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また竹ごまの会は︑地域の児

し上げてきました︒

いう言葉を聞いたことがありま

東京に来てこんなに陸前高田と
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を貸したいというものでした︒
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知的障害を持つ自閉症の息子で

﹃お元気ですか訪問﹄

まちづくり委員会の委員もやっ

私は城南保健生協の助け合い
まず大田区には︑イザという
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化︑事例検討会なども行ってい

日行っている

と思います︒
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