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戚腰拭 耕耕展稽澗 坪貝獣拭辞 醗疑馬壱 域重 析沙嬢韻舌「亜耕鍾亀」拭辞 戚醤奄研 級嬢左紹柔艦陥.
徹室 獣惟推獣
還

薄仙 弦精 須厩昔戚 析沙拭 詞壱 赤柔艦陥. 郊斯 持醗

「 亜 耕鍾

紗拭辞 弦精 紫寓級戚 「走榎」幻聖 持唖馬逸 馬走幻 切

亀」亜 持延 走

重戚蟹 亜膳税 舌掘研 嬢胸惟 持唖馬壱 赤澗走推. 延 獣

析鰍. 戚 醗疑

娃聖 詞陥 左檎, 幻鉦 鎧 焼戚亜 析沙昔引 亜舛聖 戚欠

精 因採研 馬

醸聖 凶 搭蝕 蒸戚 嬢胸惟 企鉢拝 依昔亜 去, 食君 庚薦

壱 粛 精 紫寓

拭 採禦備走 省惟 情嬢税 混聖 角嬢醤幻 杯艦陥. 持醗拭

級戚 胡煽 獣拙梅柔艦陥. 降舘精 2 鰍穿, 崎虞霜拭辞 殿

琶推廃 舛左研 戚背拝 呪 赤澗 呪層税 析沙嬢, 惟陥亜

嬢蟹壱 切空 戚原戚 松人 析域崎虞霜昔 醤葛 松亜 雁獣

析沙税 庚鉢人 走縦 去戚 琶推馬惟 鞠畏走推. 戚訓 析沙

坪亜・坪貝昔映湿斗拭辞 析馬壱 赤揮 煽拭惟 切重級戚 析

昔税 奄段走縦聖 俳嘘拭辞 壕随 呪 赤陥檎 疏畏走幻 尻

沙嬢稽 嘘整聖 閤聖 呪 赤澗 醤娃掻俳嘘研 幻級 呪 蒸畏

敬薦廃 去 災亜管廃 依戚 薄叔脊艦陥. 益掘辞 陥獣 壕随

劃澗 雌眼聖 梅柔艦陥. 醤娃掻俳嘘研 雁舌 幻級 呪澗 蒸
走幻 切重級税 嘘叔精 幻級 呪 赤陥澗 煽税 税胃拭 税背
獣拙吉 依戚 郊稽 戚 醗疑脊艦陥. 薄仙澗 鉦 20 誤戚 析
爽析拭 2 腰 因採馬壱 赤柔艦陥. 廃腰精 析沙嬢嘘紫税 切
維聖 亜遭 神庭巷虞 帖拭坪 識持還生稽採斗 析沙嬢研 壕
酔壱, 廃腰精 穿送 壱去俳嘘 嘘紫昔 醤原巷虞 苧亀巷 識
持還聖 掻宿生稽 乞砧 敗臆 段去俳持 重庚聖 石暗蟹 砺
原研 舛背辞 税胃聖 嘘発馬暗蟹 杯艦陥.
噺紫析聖 魁鎧壱 神澗 紫寓, 俳持, 箸精 亜膳晦軒 神
澗 紫寓亀 赤嬢辞 採乞税 因採研 焼戚亜 亜牽帖澗 斐綱
廃 燃井戚 南団走奄亀 馬走推. 推葬精 段厭鋼亀 持医柔
艦陥. 食奄拭辞澗 働紺廃 朕軒擢軍精 蒸壱 凧亜切級戚
因採馬壱 粛精 紫牌聖 旋駅旋生稽 薦照馬奄 凶庚拭 煽費
級精 益 薦照企稽 益煽 辞匂闘幻 馬壱 赤走推. 走縦聖
亜走壱 赤生檎辞亀 源稽 妊薄馬走 公馬澗 紫寓亀 弦戚

呪 赤澗 醤娃掻俳嘘亜 獣亜拭亀 持医生檎 馬壱 持唖梅壱
醤葛 松人 弦精 庁姥級, 徹室 識持還引税 幻害引 費諺聖
狽背 因採馬澗 「亜耕鍾亀」亜 添持梅柔艦陥. 煽亀 謝切
人 析沙嬢稽 敗臆 且 呪 赤澗 拝袴艦亜 鞠壱 粛柔艦陥.
醤葛 坐欠徹軒焼 還

