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回鎌倉芸術祭
歴史と伝統のある鎌倉
の地から︑新しい芸術・
文化を発信することを目

まを久しぶりに訪ねた︒

人気スポット長谷寺さ

人々が訪れたいと思う寺

が︑時代の要求に応じて
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介護サービスを修了し収

月にホームヘルプ活動と
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ところで三十三応現身
立像とは︑観世音菩薩普
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