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池上のタグ
#池上　#大田区　#池上線　#アクセスの良さ　#小旅行気分　#ローカル線　#本門寺　#28寺院　

#お会式　#葛餅と久寿餅　#銭湯　#居場所　#交流拠点　#動画配信スタジオ　#公園　#喫茶店　

#中華料理　#古民家　#大田区の先端技術を美しく見せるギャラリー　#部屋着で外に出れる　#新名

物　＃穏やか　#情報が近い　#100年後の池上　#子供が買えるような画材屋　#もの作りのツール

ショップ　#ワインとかを気軽に飲める場所　#ホッとする　#今あるものをデザインでよくしたい　 

#SANDO　#回転寿司　#まちのフードコート的な場　#親子で時間を過ごせる場　#カルチャーに触れ

られる場　#外で語れるベンチや屋台　#公園のような通り　#デザインを面白がってくる土壌　#映像

や資料でまちの歴史が見れる大型施設　#不思議な形の建築　#喫茶店のナポリタン　#食事には困ら

ない　#生活の延長で泊まれる宿　#本屋　#ギャラリー　#工芸のお店　#スタンディングバー　#角打

ち　#映画館　#物販のお店　#いい感じの居酒屋　#パン屋　#カレー屋　#花屋　#バルーンショップ

※黒は「この街にあるもの」　グレーは「この街に欲しいもの」。共にアンケートより抽出



東京都大田区
池上はここ|立地

池上ってそもそもどこ？

池上の基本情報
池上（いけがみ）は、東京都大田区の地名。住居表示実施
済み。現行行政地名は池上一丁目から池上八丁目。郵便
番号は146-0082。

大田区内大森地域に属する。東で中央・西蒲田と、南で
東矢口、西で国道1号（第二京浜）を境に久が原・千鳥・仲
池上、北で南馬込と隣接する。池上本門寺の門前町。南北
にやや細長い形をしている、南北に池上道が、西側に国
道1号が通り、域内北部を呑川が流れている。池上一丁目
の大部分を池上本門寺および山内寺院が占めている。池
上六丁目には池上駅があり、商店街が続いている。

引用｜Wikipedia



3 両
小旅行気分が味わえるローカル線

池上線
池上線（いけがみせん）は、東京都品川区の
五反田駅と大田区の蒲田駅とを結ぶ東急電
鉄が運営する鉄道路線。
路線図や駅ナンバリングで使用される路線
カラーは桃色、路線記号はIK。
路線距離：10.9km　駅数：15駅（起終点駅
含む）
3扉の3両編成で、池上本門寺参詣客の輸送
を目的に、池上電気鉄道の手によって開業し
た
引用｜Wikipedia 
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案外多い電車の本数

本24
平日7:30～9:00の時間帯の発車
本数です。約3分に1本は電車が出
ています。ローカル線の雰囲気も
残しつつ利便性は良いのです。

出典｜googlemap 2020 年 3月時点

※

※上り（五反田）方面［2020年3月時点］



寺町

人池上の魅力は
3つの
キーワード 居場所

まちにはバリエーション豊か
な居場所がたくさんあります

住むのにも仕事にもちょうど
良い距離感です。

コンパクトなヒューマン
スケール。



寺町

　魅力のキーワード-1-
ここは生活に寄り添った
寺町。
池上駅の北側には700年以上前か
ら存在する池上本門寺を中心とし
た寺町が広がります。ゆったりと
した日常の暮らしの中に、寺町な
らではの風景が広がります。この
池上はオンとオフのバランスが良
いまちなのです。



年
このまちの文化を支えてきたお寺

700
本門寺日蓮宗の大本山。弘安5年（1282
年）9月8日、病身の日蓮は身延山を出て、
湯治のために常陸（茨城県）へ向かう。9月
18日に武蔵国池上郷（東京都大田区池上）
の池上宗仲の館に到着。生涯最後の20数
日間を過ごすこととなる。同年同月に、池
上氏館の背後の山上に建立された一宇を
日蓮が開堂供養し、長栄山本門寺と命名し
たのが池上本門寺の起源という。