煽澗 析沙拭 紳走 20 鰍戚 鞠走幻

析沙嬢因採拭澗 淫宿戚 蒸醸走推. 因採研 獣拙廃 依精
移酔 4 鰍穿, 陥団辞 析聖 公馬惟 吉 依戚 域奄亜 鞠醸柔
艦陥. 因採研 獣拙背 左艦 格巷 仙耕赤嬢辞 繊繊 設馬惟
鞠醸壱 走榎精 搭蝕聖 馬壱 赤柔艦陥. 煽税 案舛精 弦精
線精戚級戚 析沙税 俳嘘拭辞 中歳備 因採馬走 公廃 雌殿
稽 噌穣聖 馬壱 衣厩 乞厩嬢亀 析沙嬢亀 嬢掻娃廃 雌殿
稽 嬢献戚 吉陥澗 繊 脊艦陥. 紫噺拭 蟹亜檎 鋼球獣 陥
獣 廃腰 因採馬壱 粛精 獣奄亜 臣 依脊艦陥. 益凶澗 情
薦虞亀 宜焼人 因採拝 呪 赤澗 員戚 赤陥檎 疏畏走推.

赤柔艦陥. 琶推戚雌生稽 舛掻廃 妊薄聖 馬暗蟹 耕孔馬惟
妊薄戚 旋箭馬走 省精 繊精 析沙昔昔 煽費級戚 益訓 妊

神神獣稽 硲採謝 還 16 詞凶 亜膳引 敗臆 析沙拭 紳走

薄精 馬走 省澗陥壱 走旋馬走推. 古析 析馬澗 凧亜切級

25 鰍. 析沙嬢澗 嬢憩陥壱 持唖背辞 匂奄梅走幻 採眼蒸戚

精 析沙拭 詞壱 赤走幻 析沙紫寓引 析雌旋昔 企鉢研 蟹

壕随 呪 赤澗 員戚 赤陥壱 背辞 凧亜梅走推. 煽坦軍 因

喚 析精 税須稽 暗税 蒸柔艦陥. 食奄亜 析雌持醗拭辞税

採馬壱 粛走幻 嬢憩陥悟 什什稽 混聖 竣壱 赤澗 紫寓戚

析沙嬢研 壕随 呪 赤澗 嘘嫌税 舌戚 鞠醸生檎 杯艦陥.

弦聖 依 脊艦陥. 嘘叔拭澗 疏精 識持還引 疑戟級亀 赤壱
繕榎梢 析沙嬢研 因採馬陥 左艦 切尻什郡惟 源拝 呪 赤

戚原戚 原徹坪 還

煽澗 嬢携聖 凶採斗 増拭辞澗 析沙嬢

心柔艦陥. 益掘辞 析沙拭 尽聖 凶採斗 娃舘廃 企鉢澗 走
舌戚 蒸醸柔艦陥. 益君蟹 持醗背亜檎辞 嬢番税 採膳引
社搭税 嬢形崇, 情嬢税 雫室廃 患肖什税 託戚 去聖 汗下
壱 情薦蟹 析沙嬢研 壕随 奄噺研 達壱 赤醸走推.

惟 鞠醸柔艦陥. 薦亜 析沙嬢研 馬艦猿 送舌税 析沙昔 疑
戟級亀 奄撒馬壱 戚醤奄亀 弦戚 杏嬢辛艦陥. 希錐希 舛
遭背辞 益劾 赤醸揮 析戚蟹 汗下揮 依聖 庁姥級引 弦戚
戚醤奄馬壱 粛柔艦陥. 「亜耕鍾亀」人 旭精
俳柔税 舌社亜 希 持医生檎 疏畏柔艦陥.

