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平成27年9月号 Webアルバム 

このページに対してご意見をお聞かせください 

お寄せいただいたご意見は，今後のホームページ運営の参考とします。  

  

お問い合わせ先 

京都市 消防局消防学校教養課  

電話：075-682-0119 

ファックス：075-671-1195 
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平成27年9月号Webアルバム 平成27年度文化財防火サマースクール 

このページに対してご意見をお聞かせください 

お寄せいただいたご意見は，今後のホームページ運営の参考とします。  
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