きた52号井の暴噴事故との関連が疑われる

が、熱伝導および自然噴気による放熱量は昨年度まで５年間で連続して増加傾向を記録していたも

のの、今年度の調査では、これまでの上昇ペースから初めて横ばいへと傾向が変わった。この変化

が一時的なものか、それとも横ばいから下降へと向かう端緒なのかは現時点では不明であるので、

今後も注意深く見ていく必要がある。 

 
図6.6.2.-1 大涌沢地すべり防止地域全域における熱伝導および自然噴気による放熱量の経年変化 
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6.7.県外調査関連 (平成21年度) 

調 査 目 的 年月日 調査関係者 場所 報告書等 

霧島火山帯の熱的調査 21. 5.30～ 6. 2 棚田俊收 鹿児島県霧島 復命書 

深部地下水の研究についての情
報収集 

21. 6.15 板寺一洋 
棚田俊收 

千葉県 石油資源開発
株式会社 

復命書 

神縄・国府津－松田断層帯にお
ける重点的な調査観測の資試料
調査 

21. 9. 7～ 9. 小田原啓 島根県 島根大学総合
理工学部 

復命書 

活断層学会 21.11. 7 本多 亮 
棚田俊收 
小田原啓 

東京都 東洋大学 復命書 

地殻変動連続観測研究集会 21.12. 3～ 4 本多 亮 
原田昌武 

京都府 京都大学防災
研究所 

復命書 

瑞浪超深地層研究所坑道等施設
見学、および東濃地震科学研究
所のテレメータシステム・観測
施設見学・情報交換 

22. 2. 8～ 9 本多 亮 
原田昌武 
小田原啓 

岐阜県 東濃地震科学
研究所 

復命書 

首都直下プロジェクトに関連す
る研究成果、および解析手法に
関する情報の取得 

22. 2.23～24 行竹洋平 京都府 京都大学宇治
キャンパス 

復命書 

 

6.8.共同研究 (平成21年度) 

期間 共同研究機関 研究テ－マ 担当者 

17. 4. 1 
22. 3.31 

(独)産業技術総合研究所 神奈川県西部地震および東海地震の予測のための
地下水観測・研究 

棚田俊收 
板寺一洋 

20. 4. 1 
22. 3.31 

(独)防災科学技術研究所 伊豆衝突帯周辺域における詳細な震源および応力
場分布の推定 

行竹洋平 

20. 4. 1 
25. 3.31 

文部科学省受託研究 
（名古屋大学分担） 

ひずみ集中帯の重点的調査観測・研究（GPS 観測
による詳細なひずみ分布の解明） 

原田昌武 

20. 9. 1 
23. 3.31 

(独)防災科学技術研究所 GPS による神奈川県西部地震震源域周辺の地殻変
動観測に関する共同研究 

原田昌武 

21. 4. 1 
22. 3.31 

東京大学地震研究所 
特定共同研究(A) 

伊豆衝突帯周辺域におけるテクトニクスに関する
研究 

行竹洋平 

21. 4. 1 
22. 3.31 

生命の星・地球博物館、東
海大学 

芦ノ湖湖底の微地形および地質構造に関する調査 小田原啓 

21. 4. 1 
22. 3.31 

東京大学地震研究所 
特定共同研究(B) 

関東地方の地震テクトニクス 本多 亮 

21. 4. 1 
22. 3.31 

東京大学地震研究所 総合集中観測による内陸域の歪・応力蓄積集中過
程の解明 

棚田俊收 

21. 4. 1 
22. 3.31 

東京大学地震研究所 "首都直下地震防災・減災特別プロジェクト：①
首都圏周辺でのプレート構造調査，震源断層モデ
ルの構築等 （１）地震計を用いた自然地震観測
によるプレート構造調査" 

棚田俊收 

21. 4. 1 
23. 3.31 

法政大学文学部 県内主要湧水の水質および安定同位体比による地
下水流動系の把握と湧水マップの作成 

宮下雄次 

21. 4. 1 
23. 3.31 

(独)産業技術総合研究所 関東南西部の温泉に付随する可燃性天然ガスに関
する地質学的・地球化学的研究 

代田 寧 
小田原啓 
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7.その他の事業の概要 

7.1.総合研究システム運営 (平成21年度) 