逸空廃 井酔拭澗・・
走蝕

獣亜薄鎧税 搭蝕・須厩昔 雌眼 但姥

搭蝕・雌眼但姥

獣短 厩薦嘘嫌叔

企誓情嬢

匂欠燈哀嬢・什凪昔嬢・ 杉～榎
慎嬢・掻厩嬢・廃越 奄展

神苧獣
神苧獣厩薦庁識漠噺

析沙嬢 (搭蝕 琶推)
匂欠燈哀嬢

備坪革獣

獣短 曽杯照鎧

獣短 獣肯引

蟹亜馬原獣
蟹亜馬原獣肯 厩薦嘘嫌漠噺

神耕馬帖幻獣

庭紫苧獣
乞軒醤原獣

鹸暁獣

雌眼析獣

尻喰坦

8:40～17:25

薦 2 呪推析
17:30～19:30 (森鉦 琶推)

薦 1･3 鯉

077-525-4711

8:30～19:00

杉～榎(雌奄須) 8:30～17:15

慎嬢

杉～榎

8:30～17:15

掻厩嬢

鉢･榎

8:30～17:15

匂欠燈哀嬢

杉～榎

8:30～17:15

什凪昔嬢

杉・鉢・榎

8:30～15:30

慎嬢

杉・呪・榎

9:00～16:00

匂欠燈哀嬢

Email:
otsu1023@city.otsu.lg.jp
Fax: 077-525-8755

鉢

10:00～17:00

呪・塘

13:00～17:00

0749-30-6113

0749-65-8711

0749-63-4400

慎嬢

鉢・呪・榎・塘・析 10:00～19:00

匂欠燈哀嬢、慎嬢

杉～榎

9:15～16:30

匂欠燈哀嬢

薦 2・4 鯉

9:00～11:00

慎嬢

杉～榎

8:30～17:15

獣短 獣肯引

掻厩嬢

杉～榎

8:30～17:15

077-561-2344

獣短 雌眼叔

匂欠燈哀嬢
奄展 情嬢澗 紫穿拭 雌眼

薦 1・3 鯉

9:30～11:30

077-583-4653

鹸暁厩薦嘘嫌漠噺

匂欠燈哀嬢

呪

13:00～17:00

077-551-0293

獣短

匂欠燈哀嬢・什凪昔嬢

獣短 稽搾
庭紫苧獣厩薦嘘嫌漠噺

坪亜獣

持醗発井引
紫噺差走引

走蝕朕溝艦銅蓄遭引

匂欠燈哀嬢

0748-26-7092
077-561-2322

0748-69-2146
杉～榎

8:30～17:15

慎嬢

0748-69-2155
0748-69-2114

慎嬢・什凪昔嬢

杉～榎

匂欠燈哀嬢・掻厩嬢

採舛奄(森鉦 琶推)

077-586-3106

匂欠燈哀嬢

杉～榎

8:30～17:15

0748-72-1290

匂欠燈哀嬢

杉～榎

8:30～17:15

0748-77-8511

坪貝獣厩薦漠噺

匂欠燈哀嬢

杉～榎

8:30～17:00

0748-71-4332

陥朝獣原獣

陥朝獣原獣厩薦漠噺

慎嬢

採舛奄(森鉦 琶推)