引用｜Wikipedia 



渋谷駅から徒歩5分以内の
コンビニより多い

28寺院
池上駅から徒歩5分程度北に歩くと蒲
田まで繋がる川、シン・ゴジラが最初に
上陸したことでも有名な呑川に辿り着
く。橋を渡ると寺院が密集するエリアに
入る。各寺の荘厳な境内や掃除の行き
届いた庭を歩くと、スーッと心が整いま
す。近年は音楽フェスやカフェ、web
ショップなど新しいことにチャレンジす
る寺が多数あるのも魅力です。

（本門寺・本門寺の子寺・池上七福神）
引用｜池上本門寺HPサイト・Wikipedia



30万人
街全体が歩行者天国に
お会式
日蓮聖人の命日のあわせて行われる
法要。お会式は毎年 10 月 11～13
日に行われ、日本中から約 30 万人
が参詣に訪れ賑わう。この 3日間で
池上地区の商店街における年間売上
の半分を占めるとも言われていると
かいないとか。









池上本門寺で毎年2月3日に行われる
除災得幸を願う“節分追儺式(ついな
しき)”法要と福男・福女による豆撒
き。力道山のお墓があることからプロ
レスラーをはじめ、多数の著名人、福
男・福女が境内に設けられた長い舞
台に上がる。境内が人で埋め尽くされ
ることも圧巻の風景だが、福男・福女
たちの駅前から本門寺までの練行列
もまちの風景に溶け込んでいる。

50m
豆を投げる舞台の全長



関西で主流の「葛餅」に対し、関東で
は江戸時代後期に入り、小麦粉を発
酵させたものから作られた菓子も
「くずもち」と呼ばれるようになった。
漢字で書くと「久寿餅」であり、池上
の久寿餅屋さんが名付けたと言われ
ています。この街には江戸時代創業
の老舗が複数あり、２種の「くずも
ち」の食べ比べも楽しめます。
300年余の味をぜひ。

300余年
葛餅と久寿餅



小旅行感を口でも味わいたい方には
釡飯がおすすめ。注文から炊き上げ
る釡飯は蓋を開けた時の香りが最高
です。本門寺からの帰り道にぜひ食
べていただきたい。

15分
釡飯が出来上がるまで



居場所
まちにはバリエーション豊か
な居場所がたくさんあります。
老若男女が集まり、交流できる場所がこ
のまちにはあります。
まちの情報交換や出会いが時には仕事に
繋がることも。もちろん、一人の時間を
つくれる場所もあります。あなたにとっ
ての居場所が必ず見つかります。

※HOTSANDOで掲載した内容を元に作成しています。

　魅力のキーワード-2-



0-100歳
ここは新たなまちの交流拠点

池上エリアリノベーションのまちづくり拠点とし
て2019年にオープンしたこの場所。
カウンターを中心としたカフェの装いのマルチ
ユースインフォメーションセンターは自然と人
が集まる空間です。年齢層もバラバラでまさ
にこれからの社交場のよう。池上のフリーマ
ガジンHOTSANDOもここで発行しています。

SANDO BY WEMON PROJECTS



六郷用水跡

東京都62市区町村うち大田区は公園
数が第5位。そのうち池上には15箇所
の公園があります。仕事の合間に
ちょっとリフレッシュできる場所も多い
のです。
 

ちょっと外の空気に揺れたい

5 位

出典｜公園数 東京都建設局 公園調書
大田区ホームページ

 2019 年 4月1日時点



大田区は都内で最多の銭湯数を誇りま
す。昔懐かしい宮造りの銭湯から湯船
に浸かりながら泳いでいる魚が見える
最新設備の銭湯まで様 で々す。また、気
泡風呂、薬湯、温泉といった家のお風呂
と違ったお湯を楽しむことができる銭
湯もあります。淡褐色や黒褐色の「黒湯
（くろゆ）」と呼ばれる温泉が広く分布
し、古くから銭湯で利用されています。
メタケイ酸や炭酸水素塩類（重曹）など
を含む25度以下の温泉で大昔の海水
を由来とする「化石水」であると言われ
ています。

出典｜大田区ホームページ

6 軒
リフレッシュの場所

久松温泉

久松温泉（徒歩3分くらい/260m）

桜館（徒歩7分くらい/550m）

はすぬま温泉（徒歩14分くらい/1.5km）

草津湯（徒歩15分くらい/1.2km）

久が原湯（徒歩1８分くらい/1.4km）

改正湯（徒歩19分くらい/1.5km）

池上駅から歩いて行ける銭湯の数（20 分以内）

出典｜googlemap 2020 年 3月時点



コボちゃん

喫茶店、カフェの数が多いのもこの
街の特徴だ。王道の喫茶店メニュー、
新聞はもちろん、ゆったりとした椅子
に座り流れる時間の中で常連さんの
会話が少しだけ聞こえます。

