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※ 都合により、献立が変更する場合があります。
※ 食物アレルギー等で対応の必要な場合は、毎日献立表を確認してください。また、食物アレルギー等で加工食品の成分表や原材料のg敷などの辞しい資料が必要な方は

学校へお申し出ください。
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