備亜獣神耕獣

獣短 重淫
獣肯持醗雌眼叔

匂欠燈哀嬢

至塘短紫 至塘切帖遭被引

醤什獣

醤什獣厩薦漠噺
疑短紫

坪貝獣

辞短紫

昔映嘘整域降叔

9:00～17:00

0740-20-1180

杉～榎

9:15～12:00
13:00～16:30

0748-24-5521

匂欠燈哀嬢

杉～榎

8:30～17:15

0749-55-2650

原戚郊虞獣
陥庚鉢因持漠噺

匂欠燈哀嬢

鉢～榎

13:15～17:15

掻厩嬢

杉～鯉

9:00～15:00

淫短 爽肯引

匂欠燈哀嬢

杉･呪･鯉

8:30～17:15

焼戚珠竹

蕉帖亜人短紫
爽肯引・曽杯舛奪引

匂欠燈哀嬢

杉～呪･榎

9:00～17:15

什凪昔嬢・慎嬢

杉･鉢･鯉･榎

8:30～17:15

獣亜薄

獣亜薄厩薦漠噺

匂欠燈哀嬢・什凪昔嬢

杉～榎

展哀稽益嬢・慎嬢

杉～鯉

原戚郊虞獣
備葛竹

・

10:00～17:00

0749-56-0577
0748-52-6571
0749-42-7684

077-523-5646

獣亜薄鎧税 析沙嬢嘘叔
走蝕

舘端誤

尻喰坦

焼什塘馬原神苧 2 寵
室展獣肯湿斗
室展備亜獣獣肯湿斗
朝展展獣肯湿斗

090-6609-3191 鯉

10:00～12:00

神苧因肯淫

杉

10:30～12:00

杷焼切神耕 2 寵

塘

19:30～21:10

室展奄展因肯淫

備坪革獣厩薦漠噺析沙嬢嘘叔

0749-22-5931 呪

19:00～20:30 (3 杉～11 杉)

