
公益社団法人大野町シルバー人材センター

平成25年度事業報告

国内の経済は、国の様々な経済・雇用対策により景気にやや明るい兆しが見

られてきました。

当センターも「公益社団法人」として2年目を迎え法律に定められた公益事

業の拡大を図ってまいりました結果、請負・委任の受託事業の実績は、受注件

数1，452件（前年度比2．3％増）、契約額115，779千円（前年度比1．8％増）、派

遣事業の実績は、受注件数8件（前年度比14．3％増）、契約額18，087千円（前

年度比47．5％増）となりました。これも役員・会員各位のご努力と町行政当局

のご支援並びに企業、町民の皆様の温かいご理解ご協力のたまものと深く感謝

申し上げる次第であります。

しかし、会員の獲得につきましては、希望者の65歳までの雇用確保を図る「改

正高年齢者雇用安定法」が、平成25年4月1日から施行されたことにより、年

度中の入会者は28人と大変厳しい状況でした。

このような環境のもと、高齢者が長年培ってきた知識経験を生かして地域社会

に参加し社会を支えていくとともに、シルバー事業の原点である「自主・自立・

共働・共助」の基本理念の下、高齢者の能力を生かした地域社会づくりに寄与

できる事業展開を会員、役職員が一丸となって努めてまいります。

事業実績

事業（受託事業）目標に対する実績は、次のとおりとなりました。

目　　　標 們����������達成率 

会員数 �#s������ﾂ�217　　人 塔����2�

受注件数 ���3S������ﾈ��1，452　　件 涛x���2�

契約金額 ���8�3������x冷�115，779　千円 ���(���2�

就業延人員 �#��3������ﾉm｢�23，068　人目 ���X���2�

就業率 涛������2�93　　％ ���8���2�



1．就業開拓提供事業

より多くの会員に就業機会の提供が受けられるよう、就業開拓を行った結

果、町行政機関をはじめ、町内各企業・町民の皆さまからご理解をいただき、

受注延件数1，460件（受託1，452件・派遣8件）のうち、新しく134件

（受託133件・派遣1件）の受注がありました。

受託事業につきましては、受注件数が延べ1，452件（前年比2．3％増）、契約金

額が115，778千円（前年比1．8％増）となり、若干ではありますが前年を上回る

結果となりました。派遣事業につきましては、発注先のご理解をいただき、受

注件数が延べ8件（前年比14．4％増）、契約金額が18，087千円（前年比47．5％増）

となりました。

1）受託（請負・委任）事業

平成24年度 兌ﾙ�ﾃ#YD�7��前年比 

会員数（年度末） 剴#�h���ﾂ�217　人 �����CX�2�

（D受注件数（延件数） 剴��3C#�������ｨﾈ��1，452（133）件 ���(�C8�2�

公共 涛�ﾈ��88　件 涛h�Cx�2�

民間（企業・事業所） ��#8��ﾈ��124　件 �����C��2�

家庭及び個人 ���3#�h��ﾈ��1，240　件 ���(�C��2�

②就業延人員 剴#��3ャ8���ﾂ�23，068　人 ���X�CH�2�

③就業実人員 剴#�����ﾂ�202　人 涛h�C(�2�

④就業率 剴度�C(���2�93．1％ 涛X�C��2�

⑤受注契約金額 剴��8�3c嶋�3塔H��冷�115，779，092　円 �����C��2�

公共 �53，034，775　円 鉄(�3##h�3Cs8��冷�98．5％ 

民間（企業・事業所） �29，578，757　円 �3H�C�塗�3�c���冷�115．6％ 

家庭及び個人 �31，085，452　円 �#��33Sh�3SS�冷�94．4％ 

⑥配分金 剴滴�3��h�3都H��冷�97，801，570　円 ���8�C��2�

⑦1件当たり配分金 剴ch�3ss8��冷�67，356　円 �����C��2�

⑧1人1日当たり配分金 剴H�3338��冷�4，240　円 涛x�C��2�

⑨実働会員1人当たり配分金 剴CS��3S����冷�484，166　円 ���x�C(�2�

⑲実働会員の月間就業日数 剴��Cx��?｢�9．5　日 �����C(�2�

※受注延件数の（）は、新規受注件数