池上駅から徒歩10 分以内のお店
喫茶マキ・十三画・コボちゃん・パームツリー・カフェキッ
チン薫風・自家焙煎珈琲豆屋豆豆・サウサリート・こ
んなところにcafe・ロースティングカフェ・バターリリー・
欧風菓子エノモト・古民家カフェ蓮月・HITONAMI・
エルマカリ・ドッグカフェフレンド・きつねとはちみつ

出典｜googlemap 2020 年 3月時点

元祖・まちの社交場

16店



漢家店 

池上は池上線の中でも案外大きな
駅。隣の駅の人たちも「ご飯を食
べるなら池上へ」というくらい徒
歩圏内に料理屋さんはなんでも
揃っています。取り分け目立つの
が個性豊かな中華料理店。ランチ
の時間には働く人たちでどこもいっ
ぱいになります。

池上駅より徒歩10 分以内のお店
松花江・中国料理十番・漢家店・菜香楼・次男坊・博雅・
夢食堂・碧桂園・神威飯店・麺屋彩華

出典｜googlemap 2020 年 3月時点

お腹いっぱい

10店



26
に聞きました。

池上で活動されている方

名

池上ってどんなまち？
（印象・魅力・欲しいものなど）



3
池上歴

年

アベケイスケ
雑誌・コミックスなど、主にエディトリアルデザイン中心に活動。2018
年9月大田区池上に「堤方4306」という動画配信スタジオ兼、多目的ス
ペースを立ち上げ、「街に開いたカオス」を構築すべく実験中。

堤方4306

コンテンツ（刺激）と生活が近い。
編集者視点に立つと、コンテンツ（刺激）と生活の距離が近
いことが必要だと思っています。例えば僕にとって、池上で
の刺激はSANDOやwnicoなど。池上に欲しいのは古着屋。
古着屋は商売として可能性がまだまだあると思います。それ
に大田区の情報がわかるポータルサイトか
な。多種多様なコンテンツが取り上げられるカ
ルチャーWEBマガジンがあったらいいなと思
います。



5
池上歴

年並木 沙世 バルーンショップMARQUEESオーナー

MARQUEES

このまちは古くて新しいまち。
代々何世代も住んでいる人たちもいれば、私たちみたいな新参者もいて
いい具合にミックスされている。池上に住んでいるという誇りが高いけど、
閉鎖的ではなく新しい人たちのことも楽しんでくれている。困ったことが
あったら助けてやるぜ的な雰囲気があって頼りになる。池上に欲しいもの
は塗料屋さん。業者用の専門店は池上にあるけど、子ど
もも買えるような塗料や画材やものづくりのツールが
売ってるお店があったらいいな。ただ単にかっこいいと
かじゃなく、うまく既存のまちとつながる感じというか
「このことだったらこの人に伝えたら解決してくれる。」っ
ていう人たちが点 と々している街になったらいいな。



58
池上歴

年

岩田 好正

八百吉

落ち着いていて人間が穏やか。
人が人を呼ぶのか、穏やかな人が多く住んでいて住みや
すいと思うよ。これから池上に欲しいのは「新名物」かな。
あそこに行ったらあれが買えるんだよっていう斬新な新し
い名物が欲しいってずっと思っているよ。

江戸時代の終わりより営んいている八百屋「八百吉」 
五代目。



たまたま入ったお店の人と仲良くなったり。ウェルカムだし、あっち
側からも声を掛けてくれる。新しいことに対する敵対心とかあまりな
く、みんなで面白くするっていうスタンスを感じます。

人懐っこいなあと思った。

年

池上歴

石川 将志 /SANDOスタッフ・メディアエディター

池上との接点は wnico との付き合いが出来てからです。大田区
の下町のイメージ。ほんの 30 分気軽に来れて一杯だけビールと
かワインとか飲める場所が欲しい。