備坪革析沙嬢嘘紫噺 WAJT

0749-23-7833 薦 2 塘

10:00～12:00

焼欠覗虞切備坪革6 寵

10:00～11:30

備坪革獣 艦獣走姥 因肯淫

析沙嬢嘘叔 什原析

0749-24-7241 析
杉～榎
070-5661-7345

析沙嬢嘘叔

神苧獣
艦肇壱葛 朝戚
神耕艦肇壱

077-523-1061

板傾焼戚滴虞崎

①10:00～11:30
②13:30～15:00 ③15:30～17:00

0749-65-6552 呪･塘

19:00～20:30

0749-63-4400 鉢

19:00～20:30

塘

19:00～21:00

析

19:00～21:00

奄展紫塘朕溝艦銅湿斗

臣軒崎

077-565-9215 塘

19:00～20:40

庭紫苧獣験 原帖綜庭軒湿斗

SHIPS 析沙嬢嘘叔

077-561-5110 呪･榎

10:30～12:00

陥庚鉢因持走据湿斗

塘

10:20～12:00

軒苧五戚牒企俳嘘 BKC

鉢
薦3榎

10:00～12:00

蟹亜馬原獣 嘘叔
亜革陥嘘叔
析沙嬢嘘嫌嘘叔
神耕馬帖幻獣
焼綜帖嘘叔
舘匂匂
奄展紫塘嘘叔

坪亜獣

庭紫苧 析沙嬢嘘叔
「奄綜蟹」
獣 厩薦
醤紫獣戚 艦肇壱
嘘嫌漠噺
詞荊

0748-26-7092

077-561-2322

18:30～20:00

亜革陥朕溝艦銅湿斗
焼綜帖朕溝艦銅湿斗

庭紫苧獣肯嘘嫌巴虞切 UDCBK

乞軒醤原 析沙嬢嘘叔

077-583-4653 薦 1･3 塘

10:00～11:50

乞軒醤原獣肯嘘嫌湿斗

RIFA

077-551-0293 薦 2･4 塘

10:15～11:45

成益巴虞切 3 寵

塘

19:30～21:30

耕蟹姥帖掻肖因肯淫

杉

14:00～16:00

切爽醗疑湿斗 奄綜蟹

析沙嬢嘘叔
蟹壱耕

0748-63-8728

坪朝獣厩薦嘘嫌漠噺
艦走

醤什獣

YIFA 析沙嬢嘘叔

077-586-3106 ＊悪紫人 雌眼

坪貝獣

坪貝獣厩薦漠噺
析沙嬢嘘叔

0748-71-4332

亜耕鍾亀

090-1338-3350 杉･呪

陥朝獣原獣 陥朝獣原獣厩薦漠噺析沙嬢嘘叔
推朝戚帖 析沙嬢嘘叔
瑳潔銅嬢益血
備亜獣神耕獣
Clube Da Amizade

原戚郊虞獣 原戚郊虞獣 析沙嬢嘘叔
焼戚珠竹 析沙嬢嘘叔

焼戚珠竹

備坪革獣 蟹朝走姥 因肯淫

厩薦庚鉢嘘嫌馬酔什 GEO

陥葛獣戚 艦肇壱

鹸暁獣

戚葛今戚芝 神杷什 蟹醤獣帖

14:00～16:00

VOICE

蟹亜馬原政革什坪漠噺 析沙嬢

乞軒醤原獣

備坪革獣肯噺淫 2 寵

0749-46-1294
塘
090-7718-5250

備坪革厩薦嘘嫌噺
析沙嬢嘘叔

庭紫苧獣

舌社

榎 13:00～14:45 19:00～20:45
榎
19:00～20:45
077-525-4711
榎
19:00～20:45
鯉
10:00～11:45

神苧獣厩薦庁識漠噺

備坪革獣

鯵置析獣

焼戚珠竹 厩薦嘘嫌漠噺
瑳潔銅嬢 析沙嬢嘘叔

醤什獣厩薦漠噺 紫巷社

（碍）悪紫人 雌眼

掻肖原帖綜庭軒湿斗

（鴻）塘

19:00～20:30

耕塘原帖綜庭軒湿斗

19:00～21:00

拭欠銅

0740-20-1180 ＊悪紫人 雌眼
析
鉢

13:30～15:00

塘

19:00～20:30

090-2193-2006 塘

19:00～20:30

塘

9:00～10:30

原戚郊虞因肯淫

塘

9:30～11:00

原戚郊虞獣肯嘘嫌巴虞切,至塘因肯淫

0749-42-7684

杉

10:00～11:30

070-5593-1769

鉢～析

0748-22-6714

0749-56-0577

10:00～11:30

＊悪紫人 雌眼

備亜獣神耕獣厩薦嘘嫌漠噺
葛塘亜人朕溝艦銅湿斗

蕉帖亜人短紫
蕉帖亜人因肯淫

★★★
◆ 備亜獣神耕獣 球掘逸朝刊 企噺

7 杉 16 析(析)

葛塘亜人 呪託人 朝刊空亀(備亜獣神耕獣 戚郊竹 1269)
壱企 掻厩拭辞 降持廃 葛腺澗 左闘昔 球掘逸朝刊 傾
戚什.
庚税 備亜獣神耕獣 什匂苧引
℡ 0748-24-5674
◆ 獣亜虞徹 災逐薦

7 杉 22 析(塘)

獣亜虞徹走蝕爽肯湿斗 爽痕
(坪亜獣 獣亜虞徹竹 蟹亜葛)

★★★

◆ 備坪革・栽搾人坪 災寡且戚 8 杉 1 析(鉢)
原苧郊虞呪慎舌
庚税備坪革淫韻漠噺
℡ 0749-23-0001
◆ 蟹亜馬原・栽搾人坪 災寡且戚 8 杉 4 析(榎)
蟹亜馬原牌幻 析企
庚税蟹亜馬原獣 淫韻遭被引
℡ 0749-65-6521
◆ 搾人坪 災寡且戚

8 杉 8 析(鉢)

神苧牌
庚税搾人坪災寡且戚企噺叔楳是据噺 ℡ 077-511-1530

鉦 700 鯵税 閥災. 獣亜虞徹 笛栽税 尻爽. 災寡且戚.
庚税亀塘・獣亜虞徹原苧軒 叔楳是据噺 備原苧軒紫巷厩
℡ 0748-82-0873
◆ 繕嫌昔娃嬬砺什闘 識呪映 企噺
備坪革獣 原苧郊虞呪慎舌
7 杉 29 析(塘) 30 析(析)
食君亜走稽 壱照廃 搾楳端稽 搾雌聖 井戦杯艦陥.
庚税備坪革淫韻漠噺
℡ 0749-23-0001

災寡且戚企噺

★★★耕耕展稽

敢什★★★

◆ 掻俳嘘 噌穣舛亀 昔舛獣蝿 ★
据辞羨呪奄娃： ８杉 21 析(杉)～９杉８析(榎)
獣蝿析：10 杉 26 析 (鯉)
庚税獣亜薄 嘘整是据噺 紫巷厩 政社掻嘘整引
℡ 077-528-4665

◆ 展亜陥戚時 重紫 幻塘紫戚逐薦
8 杉 3 析(鯉)～5 析(塘)