④就業率＝就業実人員÷年度末会員数　　　　　⑦1件当たり配分金＝配分金÷受注件数

⑧1人1日当たり配分金＝配分金÷就業延人員　⑨実働会員1人当たり配分金＝配分金÷就業実人員

⑩実働会員の月間就業日数＝就業延人員÷就業実人員÷12月



2）派遣事業

平成24年度 兌ﾙ�ﾃ#YD�7��前年比 

登録会員数（年度末） �3X���ﾂ�51人 ��CX�Cx�2�

受注件数（延件数） 度��ﾈ��8　件 ���H�C8�2�

派遣就業延人員 �(�3Sc����ﾂ�3，617　人 ��C��C��2�

派遣就業実人員 �3X���ﾂ�31　人 塔��Ch�2�

派遣就業率 �����C����2�60．8　％ 田��C��2�

契約金額 ��(�3#S��3C#X��冷�18，086，897　円 ��Cx�CX�2�

会員賃金 祷�3s#��3s����冷�14，354，627　円 ��Cx�CX�2�

2．普及啓発事業

当センターの事業を多くの町民の方に理解をしていただくため、大野町広

報紙にシルバー事業の内容を掲載していただき周知を図った結果、農作業（柿

生産者）の依頼が多く、担い手不足の仕事を拡大しました。

また、10月を普及啓発月間と定め、役員・会員により就業以外の社会貢

献の一環として社会奉仕活動（公共施設の一斉清掃）を実施しました。

地区 們�郢?｢�実施場所 伜���檍蹴�

大野地区 ���ﾈ����?｢�根尾川河川敷運動公園 ��i�ﾂ�

豊木地区 ���ﾈ���?｢�野運動公園周辺 �3��ﾂ�

富秋地区 ���ﾈ���?｢�木坂ふれあい公園 ����ﾂ�

西郡地区 ���ﾈ����?｢�松山ふれあい公園 ��I�ﾂ�

鴬　地区 ���ﾈ����?｢�うぐいす公園 ��I�ﾂ�

川合地区 ���ﾈ����?｢�バラ公園 ��)�ﾂ�

入会説明会を毎月第2火曜日に開催するとともに、町広報紙に会員募集の掲

載をして会員の増強を図りましたが、「改正高年齢者雇用安定法（65歳までの

雇用確保）」の施行により厳しい結果となりました。

正会員入会説明会

開催月 伜����"�開催月 伜����"�開催月 伜����"�

4月 ����ﾂ�8月 ���ﾂ�12月 的�ﾂ�

5月 �)�ﾂ�9月 ���ﾂ�1月 ���ﾂ�

6月 的�ﾂ�10月 ���ﾂ�2月 �)�ﾂ�

7月 �,�+R�11月 ���ﾂ�3月 悼�ﾂ�

説明会参加者計35人、うち入会者28人（入会率80．0％）



1）正会員

男　　性 傚x�����ｲ�合　　計 

①前年度末会員数 ��C����ﾂ�76　人 �#�h���ﾂ�

②25年度中の入会者 ��X���ﾂ�13　人 �#����ﾂ�

③25年度中の退会者 ��h���ﾂ�11人 �#x���ﾂ�

25年度末会員数①＋②－③ ��3����ﾂ�78　人 �#�x���ﾂ�

正会員につきましては、平成25年度末会員数は男性139人、女性78人

の合計217人で、前年度末より1人の増員となりました。

入会については、「改正高年齢者雇用安定法」の施行により、28人（男性

15人・女性13人）で、団塊世代の入会者の増加を予想しておりましたが、

現状は入会者が少数でした。

賛助会員につきましては、企業・事業所のご理解をいただきまして、前年と

同じ10企業・事業所でした。

3．研修・講習事業

「担い手不足」により、今後多くの依頼が予測される農作業について、作

業の技能を習得させ、就業の機会につなげるため柿摘らい講習会を、5月に

2回開催し57人の会員が参加しました。

4．調査研究事業

就業状況や健康状態を把握するため、全会員を対象に会員現況調査を実施

し会員との面談会において聞き取りを行い、今後希望する仕事に多くの会員

が就けるよう努めていきます。

月　日 �&���ｾb�面談会場 

2月18日 囘ﾉm�&霎h檍蹴�中央公民館 
大野地区会員 �(h匣ﾏij���

2月19日 儻咽�&霎h檍蹴�第3公民館 
全地区会員 �(h匣ﾏij���

2月20日 �x�Y�ﾈﾘy&霎h檍蹴�第6公民館 
西郡地区会員 ��cHﾏij���

2月21日 ��9&霎h檍蹴�中央公民館 



5．相談事業

入会を希望する高齢者のために、毎月第2火曜日（センター施設内）に入

会説明会のおりに、就業相談を実施するとともに、常時、町民及び会員に対

し、就業相談を実施しました。