ちょっと栄えた下町感。

2
年

池上歴

ハミス・スフィヤン/ヨルダン産オリーブオイルの輸入販売

人懐っこいなあと思った。

0.5



18カ国廻った経験から感じる、外国っぽさ。地に根付いているものが多
いからか、お寺が多いことも関係するのか。この街には長い年月の尺度で
物事を見ている人が多い気がする。今踏み込んでいる福祉のフィールド
に切っても切り離せない大切な部分。今後はデンマークの図書館のよう
な、赤ちゃんからお年寄りまで皆が来たくなる、次の代がしっかりと使え
る文化複合施設が欲しい。

年

池上歴

本門寺をよく散歩するけど、みんな門を通る時お辞儀をする。信仰
が生活に根付いているから治安がいいのかな。本門寺、SANDO な
ど語れるものがあってブランド力があると感じる。シビックプライドと
して。どこに住んでますか？と聞かれたら最近は「池上です」と言う
ようにしています。ソフトコンテンツが増えればさらに人を巻き込み
やすいと思います。

これから感があるから人を
巻き込みやすい。

2

32

年

池上歴

山中 康司/生き方編集者

いい意味で外国っぽく、
そこが居心地がいい。

宮田 尚幸/デザイナー・尚工藝代表



池上は「いったん立ち止まる場」という印象を持っています。池と地名
についているように、いろんなものが蓄積しているというか、それがずっ
と変わらないのが良いところだと感じます。人や時間の流れの早い都心
から少し距離があることもじっくり考える場として魅力なんでしょうね。
大田区の先端技術を美しく見せるギャラリーをつくりたいです。

年

池上歴

主体的に動いている人がいるからきっと面白くなっていくと思う。
これからまちに欲しいのは石畳かな。その上を着物美人が歩いてた
らいいよね。

勝手に面白くなっていきそう。

36
年

池上歴

福田 文明 /マーケター

いったん立ち止まる場。

16
秋山 かおり/デザイナー・STUDIO BYCOLOR代表



池上歴

年

吉澤 広美

Flower Shop wnico

ギャップがつくれる。
wnicoが花屋を始めようと思った20年前、池上には８軒の花屋があり、
wnicoはあえて「日常」や「ギフト」に目を向けて、当時まだこの辺にな
かった海外の植物を取り扱うことでまちにギャップをつくりました。開
店当初は赤ちゃん連れのママがくつろげるように絵本が読める場所も
設けました。池上はいつでも行けば誰かいるようなコ
ミュニティの場がもっと増えたらいいなと思います。地
域で経営を話し合える機会もつくりたいです。

池上の花屋wnico 経営。 20



池上は「古きを知り新しきを知る」。そんな言葉が素直に出てくるま
ちだと思う。歴史ある古き良きまちなだけではなくて、そこで生活す
る人は未来を見ていて、活力に満ちている。池上にはカルチャーに
触れられる場所がもっとあったらよいと思う。ひとりひとりが自由に
発信できて、自然に人が集まるような場所。学校でいうところのピ
ロティー的場所。

年

人がちゃんと見えていて、ウェルカムな人が多い。
排他的な感じは一切しないかな。
これからの池上に欲しいのは、親子で時間が過ごせるところかな。
屋内でも屋外でもよくて、デジタルよりは体を動かすアナログな感じ
が欲しいです。

まちの人が繋がってる。

1
年

池上歴

西野 正将/美術家、映像ディレクター

未来を見ていて、
活力に満ちている。

1
池上歴

丸山 亮平/編集プロダクション「百日」代表



SANDOで隣に座ったご婦人と自然におしゃべりしたり、まちを歩い
ていると知った顔の人が手を振ってくださったり。池上には肩の力を
抜いて楽でいられる人や場所がある。
池上に欲しいのは、外で語れるベンチや屋台みたいなものとか。公園
じゃないけど公園のような通り。 2.3

年

池上歴

金井 美沙子/大田マーチング委員会

ネクタイしてる人が少ないから帰ってくるとホッとする。
新しいものより今ある状況を改善したい。増えちゃったものを池上ス
ケールにできると暮らしとのバランスが良くなる気がしていて、例えば
人が増えてゴミがすごい増えたから、ゴミ捨て場をデザインでよくした
いとか、自転車置き場もよくしたいとか。

