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ダイヤモンド︑絵画などの商

郵便を悪用する例もあるので

は書籍︑ビデオテープが多く︑
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者は自宅にいる時間が比 較 的
③訪問販売

歳以上の高齢者からの相談の
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迫ったりする︒
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言葉に不安になったり︑ 恐 怖
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センターの田島所長をお迎え

会に︑愛知県東三河消費 生 活

先日︑東三恒例のミーー講演
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