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活動報告
小屋作り＆草取り＆豚汁作り

…11 月 11 日（日）宮古市高浜
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チューリップ植え

…11 月 17 日（土）盛岡市本宮しぇあハート村
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【支援金総合計】（H24.11.30 現在）

完了したら自分の名前を書いた木札

￥１,745,120

を挿しました。
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わかと温かくなった一日でした。

▲道路沿いにたくさんの
チューリップ。
咲くのが楽しみです。
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活動記録（H２４年 11 月）
日（曜日）

活動内容

１１（日） ●小屋作り＆草取り＆豚汁作り
（宮古市高浜）
１７（土） ●チューリップ植え（盛岡市）