事業名 温泉地学研究所総合研究システム運営費 細事業名 総合研究システム運営費 

個別課
題 

総合研究システム運営 予算額 18,298,000円 

実施期
間 

平成９年度 ～ □新規 ■継続 □中断 □終了 

担当者 行竹洋平、本多 亮、原田昌武 

目的 

温泉地学研究所総合研究システムとして、所内ネットワークシステム、地震活動監視支援システ

ム、ネットワーク端末パソコン管理、会議室映像システムの維持・運営を行う。 

概要 

所内ネットワークシステムの通信回線維持及び地震活動監視支援システムのハードウェアとソフト

ウェアの保守点検を実施するとともに､ネットワーク端末パソコン及び会議室映像システムの管理運用

を行った｡ 

成果 

○所内ネットワークシステム 

平成20年度3月に当初のメールサーバにスパムメールフィルタリング機能を追加し、それらの維持管

理を行った。平成21年度12月に当所のファイアーウオールの更新を行った。 

 

○地震活動監視支援システム 

地震活動監視支援システムでは、定期点検・オンコール対応を主体とした保守委託契約を行い、12

月にシステムの定期点検を実施し、システムの維持・運営を行った。 

 

○ネットワーク端末パソコン管理 

平成20年度４月に所内ネットワークに接続されている個別端末パソコン（17台）および白黒プリン

ター（6台）を5年リースにより契約し更新し、今年度はそれらの維持・管理を行った。 

 

○会議室映像システム 

 会議室映像システムでは、平成16年度にシステム全般の更新、平成17年度に書画カメラの更新を行

い保守の軽減化を図ったため、委託保守は行わず、当所職員により適切なシステムの維持・運営を行

った。 
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7.2.地下水総合保全対策推進事業 (平成21年度) 

事業名 地下水対策推進費 細事業名 地下水総合保全対策推進費 

個別課題 土壌・地下水汚染対策 予算額 315,000円 
実施期間 平成５年度 ～ □新規 ■継続 □中断 □終了 
担当者 宮下雄次、菊川城司、板寺一洋、小田原 

啓 
受託先 県環境農政部大気水質課 

目的 

県内の土壌・地下水汚染問題について、調査・研究・情報の収集を行い、各行政機関の支援を行う。 

概要 

○各地域県政総合ｾﾝﾀｰ環境部が主催する土壌・地下水汚染防止対策検討会における科学的・技術的支援 

○県大気水質課が主催する土壌・地下水汚染防止対策連絡会議における科学的・技術的支援 

○硝酸性窒素に関する連絡調整会議への参画。 

○県内自治体、事業所等からの相談への対応。 

成果 

表7.2.-1に示す検討会等に出席し、科学的・技術的支援を行った。 

 

表7.2.-1 各種検討会等への出席及び資料提供回数 

会議名 
出席 

回数 

資料 

提供 

横須賀三浦地域県政総合C 検討会 2 0 

湘南地域県政総合C 検討会 2 0 

県央地域県政総合C 検討会 2 0 

土壌・地下水汚染防止対策連絡会 1 1 

県央地域地下水保全ブロック会議 1 1 

三浦市硝酸性窒素対策打合せ会 1 0 

計 9 2 
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7.3.地震・プレート構造調査研究事業（首都直下地震防災・減災特別プロジェクト） (平成21年度) 

