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フレミズ部員、随時募集中です！！お気軽に近くのフレミズ部員までお声掛けください♪ 

【募集】ＪＡフレミズの活動報告や行事予定を載せてみませんか？活動報告や行事予定は県ＪＡ女性部事務局まで！ 
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北海道東北ブロック研修会

県のフレミズも交流
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