6．安全・適正就業推進事業

安全就業につきましては、「安全就業ガイド」のパンフレットを各職群の代

表者に配布し、就業中・就業途上事故ゼロを目標に安全対策の推進を図って

まいりました結果、本人傷害事散1件で前年の5件から減少しました。
一方、対物賠償事故については3件発生し、前年の1件から増加し、事故の内

容を分析しますと、ちょっとした油断、不注意による事故で、引き続き安全対

策の強化を図っていきます。

適正就業につきましては、各職群の代表者（24人）と「適正な受託と就業」

について検討勉強会を開催し、適正就業の周知を図りました。また、「請負・

委任」にそぐわない依頼に対しては、発注先のご理解をいただき派遣事業への

対応に努めました。

7．総会・理事会の開催

定款に基づく会議は、次のとおり実施しました。

・総会

開催日 兩�ﾙ��Xｶ8ﾈ磯hﾘ��

5月24日 兌ﾙ�ﾃ#YD�7�.磯��ﾘ橙�

【報告事項】 

報告第1号　平成24年度収支補正予算報告の件 

報告第2号　平成25年度事業計画及び収支予算報告の件 

【議決事項】 

第1号議案　平成24年度事業報告承認の件 

第2号議案　平成24年度決算報告承認の件 

第3号議案　定款の一部変更の件 

第4号議案　理事長に対する権限委任の件 



・理事会

開催日 亳8ﾈ磯hﾘ��

5月8日 ��c���yﾘ馼橙�

第1号議案　正会員の入会承認の件 

第2号議案　平成24年度収支補正予算承認の件 

第3号議案　平成24年度事業報告承認の件 

第4号議案　平成24年度決算報告承認の件 

第5号議案　定款の一部変更の件 

第6号議案　理事長に対する権限委任の件 

第7号議案　平成25年度定時総会招集決定の件 

7月29日 ��c(��yﾘ馼橙�

第8号議案　正会員の入会承認の件 

第9号議案　平成25年度収支補正予算承認の件 

11月5日 ��c8��yﾘ馼橙�

第10号議案　正会員の入会承認の件 

第11号議案　平成25年度上期会計・業務報告承認の件 

第12号議案　平成25年度収支補正予算承認の件 

第13号議案　事務費の額変更の件 

1月27日 ��cH��yﾘ馼橙�

第14号議案　正会員の入会承認の件 

第15号議案　職員就業規則の一部変更の件 

第16号議案　理事及び監事の選考要綱の一部変更の件 

第17号議案　車両（軽自動車）の件 

3月20日 ��cX��yﾘ馼橙�

第18号議案　正会員の入会承認の件 

第19号議案　固定資産（什器備品）廃棄処分の件 

第20号議案　平成25年度収支補正予算承認の件 

第21号議案　平成26年度事業計画（案）承認の件 

第22号議案　平成26年度収支予算（案）承認の件 

・監事の監査

開催日 �>�����vR�

4月25日 兌ﾙ�ﾃ#ID�7以亥ｨｬHﾛ��Xｼik�ｬHﾛ��

10月28日 兌ﾙ�ﾃ#YD�7��8ｯｨ檍ﾇhｬHﾛ��Xｼik�ｬHﾛ��



・理事長、副理事長、常務理事（三役）会議

理事会に提出する議案案件等を審議、また事務局から事業の実施状況等の報告を

受け課題等を検討

4月16日 ��c���蕀o�檍ｶ2�6月17日 ��c(��蕀o�檍ｶ2�

7月17日 ��c8��蕀o�檍ｶ2�8月19日 ��cH��蕀o�檍ｶ2�

9月19日 ��cX��蕀o�檍ｶ2�19月21日 ��ch��蕀o�檍ｶ2�

11月18日 ��cx��蕀o�檍ｶ2�12月16日 ��c亜�蕀o�檍ｶ2�

1月20日 ��c弌�蕀o�檍ｶ2�3月10日 ��c����蕀o�檍ｶ2�



平成25年度事業資料

1．地区別正会員数　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年3月31日現在

地　　区 ��ｸ��¥｢�佗b�構成比 

男性 傚y�ｲ�

大野地区 �3����ﾂ�16　人 鼎h���ﾂ�21．2％ 

豊木地区 鼎X���ﾂ�21　人 田h���ﾂ�30．4％ 

富秋地区 �#h���ﾂ�15　人 鼎����ﾂ�18．9％ 

西郡地区 ��x���ﾂ�12　人 �#����ﾂ�13．4％ 

鴬地区 ��H���ﾂ�4　人 ������ﾂ�7．0％ 

川合地区 度���ﾂ�10　人 ��x���ﾂ�7．8％ 

合　計 ��3����ﾂ�78　人 �#�x���ﾂ� 