事業名 研究調査費 細事業名 温泉地学研究所受託研究費 

個別課題 首都圏周辺でのプレート構造調査、震
源断層モデル等の構築等 

予算額 24,000,000円 

実施期間 平成19年度～平成23年度 □新規 ■継続 □中断 □終了 
担当者 棚田俊收、本多 亮、行竹洋平、原田昌武、伊東 博、杉原英和、吉田明夫 

目的 

神奈川県温泉地学研究所は、首都圏（神奈川県内）に中感度地震観測網を構築して自然地震を観測

し、このデータに基づいて伊豆衝突帯の地震活動調査によるプレート構造調査研究を行う。 

概要 

文部科学省は、首都直下で発生すると考えられるＭ７程度の地震の詳細（震源域、将来の発生可能

性、揺れの強さ）の詳細を明らかにするため、「首都直下地震防災・減災特別プロジェクト」を、平

成19年度から５か年間で実施している。 

温泉地学研究所はこのプロジェクト内の「① 首都圏周辺でのプレート構造調査、震源断層モデル等

の構築等」課題を東京大学地震研究所と共同で取り組んでおり、平成20年度は県内に本提案機器を１

点、平成20年度には５点、平成21年度には４点設置した。 

成果 

業務目的を達成するために、 

(1)今年度は神奈川県内小学校の４箇所に新たに中感度地震観測装置を設置した。 

(2)平成 19 年度から観測を継続している神奈川県内小学校等の６観測点の維持管理をおこない、併せ

て計10箇所分の観測データを地震研究所へ転送した。 

(3)これらのデータは地震研究所経由で温泉地学研究所の地震観測処理システムにも転送し、震源分布

や発震機構の解析を通して伊豆衝突帯の地震活動およびプレート構造調査を進めた。 

図 7.3.-1 首都直下地震防災・減災特別プロジェクト観測点配置と温地研担当観測点 
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7.4.神縄・国府津－松田断層帯における重点的な調査観測 (平成21年度) 

事業名 政策交流推進費 細事業名 政策推進受託研究事業費 

個別課題 神縄・国府津－松田断層帯 における重
点的な調査観測 

予算額 1,000,000円 

実施期間 平成21年度～平成23年度 ■新規 □継続 □中断 □終了 
担当者 棚田俊收、小田原啓、行竹洋平、本多 亮、原田昌武、杉原英和、吉田明夫 

目的 

文部科学省による「神縄・国府津－松田断層帯における重点的調査観測」を受けて、 (1)断層帯の

三次元的形状及び断層帯周辺の地殻構造解明のための調査観測、(2)断層活動履歴や平均変位速度の解

明のための調査観測を東京大学地震研究所等の関係機関と協力し、実施する。 

 

概要 

(1)神縄・国府津－松田断層帯北縁部（箱根火山-丹沢山地)の地震活動と構造不均質の調査 

既存の東京大学地震研究所の地震観測網および防災科学技術研究所等の基盤的観測網のデータに基

づき、箱根火山と丹沢山地でおこなわれている採石発破を利用して、震源決定の精度を検討する。ま

た、これまでの地震活動の震源・発震機構解再決定の予備的解析を実施し、神縄・国府津－松田断層

帯北縁帯に関する概観的モデルを得る。 

(2)地質学的手法に基づく国府津－松田断層帯北縁部の活断層に関する調査研究 

これまで大都市大震災軽減化特別プロジェクト（大大特）として防災科学技術研究所により、丸山

において 2000m 級ボーリングが 1 本、数十 m 級ボーリングが 2 本掘削されている。従って平成 21 年

度は、これら既存のボーリング資料の整理および精査を行い、また現地踏査を行い、次年度以降のボ

ーリング掘削地点の選定を行う。 

成果 

(1)神縄・国府津－松田断層帯北縁部（箱根火山-丹沢山地)の地震活動と構造不均質の調査 

丹沢山地でおこなわれている採石発破を利用して、神縄・国府津－松田断層帯北縁帯に震源決定の

精度を検討した。解析にあたっては、採石場現地での臨時観測に加え。既存の温泉地学研究所の地震

観測網および防災科学技術研究所等の基盤的観測網のデータを使った。また、これまでの地震活動の

発震機構解についてとりまとめをおこなった。 

 

(2)地質学的手法に基づく国府津－松田断層帯北縁部の活断層に関する調査研究 

現地における地質調査ならびに予備的ボーリング調査を実施した。既存のボーリング資料の整理お

よび精査した結果と比較すると、今回の予備的ボーリング調査地点と大大特の2000m 級ボーリング地

点間に、断層が存在する可能性を示すことができた。この結果をもとに、平成 22 年度の掘削候補域

案を検討した。 
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7.5.地震・火山観測網強化事業 (平成21年度) 

事業名 研究調査費 細事業名 地震・火山観測網強化事業費 

個別課題 地震・火山観測施設更新及び増設 予算額 38,478,000円 
実施期間 平成20年度 ～平成24年度 □新規 □継続 ■中断 □終了 
担当者 伊東 博、棚田俊收、板寺一洋、本多 亮、原田昌武、行竹洋平、杉原英和 