（ちょっと前までは）寝巻きで歩けるまち

13
年

池上歴

石井 秀幸/ランドスケープデザイナー

ここにいたら自然体で居られる。
池上歴



特別区（23区）にありながら時代に流されない独自の感覚を持ったま
ち。ある意味どの時代においても日本らしく平和で意識の高いまち。
しかしその感覚も現代においてはもう少し広く表に出さないと勿体無
い。新しいものを一から作るより、このまちに潜在的に眠っているも
のを引き出す仕組みがもっと必要と言えるのかな。そのひとつとしてデ
ザインの力を使うって術もあるよね。 1
フクナガコウジ/図案家

不思議な形の宗教建築や、ナポリタンの美味しい喫茶店。歩いていると突然、
面白そうな場所や美味しいお店が目に入ってきます。池上に来るようになって
まだ日も浅いので、天気の良い日に目的なく歩いて自分だけのお気に入りス
ポットを発見したいと思って歩いています。
池上には、目的なく人が集まれる場所が欲しいなと思います。映像や資料で
本門寺の歴史が見られるような公共施設とかもいいですね。

池上は人間目線の街。

1
池上歴

ここは日本、池上。
池上歴

年

年石黒 宇宙/ウェブデザイナー



朝はSANDOが8:00からオープンしてるし、昼は程よくランチのバリエーション
がある。夜も一人でも大勢でも楽しめるお店がある。坂がほとんどないから自
転車でいろんなところにも行けそうだし、バスも電車も本当に便利。これから欲
しいのは、生活を楽しむための宿かな。観光して泊まるっていうより、生活の延
長で泊まる感じ。

年

池上歴

他のまちと比べて、人と人との繋がりを感じます。門前町なので、古き良きもの
がたくさん残っているからでしょうか。バランスがちょうどいいです。池上は歴史
のあるまちなので、文化的な交わりが生まれるスペースがもっとあったらいいな
と思います。例えば本屋やギャラリーのような。SANDOはまさにそういった場
所なのですが、他にも色 あ々れば交流が深まると思います。

人と人との距離が近いまち。

1
池上歴

田上 浩一/カメラマン

「住み心地がいいんだろうなぁ」
といつも感じさせてくれる。

1.4
池上歴

小田桐 奨 /アーティスト

年



1年間、お店を利用したりまちの方にお話を伺う中で感じたのは、商店街を中心に、こだわりや信念を持っ
て商いをしているお店(人)が多いなぁということ。 いまだに、豆屋さんやお豆腐屋さん、梅干し屋さんと
いった単一のものを扱うお店が在って、その存在が街の中で絶対的なのも凄いことだと思う。 地元の小
中学校を卒業して家業を継いだりお店を始めたり、地元の人たちによる地元の人のための豊かな暮らしの
輪を感じました。 街全体が家族みたい。ものの質や、こだわり、人情など、利便性と多様性と引き換えに東
京が失ってきたものがまだそこにあるような気がします。池上に欲しいのは、古い商店をケアして文化を継
承すること。それと来街者の質を底上げできる美術館。

年

池上歴

子供の頃はやっぱり本門寺があるので、寺町としてご年配の方々の活
気があり古くからの伝統や文化を重んじる様な雰囲気を感じていまし
たが、時間が経って大人になり、久しぶりに池上に戻ってきたら、
意外と若い人が増えていて、昔とはまた違った雰囲気や活気、多様
性を柔軟に受け入れ、変わろうとしているムードを感じました。

意外と若い人がいる。

24
池上歴

吉木 諒祐 /ミュージシャン

文化財のようなまち。

1
やまもとまな/アーティスト・フローリスト

年



池上には池上時間と呼べるようなゆっくりとした時間が流れている。
せかせかせずに穏やかな気持ちでいられるまち。文化的な部分を感
じられて、どっしりと僕らを迎え入れてくれているような気がする。
池上に欲しいのはマイハウス、僕住みたいです！！

年

池上歴

昔からのものが残っててあったかい感じがする。
お会式を子どもの頃にお母さんと一緒に見に来て「あれが万灯って
言うんだよ」って教えてもらった記憶があります。あととにかく人が
すごく多かった。本門寺には学生時代に大晦日から日をまたいで年越
ししに行った良い思い出もあります。