2．年齢別会員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年3月31日現在

年齢別 ��ｸ��¥｢�佗b�構成比 
男性 傚y�ｲ�

60歳～64歳 ��(���ﾂ�6　人 ������ﾂ�8．3％ 

65歳～69歳 鼎����ﾂ�25　人 都8���ﾂ�33．6％ 

70歳～74歳 鉄(���ﾂ�24　人 都h���ﾂ�35．0％ 

75歳～79歳 �#����ﾂ�20　人 鼎����ﾂ�18．9％ 

80歳以上 塗���ﾂ�3　人 祷���ﾂ�4．1％ 

合　計 ��3����ﾂ�78　人 �#�x���ﾂ� 

平均年齢 都��CXﾜ��71．1歳 都��C緯�� 

（前年平均年齢） 田��Chﾜ��71．3歳 都��CXﾜ�� 

最高年齢 塔Hﾜ��83歳 �� 

3．在会期間別会員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年3月31日現在

1年未満 ��D闌��2�2年以上 的D闌��2�6年以上 悼D闌��2�10年以上 俘xﾇb�
2年未満 的D駛)i��6年未満 悼D駛)i��10年未満 

男性 ����ﾂ�14人 �3)�ﾂ�43人 悼�ﾂ�10人 �#)�ﾂ�139人 

女性 ����ﾂ�4人 ����ﾂ�15人 的�ﾂ�5人 �#��ﾂ�78人 

合計 �#��ﾂ�18人 鉄��ﾂ�58人 ��)�ﾂ�15人 鼎)�ﾂ�217人 



彗讐雲 劍,ﾂ�Lr） 披�トー 犯��の ��X�ﾃ��の ����の �,ﾂ�の ��ｸ,H�｢�

N m 班(�ﾂ��X�｢�⊂⊃ の �,ﾂ�,ﾂ�N の 披��X�X�b�1－1 Ln �����ｨ�｢�⊂⊃ ∞ I・．」 �*ﾘ,"�����X�X�H�b�十一1 （p ▼－■ 猛��ﾘ�X�ﾂ��X�ﾈ�b�（エ） ⊂⊃ m 

▼－」 披�IlJ ��X�X�X���1－1 披�N ��X�X�X��� �� ��N 

（ 剋u 畔 ����ﾂ�I－■ ��ﾈ�ﾒ�m �6x�ｲ�⊂⊃ 犯��∞ �,ﾂ�⊂） ��ﾈ�B�N ��寸 ��ﾘ�����ﾂ�∝〉 ��ｨ�｢�〇〇 �,ﾂ�（コ〕 �,ﾂ�の �*ﾘ�ﾒ�⊂＞ ��ﾈ�｢�

く ） 噴 く 雅 淋 毒 剴��X�H�b�「・」 ���X�H�b�▼・．」 ��X�ﾈ�b�1－■ ��X�X�H�b�1・．」 曝�X�H�b�N 披�N 

匝 町こ 冉ﾒ�N �6x�ｲ�く．⊂〉 �,ﾂ�L∫つ 班(,"�くエ〉 ��ﾈ�ﾒ�Lr） ��X�ﾈ�b�00 ��

寸 �*ﾙ?�,"�Lr） 犯��Ln ����H�ﾈ�"�（．⊂〉 犯��Ln 披�Ln ����

▼－イ ��X�X�b�▼－」 曝�ﾈ���▼－■ ��X�ﾈ���IlJ 薄ﾄ｢�▼・．－1 ���ﾈ���†－」 曝�ﾈ���

（ 劍�X�ﾈ���0〇 ����(,"�00 �,ﾂ�〇〇 ��ﾈ�ﾒ�⊂） ��ﾈ�ﾒ�の ����の �,ﾂ�

E ） 劍�譜�｢�0〇 ����⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ�〇〇 ��X�ﾈ�b�の ��X�ﾈ�b�∝） ���6r�（．D 犯��寸 ���ﾂ�∝） �,ﾂ�Llつ ����N �5�,"�N 犯��寸 犯��Ln 

軸 胚 碑 劍�r�▼・．■ 披�（．D �6x�ｲ�m �6x�ｲ�寸 ������⊂⊃ 班(�ﾂ�LD 披�
トー ぐ／つ ��X�｢�*ﾘ4x�"�寸 Ln ��ｵ�,"������N （X） ������4x�"�〔つ くエ〉 ��ｵ�,"����DB�の Ln ���4x�"����寸 トー �5�,"�ﾆ�,"�U⊃ 寸 ト 

（ 劍�X�｢�の ����H�ﾈ�"�寸 ����の �,ﾂ�の ��X�ﾈ�b�0〇 Lr） ▼－｝ ��X�ﾈ���N ��ﾈ�ﾒ�6r�ﾆ��

E工 ） 劍�ｨ�｢�m �*ﾘ,"�N ���ｨ爾�トー ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ �*ﾘ,"�披�,ﾂ�q⊃ くつ の く．D ����ﾂ��X�ﾈ���【■－ くつ 犯����H�X�b�⊂⊃ 寸 ��X�ﾈ���ﾆh�ﾒ�1－■ 寸 ��譜�h�｢���m 一一 犯��寸 ��ﾘ耳爾�1－1 