目的 地震・火山観測機器の更新、増設を行い、観測網の強化を図る。 

概要 

温泉泉地学研究所における地殻変動、地震活動、火山活動等の観測機器の更新や増設を行い、観測

網を強化することにより、地殻変動によりひずみが蓄積している地域の特定や県西部地震のメカニズ

ムの解明等を進め、県西部地震や箱根火山噴火の前兆現象の把握に資する。 

成果  

１．事業の中断 

本事業は、現在の観測施設による観測機能の高度化及び観測システムの充実強化を図るために、H19

年の政策課題調整において政策課題として認められ３箇年の整備事業として予算化された。その後、

平静21年度事業の予算調整により整備スケジュールは3カ年から5カ年に変更されたが、財政事情の悪

化に伴い、平成22年以降の計画は中断となった。 

 

２．平成21年度の整備 

平成21年度は、既存の４地点（箱根、真鶴、中井、山北）のGPS測量観測施設を更新し、観測精度を

向上させ、平成20年度に新たに整備した４地点のGPS観測施設と合わせ、観測密度を高めることによ

り、地殻変動の監視・観測体制の強化を図かった。なお、山北観測施設については、国土地理院の観

測施設の配置を考慮し、三保ダムから山北町立公民館へ移設した。 

 

 

 

 

整備年度 整備施設 

平成 20 年度

(終了) 

新設 GPS観測施設(4) 

新設 火山ｶﾞｽ・地温(3) 

更新 地震・傾斜観測施設(3) 

更新 地震観測施設(3) 

平成 21 年度

(終了) 

更新 GPS観測施設(4) 

平成 22年度 

(中断) 

更新 地震・傾斜観測施設(4) 

更新 地震観測施設(3) 

平成 23 年度

(中断) 

更新 地下水位観測施設(6) 

更新 傾斜補助観測施設(3) 

平成 24 年度

(中断) 

新設 大深度地震観測施設(1) 

表 7.5.-1 整備スケジュール 

図7.5.-1 平成21年度整備施設位置 
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7.6.温泉井掘削地質試料の受け入れ状況 (平成21年度) 

掘削地番 箱根町強羅字大涌沢1323-35 

温泉部会年月日 平成21年8月25日 議案番号 第40回、第2号議案 
許可年月日 平成21年9月12日  許可番号 生衛第420号 
許可種類 ■掘削 □増掘 □動力装置 深度／標高 832.79ｍ ／523.7ｍ 

掘削井種別 ■温泉井 □蒸気井 □水井戸 □観測井 □その他(                    ) 
掘削名義人 岩崎産業(株) 

代表取締役社長 岩崎芳太郎 
掘削工事人 日鉄鉱コンサルタント(株) 

地質資料区分 ■ボ－リングコア ■ボ－リングスライム □その他(                  ) 
地質資料 □地質柱状図  □井孔状況図  □電気検層結果 □温度検層結果   

□揚水試験結果 □揚湯試験結果 □その他(      ) 
地質試料の状況 （1）スライム試料、10～830m（ただし500m、550mを除く81試料） 

（2）コア試料 56.5-58.0m、153.0-155.6m、453.0-456.6m 
備     考 平成21年6月3日受領 

 

掘削地番 箱根町二ノ平字南長尾1297番3 

温泉部会年月日 平成22年2月13日 議案番号 第41回、第9号議案 
許可年月日 平成22年2月27日  許可番号 生衛第858号 
許可種類 ■掘削 □増掘 □動力装置 深度／標高 401.2ｍ ／760ｍ 

掘削井種別 □温泉井 ■蒸気井 □水井戸 □観測井 □その他(                    ) 
掘削名義人 藤田観光(株) 

代表取締役 末澤和政 
掘削工事人 ジオテクノス(株) 

地質資料区分 ■ボ－リングコア ■ボ－リングスライム □その他(                  ) 
地質資料 ■地質柱状図  ■井孔状況図  ■電気検層結果 ■温度検層結果   

□揚水試験結果 □揚湯試験結果 ■その他( 蒸気量測定結果 ) 
地質試料の状況 （1）スライム試料 

（2）コア試料（縮分） 236m、255m、305m、344.9m、395.4m 
備     考 平成21年7月24日受領 

 

7.7.地質試料整理状況－薄片製作状況 (平成21年度) 

採取月日 採取地 ／ 試料名称 名称 ／ 深度GL(ｍ) 枚数 薄片番号 

H 1. 不明 山梨県富士吉田市 
 東京大学地震研究所 

FJ3調査井BC 

416.8m､619.2m   2 RM01501-416.8 
RM01501-619.2 

15. 6.27 
  
  

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 
 
 

