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労働基準法の改正で法文化され
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新年の組合の取り組み
1，ぶっちゃけの集い
1月 26日（土）13:30～ 16:00
総合福祉会館（水戸市）
＊臨時教職員の交流会です。
お菓子やお茶を用意していま
す。学校や仕事についておしゃ
べりしましょう。

2，教育のつどい
2月 2日（土） 13:30～ 16:00
ワークヒル土浦（土浦市）
＊日頃の授業や生活指導につ
いてじっくり語り合いましょ
う。学ぶことも多いはずです。