璧 剪� �� ��ﾂ� �� �� �� ��

N 寸1 �+X8ﾒ�6x�ｲ�トー トー ��X�ﾈ�b�ﾇ(�｢�の 寸 ��X�｢��������ﾂ�I－■ ▼・－1 ������ﾂ�*ﾘ,"�m Ln 0〇 犯ﾈ,"�*ﾘ�DB�m 【■■－ ��ﾈ,"������ﾂ�〇〇 【■－ 

くR ー■U 緒Ⅱ 剩ﾆ��の ���6r�（：に） �,�,"�の �,ﾂ�の �� �� �,ﾂ�

（ 巴 凵{－ 犯��⊂） ���｢�の ����H�ﾈ�｢�N 冉ﾒ�m �*ﾘ�8�ﾒ�1－1 �+X*ﾘ,"�くつ 披�

寸1 ��ﾈ�｢�ー－ 班(�｢�しっ �,ﾂ�の ��ﾈ�｢�（：0 ��r�（．⊂〉 �6x�ｲ�くつヽ 

1－1 寸 披�6x�ｲ�の 寸 ����ﾆ��（J⊃ Ln �,ﾂ�*ﾔｨ�ﾒ�C／つ 寸 ��X�｢����ﾂ�Ln （」⊃ ������⊂⊃ 寸 �-ﾂ�,ﾂ�⊂） の 

1111n 顛 �*ﾘ,"�くエ） ����の �*ﾘ,"�N ����Ln �������H�ﾈ�"�寸 Ln ����H�ﾈ�"��X�｢�亡・－ 1－1 �������爾�耳爾�

ぐ′つ q⊃ ��X�ﾈ����X�ﾈ�b��X耳�X�X�b�トー の ����ﾂ��ﾈ�ﾒ��X�X�b�寸 ⊂） 1・．」 ��X�X�H�b���H�ﾈ42�qつ く⊃ ▼－」 �*�,"�*ﾘ�ﾒ��X�ﾈ�b�の 冉ﾒ�〇〇 ��X�｢�Lfつ 1－■ 1－■ 

匪 �,ﾂ�∝） �,ﾂ�寸 �6x�ｲ�くつ ��ｨ�｢�くつ �,ﾂ�寸 �,ﾂ�N �,ﾂ�

▼－■ ��ﾈ�｢�⊂） ����く⊃ �8,"�Lr） �,ﾂ�N ��ﾈ�ﾒ�寸 ������ﾂ�▼・．」 

） 鮮 劍*ﾘ,"�⊂） ��ｨ�｢�寸 �,ﾂ�▼・．■ ��������ﾂ�〔に〉 ��ｨ�｢�卜 犯��しっ ���4x�"�

（．C〉 〇〇 �,ﾂ����くつ Lr） 披�ﾆh,"�の く工） 曝�ﾈ����ﾈ�ﾒ�Lr） Lrつ ���4x�"���Cつ N ��X�T｢�H�X�X���ト一 m �6x�ｲ��r�N Ln 

朝 露 献 剋� ���｢�N ����ﾂ�∝〉 ��X�X�X�b�○○ 披�の �6x�ｲ�⊂つ �,ﾂ�N 犯h,"�
N ����D8�"�寸 ����Lfつ ����D8�"�（．Cl ���ﾒ�くつ �����寸 ���*ﾘ6��Cつ く．D 

載 ���ﾒ�N �,ﾂ�uつ �,ﾂ�N �,ﾂ�m �6x�ｲ�【、－ ���ﾒ�∝〉 猛�

N ▼－■ �,ﾂ��X�ﾈ�b�（．⊂〉 1・．■ ���ﾃ���ﾈ�ﾒ�寸 一一 披��X�｢�の く．C〉 ���ﾃ��,ﾂ�Llつ トー �6x�ｲ��ﾘ�ﾂ�1－■ Llつ �,ﾂ����ﾂ�ト一 寸 

〇〇 ▼－■ ��X�｢��X�ﾈ�b�寸 の 猛����Ln Cつ 犯����∞ 〇〇 ��ﾈ�ﾒ�,ﾂ�N N �*ﾘ,"�,ﾂ�（C〉 N 曝�ﾈ���,ﾂ�q⊃ N 

弔 ����の �,ﾂ�の 披�（ヽつ ��ﾈ,"�⊂⊃ �,ﾂ�N �,ﾂ�∝） 披�m ����寸 犯��しっ �+X,��寸 ����N 猛�（ヽつ 猛�N Ln 

／‾■■■ヽ＼ 斐 義 鞋 出 潮 倡R��������N ��r�N ����D8�｢�N �6x�ｲ�【■■－ 犯h,"�Lくつ �,ﾂ�Lr） 披�

⊂＞ 1－1 �����X�X�H�b�（．D ▼－」 ����H�ﾈ�｢��X���X�b�N ▼－」 �ｨ爾��X�ﾈ���寸 1－1 ��X�X�H�b��X�ﾈ�b�m 1－■ ���｢�寸 ���4x�｢�Ln 寸 ▼・．」 

