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わせる③みそ玉を作っ
てビニール桶に敷き詰
め︑重しをする︱とい
う一連の作業を終える
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特産料理の新商品開発な

講習会を開きました︒

代まで

代

どに取り組めるようにな

紹介しました︒

川体験居住︑宿舎用途の内部仕様は︑
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会︵浜辺啓会長︶は本年度美しい風景

れを励みにこれからも庭

美しい風景づくり賞

ていないからこそ価値がある︒その自
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