展亜陥戚時(戚刊亜耕浦 展亜竹 展亜 604)
漆 呪 蒸聖 舛亀税 呪弦精 賠去. 紫欠亜庭(穿搭森
管)蟹 展亜紳亀 去.
庚税展亜淫韻漠噺
℡ 0749-48-1553
◆ 原徹葛雫袴朝艦降 2017

8 杉 5 析(塘)

原徹葛辞艦搾帖 陥朝奄馬原(陥朝獣原獣 原徹葛竹)
什砺戚走珠, 災寡且戚.
庚税原徹葛 苧軒綜糠 神杷什
℡ 0740-28-8002
◆ 湿坪紫戚 逐薦

8 杉 17 析(鯉)

陥砺今陥戚時・室展葛朝虞馬獣 爽痕
(神苧獣 遭戟 1-16-1)
重税 呪傾研 殿錘 壕亜 室展亜人悪聖 闇格逢艦陥.
災寡且戚.
庚税陥砺今陥戚時 重紫
℡ 077-545-0038
◆ 昔倉走 箭 幻塘姥推 因丞

8 杉 22 析(鉢)

(備亜獣神耕獣 亜耕醤原竹 312)
鉦 5 探鯵税 汐災拭 災戚 細食増艦陥.
郊切, 嬢闘窟芝.
庚税昔倉走 箭
℡ 0749-46-1285
◆ 馬帖幻左軒原苧軒 逐薦 ～ 暗軒燃井引 笹 ～
10 杉 7 析(塘)・8 析(析)

馬帖幻左軒 背切(神耕馬帖幻獣 耕醤酔帖竹 爽痕)
暗軒亜 鉦 3 探鯵税 去生稽 項粕増艦陥.
奄塙穿, 嬬辞闘 去.
庚税神耕馬帖幻淫韻弘至漠噺 ℡ 0748-32-7003

◆ 壱去俳嘘 噌穣舛亀 昔舛獣蝿(薦 2 噺) ★
据辞羨呪奄娃： 8 杉 31 析(鯉)～ 9 杉 14 析(鯉)
獣蝿析：11 杉 11 析(塘)・12 析(析)
庚税獣亜薄 嘘整是据噺 紫巷厩 壱嘘嘘整引
℡ 077-528-4571
★★★

SIA 拭辞 硝形球験艦陥

★★★

庚税(因仙)獣亜薄厩薦漠噺
E-mail: siamail@mx.bw.dream.jp
℡ 077-526-0931
Fax 077-510-0601
◆ 須厩拭 欠苧研 亜遭 焼疑引 俳持聖 是廃「遭稽凪焼」

須厩拭 欠苧研 亜遭 焼疑引 俳持級聖 是廃 曽杯旋昔
遭稽 走亀. 臣背澗 「遭稽 亜戚揮什」人 「送穣昔引 企
鉢馬澗 乞績」聖 杯疑生稽 鯵置杯艦陥.
・析獣：7 杉 30 析(析) 13:00～16:30
・舌社：「G-NET 獣亜」(神耕馬帖幻獣 陥朝朝戚竹 80-4)
・企雌：須厩拭 欠苧研 亜遭 焼疑引 俳持
(段去俳嘘 5 俳鰍～壱去俳持)引 益 左硲切 去
・凧亜搾： 巷戟
・搭蝕 赤製
・乞増舛据：80 誤 舛亀
・重短：7 杉 21 析(榎)猿走(眼雁切 神神乞軒)
◆「須厩昔 森綬亜 穿獣噺」

森綬亜 企乞増!!

益顕, 繕唖, 因森念戚蟹 紫遭 去 食君歳税 拙念聖 穿
獣馬暗蟹 降妊馬走 省生獣畏柔艦猿?
・穿獣奄娃：11 杉 12 析(析)～27 析(杉) 掻拭辞 鉦 2 爽析
・舌社：杷焼切神耕 1 寵 稽搾
(神苧獣 艦神葛馬原 1-1-20)
・重短：8 杉源猿走(眼雁切 亜徹原帖)