匝 雌 ��2�7ｲ�ﾇ��N��N N ��ﾈ�｢���ﾈ���寸 ▼・．」 披���H�X���⊂⊃ ▼－」 ��r��X�ﾈ�b�1－1 1－1 �,ﾂ�トー 披�Ln �����寸 N ▼－」 

旨 披�ぐ／つ �,ﾂ�の �,ﾂ�（．⊂〉 ����q⊃ ������ﾂ�⊂⊃ 披�の ��ﾈ�ﾒ�寸 ��X�ﾈ���寸 ����▼－■ ����m ��ﾈ�B�N ▼－」 ����DB�寸 班(�｢�寸 N 

頑く 埋草 騒 凵･－｛ ���ﾃ��▼・．」 ���ﾈ���▼－」 曝�ﾈ���▼・」 ��劍�X�ﾈ�b�

載 弔 凵ｼ⊃ 寸1 �,ﾂ��X�ﾈ���しっ ��X�ﾈ�b�m ��ｨ�｢�N 披�▼－」 猛�N 披�0〇 ∝） 

三 義 叫 亜 剋u 和 犯��（．⊂〉 ��ﾈ�ﾒ�の 披�N 曝�ﾈ���N ����m �*ﾘ,"�【■・－ ��

N N 披���ぐつ N 披���⊂つ N 猛���m N ��ﾈ,"���m N 猛���m N ��X�ﾈ�����

彗 載 �� �� �� �� �� �� ��

の 【、－ ���｢�6x�ｲ�N ∞ 披��ｨ�｢�寸 〇〇 �����ｨ�｢�ぐ′つ 〇〇 �����譜�"�（．D 〇〇 班(�｢��X�"�寸 〇〇 簸B�6x�ｲ�

塑 ���ﾒ�0〇 ��ｨ�｢�トー ��ｨ�｢�0〇 �4��（：こ） ���｢�CO ���4x�"�の ��寸 ����寸 ����寸1 ����寸 ����寸 ������X�ﾈ�b�寸 1－■ 猛���ﾃ��

密 ��X�ﾈ���1－■ ���X�H�b�1－1 ���ﾈ���1－■ ��X�X�H�b�1→ ���ﾈ��� �� 

Ⅲこ 劍�ﾙ*ﾂ�Ⅲこ �X+��呵 �*ﾈ�b�町： �h+���ﾈ�｢�Ⅱこ 1．1 �h+����Ⅲこ �h+��Ⅲこ 倡R����

寸 �,ﾂ�（エ） 冉ﾘ�R�∝） �,ﾂ�▼－」 �(�b�▼－」 ���C��N 猛�

寒
珊
雅
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N
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∽



鯨 凵ｼ） �,ﾂ�（エ〉 ��ｸ,��｢�ごつ 菱�H�ﾃ��寸 ������⊂＞ �,ﾂ�（ヽつ 冉ﾒ�卜 

〔に） ▼－」 �,ﾂ��X�ﾈ�b�（ヽつ N �5�,"�5�,"�の N �+(,��+��(,"�寸 ごつ 披�ﾒ�寸 C／つ �*�,"�*�,"�m CYつ 班(�｢����(,"�一一1 （．⊂） ぐつ 

叩 く 殊（ 珊く 轟） 贈 覧 佝"�+��（£〉 ー �*ﾘ�D8�"��X�X�H���N N ��儘��｢���∝） N ��ｨ�｢���∝） N ��r���⊂＞ CYつ ��ﾈ�ﾒ����(,"�⊂＞ Cつ ��X�ﾈ�b����(,"� 

匪 平 �� �� �� �� �� �� ��

（．D ▼・．■ ����DB��X�ﾈ�b�N N ��ｴB���寸 N ������Lfつ N 犯����の N ������寸 N 犯����

主璽喜 勤1聾 者て温 儂 �,ﾂ�00 �,ﾂ�Lr） ��ｸ,��"�　ト ����DB�∝） �,ﾂ�N �,ﾂ�N 

〇〇 （．⊂〉 郵,"�ﾆ��（．⊂〉 Ln 犯�����N ▼－」 犯���X�ﾈ�b�N （X〉 班(�｢��ﾈ��,"�m ⊂⊃ ���｢����DB�⊂⊃ ト 班(�｢�,ﾂ�N Ln 

の 披�（X） ��X�ﾈ���∝） ��ｨ�｢�Lr） ����DB�　ト ��ﾈ�ﾒ��X�X�S��くエ〉 ��X�ﾈ�b��X���b�【、 ⊂⊃ 

▼－」 ▼－」 猛�H�H�X���（工） ▼・－1 ��譜�"��X�X�H���ト ▼－」 �,ﾂ��X�ﾈ�b�⊂⊃ N �,ﾂ��X�ﾈ�b�⊂⊃ N 披�の ▼－」 披�N N 

