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豊橋市民愛市憲章
わたくしたち豊橋市民は
１．心をあわせ美しい町をつくりましょう
１．よく働き豊かな町をつくりましょう
１．愛情をもちあたたかい町をつくりましょう
１．きまりを守り明るい町をつくりましょう
１．教養をたかめ文化の町をつくりましょう
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