ﾋﾟﾅﾂﾎﾞ火山 転石(軽石) 
   〃    転石(溶岩) 
ﾏﾖﾝ火山 2001年溶岩 

3 RM03071 
RM03072 
RM03073 

    11.21 
 

山北町山北 
 

Lover C lower 
   〃   upper 

2 031121e3 
031121e4 

    11.23 
 

東京都神津島村 
大黒根ﾄﾝﾈﾙ 

大黒根ﾄﾝﾈﾙ その1～その3 
 

3 RM03061-1 
～  -3 

 16. 9. 1 箱根町元箱根字旧札場
164-8 箱根高原ﾎﾃﾙBS 

10s､20s、50s～300s 28  RM04103-010s 
～   030s 

 17.10.22 箱根町仙石原 火山弾(推定)その1、その2   2 RM05031-1 
RM05031-2             

18.11.30 箱根町宮城野 桜橋上流 安山岩ﾌﾞﾙｯｸ その1～3 3 RM06014-1 
～  -3 

19. 9. 8 北海道茅部郡森町 
道道778号沿い（地表） 

訓縫層安山岩 1 07090801 

    10. 2 北海道茅部郡森町 
 森地熱発電所BC 

553.3m､603.8m､658.8m､700m､748.1m､
808.8m ､ 850.1m ､902.6m ､ 900m ､ 1061m ､
1102m 

  11 KX3-553.3 
～  1102 

 21. 6. 3 箱根町強羅字大涌谷 
1323-35 
岩崎産業3号BC 

058m､153.6m､453m､    3 RM09101-058 
   ～   453 
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7.7.地質試料整理状況－薄片製作状況（つづき） 
採取月日 採取地 ／ 試料名称 名称 ／ 深度GL(ｍ) 枚数 薄片番号 

 21. 6.18 箱根町宮城野 
 宮城野第62号BC 

236m､255m､305m､323.4m､390.25m    5 RM09102-236 
～   390.25 

     7.14 秦野市曽屋 葛葉川Klp-16相当ﾛ-ﾑ    1 090714 lower 

    10.16 静岡県裾野市 長尾峠北西拡幅現場 ｽﾊﾟｯﾀ-(推定)その1 
長尾峠北西拡幅現場 ｽﾊﾟｯﾀ-(推定)その2 

   2 RM09011-1 
RM09011-2 

 不明        － 
          － 
        － 
静岡県 ｶﾜｺﾞ平 

GoP-1 斜長石 
TAI-1 輝石 
TAI-1 斜長石 
Kg-1 斜方輝石 
Kg-1 斜長石 

   1 
   1 
   1 
   1 
   1 

A001-PL1 
A007-PXN1 
A007-PL1 
A013-OPX1 
A013-PL1 

北海道茅部郡森町 石倉層降下火砕物 8試料    8 
 
 
 
 
 
 

A041-PL1 
A041-HB1 
A042-PL1 
A042-HB1 
A043-PL1 
A043-HB1 
A044-PL1 
A044-HB1 

石倉層火砕流堆積物 6試料    6 
 
 
 
 

A045-HB1 
A045-PL1 
A046-HB1 
A046-PL1 
A047-HB1 
A047-PL1 

厚木市棚沢 中津川 Tn 6その2 
Tn 6その3 
Tn 6その4 
TN 7 
Tn 8 
Tn 9 

   6 
 
 
 
 
 

NLT300145hb1 
NLT300146hb1 
NLT300147hb1 
NLT300148hb1 
NLT300149hb1 
NLT300152hb1 

 厚木市棚沢 中津川 Tn10その1 
Tn10その2 
Tn10その3 
Tn10その4 
Tn10その5 
A032-HB1 
A033-HB1 

   7 
 
 
 
 
 
 

NLT300153hb1 
NLT300154hb1 
NLT300155hb1 
NLT300156hb1 
NLT300157hb1 
NLT300158 
NLT300159 

小田原市水之尾 A034-HB1    1 NLT300196 
学生技術指導 粒子別試料        WADA:500～250ﾐｸﾛﾝ 

250～125ﾐｸﾛﾝ 
125～ 64ﾐｸﾛﾝ 

＜ 64ﾐｸﾛﾝ 
TP:500～250ﾐｸﾛﾝ 
   250～125ﾐｸﾛﾝ 
   125～ 64ﾐｸﾛﾝ 

   7 
 
 
 
 
 
 

NO.1～7 

EPMA分析試料    7 

作  製  枚  数                                                   113枚 
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