嘲 駈 朝 凵ｼ⊃ ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ ���6r�⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ�くつ ��ﾈ�ﾒ�⊂〉 ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ�トー 
【、 披�00 ��ﾈ�ﾒ�▼－」 �5h,"�m ���4x�｢�〇〇 �������⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ�N 

（．D ��X�X�X�X�b�寸 ����DB�寸 披�の 班(�ﾂ�トー ��Y����∝） �*ﾘ4x�｢�（．D 

の 、一 �8,"�*ﾘ�H�ﾈ�"�（．⊂） の 披��X�｢�〇〇 しくつ ��ｨ�｢��X�｢�、－ 〔ヽつ ���4x�"�6x�ｲ�Ln 寸 �,ﾂ�+TB�〇〇 【■、－ ��ﾘ爾���爾�寸 Lr） 

トー ����⊂⊃ �ｨ�X���▼・－」 披�〔ヽつ 披�Cつ �+(,"�N �5�,"�〔∨つ 

▼－」 ��X�X�ﾃ��▼－」 ��X�ﾈ�b�▼－」 ��X�ﾈ�b�▼・－1 ��X�ﾈ42�▼－」 ��X�ﾈ���1寸1 ▼－」 

（ E �ﾂ�寸 ∝） ��X�X�B�8��,"�寸 LD �����ｨ�｢�（．⊂） の �,ﾂ����H�ﾈ�"�▼－」 の 班(�ﾂ����DB�N ∝） �5�,"�,ﾂ�【、 ∞ ��X�ﾃ��ﾆ��卜 の 

⊂つ 犯��Ln ��ﾈ�ﾒ�Lr） ��X�ﾈ�b�【、－ ����こD ����N ��ｨ�｢�（X） 

N �ｨ爾�▼－」 ��ﾈ�ﾒ�の ��ｵ�,"�Ln ��X�｢�Ln 班(�｢�▼－」 犯��（エ） 

車 ��ｨ�｢�,ﾂ�∝） ⊂⊃ �����ｸ�(,"�の 寸 畔�X,"����N （エ〉 ��X�｢���4x�"�⊂） （．⊂〉 �,ﾂ���ﾒ�N ト ��X�ﾈ�b����DB�m 【、 ��譜�"��ﾈ�ﾒ�

▼・．■ ��X�ﾈ�b�▼－」 ��X�ﾈ�b�▼・．■ ��X�ﾈ�b�1－1 ��X�ﾈ�b�▼・－」 ��X�ﾈ�b�▼－」 ��r���ﾃ��

匝 ����【、 ��X�｢�寸 ����Ln 犯��Clつ ����H�ﾈ�"�　ト �,ﾂ�▼一・・」 �+(,"�

ごつ ��X�｢�N ����⊂⊃ �,ﾂ�　ト ���4x�"�⊂⊃ �����X�ﾈ�b�⊂⊃ 寸1 �,ﾂ��X�ﾈ�b�〇〇 の 
） 革 冫⊃ 0〇 �,ﾂ��ﾈ�ﾒ�▼－」 ト �����������の ∝） 披���∞ CYつ ����DB���4x�｢�⊂〉 寸 ��X�｢�▼・・－1 氷�ﾒ�Ln ▼－」 

田 ����ﾇ(�ﾂ�寸 （エ） ��X�ﾈ�b�,ﾂ�〔Yつ ⊂⊃ ��X�｢��ﾈ�ﾒ�∝） ▼－■ 披���【、－ ▼－」 汎B���〇〇 N ��ﾈ�ﾒ���⊂つ ぐ／つ �,ﾂ�

蛋 林 劔��ｸ�b�▼－」 ��X�ﾈ�b�▼－」 ��X�ﾈ�b�▼→ ��X�ﾈ�b�▼－」 ��X�ﾈ�b�N ▼・一l 

載 弔 ��ﾈ�ﾒ�寸 氷�ﾒ�⊂⊃ 披�寸 �*ﾘ4x�"�N ����H�ﾈ�"�（エ〉 ��X�｢�くつ ����

L【つ 一一 ����ﾆ��CYつ 寸 �����+(,"�の くエ〉 ����ﾂ��ｨ�｢�一・・」 の ��ﾈ�ﾒ����【、 （．D ����ﾒ�【、 ∝） ����H�ﾈ�"����ﾈ�"�▼－」 の 

ぐ／つ ��ｴB�寸 披�⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ�▼－」 ��X耳�X�b�▼－」 ������の �,ﾂ�⊂⊃ 

の ����（C〉 �+X,��トー ����（．D ��ｸ��,"�〔ヽつ ��ﾈ��,"�⊂⊃ 披�卜 

（ヽつ ����寸 ����〔ヽつ ����寸 ����寸 �����寸 ����▼－」 lJつ 

（ 堂 ） 藤 生 出 羽 倡R����Lf〕 ��ﾈ�ﾒ�N ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ �*ﾘ,"�⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ�▼－■ ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ�∝） 

