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　　とに嫡からttフ巧砲・ヒ2世の佛ζ・
　　なら．y・・開明的君主を中心とし℃治政を行ご

　　』ない，．人民た教育を施1して文明国にす1るの

’が・民撰議院長春を殺げる詠め前提であ

る，という，ものであっ・た。　”j’、　　‘”
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撫駄導で瞳畔揮肥るが・場下，ズ睦騨命を経験瞭本Sk・SStr界の造
古沢ど・二つい錯干角軌てみたい』と思　物主として世衆君臨しながらも・内部で．
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、・ hその成立の撒聯じてVこる・試み㌧∫の飾るるスペ・殉謙につ誌面
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