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この世から悲しい事故がなくなる
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る上で、もたらす効果を測ることは

せる社会づくりのために、今後も「自

る移動手段・スポーツとしてとらえ
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「自転車検定」を始めました

インターネットで、いつでも受験できる「自転車検定」サイトを設けました。無料のお試し検定も行っています。
自転車活用推進研究会のホームページ〈 http://www.cyclists.jp/ 〉からどうぞ。
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