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することになり、残念な
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答えはハガキに住所・氏名・分会名を添えて所沢支部
にお送りください。組合員と家族に応募資格あり。正
解者のうち、抽選で５名の方に500円の図書カードを
進呈します。締切は１月19日。発表・発送は、新月号
発行時。

◆10月号クイズの当選者（順不同・敬称略）
有馬光子（山口）、中條美恵子、川元輝幸、耿美春
（安松）
、柴田公平（吾妻）

みんなで学習すると楽しいよ
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