
地野菜の
栽培プロジェクトの広がり

「陽だまり」の早川靖枝さんは越瓜育て“名人”。中庭で
収穫した越瓜は毎年利用者の方とともに賞味する。

越瓜の普及に努める玉造稲荷神社の
鈴木伸廣さんとマスコットキャラクターの
“玉造稲荷くろもんちゃん”。

ゲスト： 高口恭行さん（一心寺長老）
　　　　塙 狼星さん（空堀ことば塾主宰）
　　　　上田假奈代さん（詩人、NPO法人こえとことばと
　　　　　　　　　　　　　こころの部屋（ココルーム）代表）

上町台地で言葉の世界に深く関わっておいでのお三方
をゲストに、U-CoRo百人一句を詠んで・聴いて味わ
い、ともに上町台地の明日に思いを馳せました。

2012.3.17

開催日： 2012年 3月 17日　／　会　場： NEXT21 ホール
主　催： 大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所（CEL）

上町台地の明日を想う
百人一首を味わう集い 

event &
workshop
event &
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デイサービスセンター

陽だまり
デイサービスセンター

陽だまり

玉造稲荷神社

　ウィンドウ・エキジビション01「上町台地まつり絵巻」開始
（～4.28）
　"上町台地のまつりを紐解く" スペシャルトークと交流の夕べ
　ウィンドウ・エキジビション02「上町台地 子どもと遊び い
ま・むかし」開始（～8.31）
　夏の終わりに振り返る 子ども、うえまち、いま・むかし
　ウィンドウ・エキジビション03「『いのちをまもる智恵』を
伝える 減災に挑む30の風景と上町台地災害史」展示開始（～
2008.1.18）
　減災 Cafe in 上町台地 ストーリーブック『いのちをまもる
智恵 減災に挑む 30の風景』を語る
　

　ウィンドウ・エキジビション04「緑と鳥の回廊、上町台地」
展示開始（～5.16）
　鳥の目線でNEXT21とご近所の緑をめぐる お散歩＆屋上トーク
　ウィンドウ・エキジビション05「上町台地となにわ伝統野
菜物語」展示開始（～9.12）
　夏のなにわ伝統野菜物語 越瓜トークとツルつなぎレポート
　ウィンドウ・エキジビション06「減災ゲームで気づく上町台
地の暮らしいろいろ」展示開始（～2009.1.23）
　ロジモク減災勉強会1「地震の日本史」（からほり倶楽部/ロジ
モク研究会 主催　於・サロンdeありす）U-CoRo共催

　減災Cafe in上町台地「クロスロード」と減災×地域×コ
ミュニケーション

　ロジモク減災勉強会 2「秀吉の上町台地改造について」（か
らほり倶楽部/ロジモク研究会 主催　於・サロンdeありす）U-CoRo共催

　

　ウィンドウ・エキジビション07「春の日 上町台地で読みた
い本」展示開始（～5.22）
　ロジモク減災現地見学会1「神戸長田聞き歩きツアー」（か
らほり倶楽部/ロジモク研究会 主催）U-CoRo共催

　　「減災キャラバン on 上町台地」（（特活）レスキューストックヤー
ド主催、4ヵ所での巡回展とリレー・トークなど）U-CoRo協力

　「減災キャラバンon上町台地」リレー・トーク
　　　第 1回「僧侶の覚悟」（於・應典院）U-CoRo協力
　「減災キャラバン on 上町台地」リレー・トーク
　　　第 2回「対話の覚悟」（於・萌）U-CoRo協力
　「減災キャラバン on 上町台地」リレー・トーク
　　　第 3回「避難所の覚悟」（於・高津宮）U-CoRo協力
　「減災キャラバン on 上町台地」まち歩きトーク U-CoRo協力
　「減災キャラバン on 上町台地」リレー・トーク
　　　第 4回「路地の覚悟」（於・練）U-CoRo協力
　「減災キャラバン on 上町台地～“その日”が垣間見えました
か？」（於・サロンdeありす）U-CoRo協力
　U-CoRoプロジェクトのホームページ開設
　「春の上町台地 あの人の「本」とお散歩&トーク」
　ウィンドウ・エキジビション08「上町台地 玉造黒門越瓜栽
培“ツルつなぎ”プロジェクト」展示開始（～9.4）
　玉造黒門越瓜栽培“ツルつなぎ”プロジェクト収穫祭！
　ウィンドウ・エキジビション09「“減災キャラバン on 上町
台地”の道程から」展示開始（～2010.1.29）
　ロジモク減災勉強会 3「減災コミュニケーション入門」（から
ほり倶楽部/ロジモク研究会 主催　於・サロンdeありす）U-CoRo共催

