
第i2回　名画を楽しむ越谷市民の会上映会
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＼　　　　　← �○： かま ＿主事 議羞 � � �一一一∴∴十一 一叢警報 ������ �強襲暴挙蛮藁 ミ一一三三 寵i＿一題 董皇室 発露一冬三重．．．萎 �萱 韻 事 ��� 
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8月7日㊧サンシティ越谷小ホール
①14：00－16：10（開場は30分前）※定員490人です。※日本語字幕付き上映