あったかい感じがする。

25
池上歴

Nozomi Nobody/ミュージシャン・歌手

僕らを迎え入れてくれている。

0.9
天野 光太郎/SANDO店長・コーディネーター

年



池上のいいところは、都心に以外と近いくて自然が近い（本門寺・
平和島・多摩川）。
うるさ過ぎず、静かすぎないバランスのとれた住宅街なところ。
池上にこれから欲しいのは、ランチが出来るおいしい飲食店、街の
本屋、ワークスペースです。 27

年田邉 茂太 /会社員・久松温泉生まれ

そんなにガヤガヤしてなくてローカル感があるけど渋谷に 30 分で行ける！栄えてる街に
行きやすい。池上のお店は店員さんやお客さんがあたたかい。池上に欲しいのは古本
屋さんと古着屋さん。お店はおっきくなくて良くて、メガネかけてて帽子を被ってる味の
あるおじさんがきちんとセレクトしたお店。買いやすくてセンスがいい感じ。質問したら
解説してくれるのがいいな。Youtube が撮影できるスペースも欲しい。コワーキングス
ペースよりカフェっぽくて気軽に使える感じ。

アットホームですね。

7
年

池上歴

亀川 理紗子 /SANDOスタッフ・メディアクリエイター

本門寺がある寺町。
池上歴



池上歴

秋葉 雄大

plate lunch Nanary

チャンスがある。
決して変化を拒否してない街。新しいことに対しても理解があるしチャレ
ンジしようとする地盤がある。新しい人たちを受け入れる度量がある。
僕も新参者だけど仲間に入れてくれた。池上は進化しようとしているか
ら、チャレンジしたい人にはいいと思う。年齢層が高くなってきている
から、理想としては池上に住んでいる若い人をメイン
ターゲットにしたお店や施設ができたら嬉しいです。

「plate lunch Nanary」店主。お弁当を店舗で販売し
つつ、「秘伝のイケだれ」、「池上の忍茶」など池上を
PRする商品などを販売開発している。

4
年



池上歴

輪島 基史

古民家カフェ蓮月

人が見えるまちであり、守るべき風景があるまち。
昭和の味や昭和初期の建造物など、未来へ受け継ぐべき資
産がある。未来と過去がクロスするし、人と人の人生もクロス
する場がある。芽が出て根が広がるいい土もあるし、水を撒い
てくれる人もいる。僕は未来に向けてもっと良い土壌作りの
真っ最中。池上に欲しいのは、未来をつくる
チャレンジができる環境とチャレンジをする
人。物語がもっとたくさん生まれて欲しい。

起業家。古民家カフェ蓮月・にれの木 運営 5
年



池上エリアリノベーションプロジェクトは、大田区と東
急株式会社が共同で運営しています。大田区と東急株
式会社はこれまで、地域課題の解決や地域の活性化
を目指し、様々な形で連携した取り組みを展開してき
ました。平成29（2017）年３月に東急が主催（大田区が
後援）した「リノベーションスクール＠東急池上線」を
端緒として、双方の強みを活かしたまちづくりの必要
性や、駅を中心とした総合的なまちづくりについて、両
者で検討を重ねてきました。今般、「地域力を活かした
公民連携によるまちづくり」を共同で推進するために、
基本協定を締結し、そのモデル地区として池上エリア
リノベーションプロジェクトとして運営していきます。

100年後の池上を考える

引用|池上エリアリノベーションプロジェクト

池上エリアリノベーションプロジェクトって何？



支援

再接続再発信

再発掘

池上エリアリノベーションプロジェクトは、
地域資源を活かした新しいまちづくりです。まちに眠
る地域資源を《再発掘》し、《再発信》することで、それ
を活用したい人と《再接続》します。それらを通じて小
さな経済圏を活発にし、まち全体の活力につなげてい
きます。また将来的にこのまちづくりを担う人たちの
《支援》もあわせて取り組んでいきます。

地域資源のひとつである空き家と、それを活用
したい人をつなげ、まちに新しい活力を生み出
します。

《空き家の活用》

地域ファンド・事業承継・地域通貨などのプロ
フェッショナルを招き、まちづくりのヒントを得
る場を提供します。

《勉強会の開催》

カフェの日常を通じて、まちの人との何気な
い会話から、まちに眠る地域資源を見つけ、
つないでいきます。

#再発掘 

#再発掘 

フリーペーパーの取材を通じて、地域資源を
見つけ、新しい視点から編集し、まちの内外に
伝えていきます。
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