　ロジモク減災勉強会 4「もしも上町断層帯が動いたら」（か
らほり倶楽部/ロジモク研究会 主催　於・サロンdeありす）U-CoRo共催

　ロジモク減災現地見学会 2「上町断層帯を歩く」（からほり
倶楽部/ロジモク研究会 主催）U-CoRo共催

　ロジモク減災現地見学会 3「京都・減災上ル下ル」（からほり
倶楽部/ロジモク研究会 主催）U-CoRo共催

　

　減災Cafe in 上町台地 減災キャラバンの一歩から考える、
生活文化としての減災
　ウィンドウ・エキジビション10「まちで育む上町台地の子」
展示開始（～5.28）
　『上町台地 つながりのスタイルブック』冊子作成
　音とトークの愉快なセッション 子どもたちに伝える、上町
台地の大人力！生命力！
　ウィンドウ・エキジビション11「日常の楽園 上町台地コミュ
ニティグリーン紀行」展示開始（～9.10）
　〈ドイツから〉ガーデンライフ・トーク ＆ 〈上町台地から〉
玉造黒門越瓜栽培“ツルつなぎ”収穫祭！
　ウィンドウ・エキジビション12「上町台地 もしも・いつもの
“避難所”ウォッチング」展示開始（～2011.1.28）
　

　減災トークセッション あなたのそばの“避難所”
　ロジモク減災勉強会5「防災・減災“基本のキ”どう伝える？どう伝わるか？」
（からほり倶楽部/ロジモク研究会 主催  於・サロンdeありす）U-CoRo共催

　ウィンドウ・エキジビション13「上町台地 まちなかのプロ
フェッショナル」展示開始（～6.30）
　ロジモク減災勉強会 6「災害に強い路地のまちへ」（からほ
り倶楽部/ロジモク研究会 主催　於・サロンdeありす）U-CoRo共催

　ロジモク減災現地見学会 4「上町断層を歩く」（からほり倶楽
部/ロジモク研究会 主催　於・サロンdeありす）U-CoRo共催

　暮らしによりそう 手仕事・ものづくり・まちづくり 
　ウィンドウ・エキジビション14「上町台地・水先案内」展示
開始（～11.11）
　上町台地・職人研 現場探訪ツアー「大阪・生野の職人さん
めぐり」（上町台地・職人研/丸善ボタン㈱ 主催）U-CoRo協力
　玉造黒門越瓜栽培“ツルつなぎ”2011収穫祭！ 交流の夕べ  
　ウィンドウ・エキジビション15「U-CoRo人絵巻～上町台地
百人一句」展示開始（～2012.3.30）
　「上町台地・水先案内」まち歩き  上町台地の水あとをたどる
　　　 丸善ボタン㈱ 秋の企画展「まちなかの職人展」（上町
台地・職人研 共催）で、マルゼンボタンギャラリーにてU-CoRo
展示の職人さん紹介パネルを再展示
　大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所（CEL）の設立25周年
シンポジウム会場で、「避難所」パネルを再展示
　U-CoRoプロジェクトを含む「大阪・上町台地周辺地区にお
けるまちづくり情報の継続的な収集・編集・発信」が、2011
年都市住宅学会賞業績賞を受賞
　
　
　　　“谷町う木う木まtree” （谷町う木う木実行委員会 主催）に
て上町台地のコミュニティーグリーンマップパネルを展示
　上町台地の明日を想う 百人一首を味わう集い  
　アーカイブス01～15パネルほかをU-CoRoで展示（～11.26）
　玉造黒門越瓜栽培 “ツルつなぎ”2012収穫祭！ 交流の夕べ 
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U-CoRo プロジェクトの足跡　　2007-2012 年
NEXT21/U-CoRoウィンドウ・エキジビション01～15 その他は主な共催・協力・関連行事などU-CoRo主催のイベント・ワークショップなど

