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「ともにさかそう 笑顔とお互いさまのまち 阪南」～ 自分を取り巻く人や自然などの環境と繋がり、互いに慈しみ、思いやり、感謝し、
自らができる役割を担いながら【お互いさま】、市民や各種団体、事業者、市役所が協働して【ともに】、市内に花を咲き誇らせ、緑を
大切にして自然を守る【花を咲かせる】、産業や地域資源を活かしてまちを発展させる【まちを栄かせる】、人（人財）を大切にする
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いたします！
右記までお問い合わせ
お願いします。
阪南市のお得情報、イベント、
こんなこと知りたかった、満載！！
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お気軽に 上甲誠市政相談所へ
ご希望の方には

