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大切にしなくてはいけないもの
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していく︒
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ての女性が輝く社会﹂
を目指し︑
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有村さん ひこにゃんは︑
私の娘も大ファ
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してどのように考えるか︒
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この制度をどのように評
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町の介護保険会計に大きな影
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り組みをしたいと思っています︒
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いくことが大切だと思うのです︒例え
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彦根城の世界遺産登録を応援しています。
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