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平均的な世帯で 万円も
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毎年７月３日の平和行進（浜寺公園から堺市役所
まで）に参加しています。浜寺支部を中心に、参加
者に手渡すうちわ作りをしています。みなさんにう
ちわのご協力お願い致します。
また、うちわに絵を描きますのでお手伝いいただ
ける方は下記まで連絡下さい。また、少しでも一緒
に行進しませんか。
（５月末まで）

純
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「班会で口も手もつかおうや」
と
優しい気持ちで散会しました
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保険適用とは限らないとい
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−平和行進に−

うちわを提供してネ

病院にはどう影響するか？
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