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あなたのまわりには、あなたの生活を応援してくれるたくさんのサービスがあります。
地域での見守りや支えあいの活動もあります。まずはいきいき支援センターにご相談ください。
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私たちは、あなたのことを理解して、温かく見守り、
サポートする仲間（認知症サポーター）です。
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