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次 号 予 告 『高速道路と自動車』10月号　＜特集：安全対策（誤進入，逆走，高齢運転者）＞ 10 月１日発行

◎大阪で開催予定の講演会および研究発表会について開催方法の変更
　本誌令和３年８月号「調査会だより」（p.78）でご案内した大阪開催の講演会（９／６）および研究発表会（９／７）に
ついては，WEB での開催となりました。
　詳しくは当法人ウェブサイトで，確認をお願いします（https://www.express-highway.or.jp/）。