NEXT21の近隣に広がる玉造界隈は、なにわ伝統野菜の

ひとつ玉造黒門越瓜のふるさとです。2008年「上町台地

となにわ伝統野菜物語」の展示に合わせ、玉造稲荷神社・

玉造黒門越瓜出隊と共催で始めた「玉造黒門越瓜栽培“ツ

ルつなぎ”プロジェクト」。栽培を通して年々人の輪が広が

り、上町台地界隈にひとつまたひとつと越瓜が芽吹き、園

庭や校庭に、境内に、お店や住宅の軒下や店先に、たくさ

んの会話と物語を届けてくれています。

越瓜玉造
黒門

しろうり

2007年

2010年

2011年

2012年

2008年

2009年

「玉造黒門越瓜栽培“ツルつなぎ”プロジェクト」も４年
目のシーズンが過ぎました。毎年、栽培場所や時期は同
じでも出来が違う“伝統野菜”ならではの感動があった
と思います。また、自然に感謝する年もあれば、その脅
威を感じる年もあったのではないでしょうか。昔の上町
人もこのような感動を共有し、災害時にはタネを分け合
うなどの努力で、越瓜が伝統野菜として残ってきたのか
もしれません。天候を含め世の中が大きく変動するなか、
収穫の増減にかかわらず、栽培者のつながりは確実に
増えていることに感謝いたします。

玉造黒門越瓜栽培
“ツルつなぎ”プロジェクトと
U-CoRo 鈴木伸廣（玉造稲荷神社禰宜）

ね　ぎ

初めての種まきは2009年の春。間引き、摘芯、受粉と
大奮闘の末、５個を収穫。昨年はその経験を生かして、
楽勝の５個（笑）。ところが今年は、わずかに３本の発
芽のうえに、成長もままならず。雄花ばかりで雌花はチ
ラホラ。「何を甘えとるんや！」とハサミ片手に「サルカ
ニ合戦」の蟹よろしく、にらみを利かせて叱咤の日々。
よほど怖かったのか（笑）、７月末にやっと１キロ余りの
巨大児誕生後、大小取り混ぜ６個も生まれました。小さ
な庭の一隅は、優しい陽の光と風の恵みの「陽だまり」。
来年への夢つなぎ、そしてツルつなぎ……。

玉造黒門越瓜と出会って
早川靖枝（デイサービスセンター陽だまり）

※肩書、所属等はイベント開催当時のものです。

※それぞれのコメントは2011年10月時点のもの。肩書、所属等は当時のものです。

つながり

（大阪市中央区）　

（大阪市中央区）　（大阪市中央区）　
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● NEXT21/U-CoRo ウィンドウ・エキジビション 01
　「上町台地まつり絵巻」　（2007.2.5～ 4.28）

主催：大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所（CEL）
企画：U-CoRoプロジェクト・ワーキング
協力：愛染堂勝鬘院、猪飼野保存会、生國魂神社、
上町台地からまちを考える会、大阪城天守閣、大阪歴史博物館、
からほり倶楽部、高津宮、五條宮奉賛会、（特活）コリアNGOセンター、
四天王寺、将軍地蔵尊保存会、玉造稲荷神社、天王寺区役所、
なにわ人形芝居フェスティバル事務局、西代官山クラブ、（有）富士
原文信堂、堀越神社、そのほかのみなさま（50音順）

● NEXT21/U-CoRo ウィンドウ・エキジビション 02
　「上町台地 子どもと遊び いま・むかし」
　　（2007.5.14～ 8.31）

主催：大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所（CEL）
企画：U-CoRoプロジェクト・ワーキング
協力：青山富男さん、岡田孝輔さん、白石喜啓さん、
服部多嘉男さん、松本和子さん、森茂樹さん、山田浩史さん、吉田
光子さんほか「遊びと遊び場聞き取り調査」にご協力いただきま
した上町台地の住民のみなさま、上町台地からまちを考える会、
越中屋『夕陽丘ストリート』、大阪市、大阪市天王寺動物園、大阪
府立中之島図書館、太田順一さん、からほり倶楽部、からほりまち
アート実行委員会、杉浦貞さん、玉造稲荷神社、西代官山クラブ、
（有）富士原文信堂、そのほかのみなさま（順不同）

● NEXT21/U-CoRo ウィンドウ・エキジビション 03
　「『いのちをまもる智恵』を伝える  
　　　減災に挑む30の風景と上町台地災害史」
　　（2007.9.3～ 12.28〔2008.1.18まで延長〕）

主催：大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所（CEL）
共催：大阪大学コミュニケーションデザイン・センター（CSCD）
監修：「いのちをまもる智恵」制作委員会
　　　（事務局：（特活）レスキューストックヤード）
企画：U-CoRoプロジェクト・ワーキング
協力：上町台地からまちを考える会、應典院、大阪城天守閣、大
阪市立中央図書館、からほり倶楽部、喫茶上町1961、高津宮、
惣（クーデリー・カフェ、books & cafe LOW）、玉造稲荷神社、直木
三十五記念館、（有）富士原文信堂、練、そのほかのみなさま（50音順）

