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９月 日までの会期中に

安倍政権は︑安保法制

口腔ケアで肺炎予防
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日時：８月29日（土）
①14：00〜16：15
②18：00〜20：15
会場：グリーン会館（大阪市北区天
神橋１丁目13‑15）
定員：140人（完全予約制）
会費：予約券1000円
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７月度生涯研修講座
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２０１５年８月１５日 （５、15、25日発行）
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