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2022年よりエール学園の在校生、卒業生に向けて会報「平和の使者」を年2回
（4月・

今後の情報をご希望の方は、
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います。今回は創刊準備号ということで、今年度卒業される方にもぜひ「平和の使者」

を知っていただきたく準備致しました。ホームページは定期的に更新して、会誌では

掲載しきれなかったインタビューの全貌、新たなイベント情報やグループ会社の動向

などをお知らせできればと思います。

ゆくゆくは卒業生の方の経営しているお店や会社の情報なども掲載させていただき、

す。2022年もコロナ禍に負けず、頑張りましょう！