匝 田 ��X�ﾈ�b�⊂⊃ ��X�X�X�b�⊂） ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ ��X�ﾈ�b�⊂⊃ ��ﾈ�B�⊂＞ �+(,"�

載 頁 ����⊂⊃ ��X�ﾈ�b�くつ ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ ��ﾈ�ﾒ�⊂⊃ 班(�｢�

慮 叫 亜（ 聴く 潮、） 勲 監 倡R����N �+X,��∝） ���｢�の �,ﾂ�の ��ﾈ�ﾒ�N �5�,"�Ln ��X�ﾈ�b� 
寸 ����寸 ����寸 幽7ﾂ�寸 犯��Ljつ 犯��lJつ 犯ﾈ,"�

彗 載 ��譜�"��X�ﾈ�b�くつ N 披���N N �,ﾂ���ごつ N �+(,"���寸 N 班(,"���LD N ��������寸 N ��

璧 軒 ����Ln ����DB�（．⊂〉 ��畑�ﾒ�（エ〉 ����H�ﾈ�"�（．C〉 ���6r�　ト ��X�｢�一一 ��
N 披�N 披�N 披�N 披�N 披�N 披�

Ⅱて 刧Vこ �X,B�Ⅲこ ��D��呵 �*ﾈ+��呵 ⊂） �h+���X�X�X�b�町こ N �X+��呵 兌ﾒ�志 和 

勺1 犯��（C〉 冉ﾘ�R�∝） �,ﾂ�†・・」 ���C��1．■ ���C��N 猛�

寒
嫌
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鰻
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（ 江 ） 凝 嘲 �;R� �� ��

〔Yつ 一一 ��X�"����H�ﾈ�"�1－1 L∫つ 披�,ﾂ�

寸 ��ﾈ�"�L∫） ��ﾈ�"�

（エ〉 ����H�ﾈ�｢�（エ〉 �,ﾂ�
N �,ﾂ�L∫つ 冉ﾒ�

N ��X�ﾈ�b�ごつ �6x�ｲ�

車 披�寸 �,ﾂ�L∫つ 
Ln �*�,"�N ��X�ﾈ�b��X�ﾈ���

軸 礁 碑 氷,"�（エ〉 ��r�の 

の ����▼一一1 畔�x�｢�

しの ��X�X�ﾃ��∝〕 畔�x,"�

⊂⊃ �5�,"�∞ 披�

⊂⊃ ��ﾈ��,"�N ���4x�"�

LQ m ��X�X�X示ﾂ���∞ ▼－」 ���������ﾂ�

帥 ��ﾈ��,"�⊂⊃ ��ﾈ�"�CYつ 

⊂⊃ ��ﾈ��,"�m 郵�ﾒ�

蛋 献 儂 披�Lf） �,ﾂ�
∝） トー ����H�ﾈ�"������R�⊂） U⊃ �����X耳�X�b�

軸 犯h,"�（．⊂〉 披�Lr） 

安 定 ����1－1 ����⊂⊃ ▼－」 

嘲 余 丁‾U 緒Ⅱ 畔�X,"�N ��ｵ�,"�⊂⊃ 【、－ 

一一 くエ） �,ﾂ�+X�ﾒ�⊂） N 班(�｢�

トー ���ﾃ��【、 ����ﾈ�"� ��
寸 ▼－」 �4��5�,"�（．⊂〉 N ��ﾈ�B��X�｢�

寸 寸 ��ﾈ�"�5�,"�ぐ／つ N ������ﾂ�,ﾂ�

□瓜 � �� ��

の 披�耳爾�亡－ の ��譜�｢�*ﾘ4x�"�

＼ 表雪 嶺 凾ﾌ 卜－ ��ｨ�｢�の �*ﾘ,"�

▼→ ▼－」 ����H�ﾈ�"�寸 ��ﾈ,"���

亜 凵iX） ����⊂⊃ 披�

∞ 披��X�ﾈ�b�寸 N 綿����,"����

毒手 騨 劔十・・」 ���ﾈ���

淋 碑 割く 督 �����2�佐�N���ﾂ�ﾆ��;�����ｪﾂ�三 軍 ● 埋 櫨 ） 臣 田 倡R����

（ 圧 ） 革 嘲 倡R�⊂） ��ﾈ�"�（エ〉 菱�H�ﾃ��CYつ 披�N 

∝〉 ��ﾈ�"�CYつ ����H�ﾈ�"�N �,ﾂ�の 

【、・ ����トー �,ﾂ�の 披�⊂〉 

N ����ぐつ ��X�ﾈ�b�（．⊂〉 畔�x�ﾂ�（J） 
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