● NEXT21/U-CoRo ウィンドウ・エキジビション 04
　「緑と鳥の回廊、上町台地」
　　（2008.1.21～ 5.9〔5.16まで延長〕）

主催：大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所（CEL）
共催：日本野鳥の会大阪支部
企画：U-CoRoプロジェクト・ワーキング
協力：上町台地からまちを考える会、江木剛吉さん、大阪市、から
ほり倶楽部、酒向八智代さん、佐々木勇さん、鈴木伸廣さん、西代
官山クラブ、宮崎昌久さん、元山裕康さん、吉見孝信さん、その
ほかのみなさま（50音順）

● NEXT21/U-CoRo ウィンドウ・エキジビション 05
　「上町台地となにわ伝統野菜物語」
　　（2008.5.19～ 8.29〔9.12まで延長〕）

主催：大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所（CEL）
企画：U-CoRoプロジェクト・ワーキング
協力：味原幼稚園、上町台地からまちを考える会、
大阪市農業センター、大阪城天守閣、追手門学院大手前中・高校、
應典院、岡本真澄さん、小田切栄子さん、谷町空庭/空畑クラブ、
からほり倶楽部、高津高校、五条小学校、真田山幼稚園、清水谷高校、
惣、玉造稲荷神社、玉造黒門越瓜出隊、chana、浪花漬四天王寺・
西むら、西代官山クラブ、NEXT21入居者自治会、（有）富士原文信堂、
萌、松本皓市さん、森下正博さん、結、レストランRiRe、練、その
ほかのみなさま（50音順）

● NEXT21/U-CoRo ウィンドウ・エキジビション 06
　「減災ゲームで気づく 
　　上町台地の暮らしいろいろ」
　　（2008.9.16～ 2009.1.23）

主催：大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所（CEL）
共催：大阪大学コミュニケーションデザイン・センター（CSCD）
企画：U-CoRoプロジェクト・ワーキング
協力：上町台地からまちを考える会、大阪城天守閣、應典院、か
らほり倶楽部、（特活）コリアNGOセンター、サロンdeありす/
（特活）和文化伝承協会、NEXT21入居者自治会、（有）富士原文信堂、
舩木伸江さん、（特活）プラス・アーツ、まち・コミュニケーション、
矢守克也さん、そのほかのみなさま（50音順）

● NEXT21/U-CoRo ウィンドウ・エキジビション 07
　「春の日 上町台地で読みたい本」
　　（2009.1.26～ 5.22）

主催：大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所（CEL）
企画：U-CoRoプロジェクト・ワーキング
協力：岡本真澄さん、澤井浩一さん、吉見孝信さん、田村彩さん、
小谷真功さん、桑原年弘さん、竹村伍郎さん、元山裕康さん、Ｓ.Ｙ.
さん、鈴木伸廣さん、藤原沙樹さん、オダギリサトシさん、山内
美陽子さん、上田假奈代さん、田中雅人さん、山瀬真太郎さん親子、
岸本智嘉子さん、馬庭達さん、小辻昌平さん、長谷川寧子さん、
塩田洋子さん、菅磨志保さん、酒向八智代さん、岡本泰子さん、
北川央さん、関川華さん、岡田孝輔さん、徳力修司さん、六波羅
雅一さん、奥野素子さん、白石喜啓さん、渡辺尚見さん、Ｔ.Ｙ.さん、
山田将太朗さん、秋田光彦さん、角田昭弘さん、木村薫さん、宮崎
昌久さん、酒井一光さん、小田由布子さん、中村文隆さん、山口
洋典さん、森茂樹さん、中越慈子さん、坂本峰徳さん、冨士原純一
さん、鄭甲寿さん、宋悟さん、山岡武明さん、森下正博さん、高見
一利さん、市川久雄さん（順不同）

● NEXT21/U-CoRo ウィンドウ・エキジビション 08
　「上町台地 玉造黒門越瓜栽培“ツルつなぎ”
　　プロジェクト」（2009.5.25～ 9.4）

主催：大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所（CEL）
共催：玉造稲荷神社、玉造黒門越瓜出隊
企画：U-CoRoプロジェクト・ワーキング
協力：味原幼稚園、燈、應典院、大阪教育大学付属天王寺中学校、
大阪市農業センター、岡本真澄さん、高津高校、高齢者外出介助の
会、cocoroom、真田山幼稚園、清水谷高校、生活ケアの「ぷらっと」、
聖公会生野センター、惣、玉造小学校、デイサービスセンター陽だ
まり、デイセンターいるか空堀・蔵、谷町空庭/空畑クラブ、藤次寺、
NANIWAN TAPAS ＋ BAR as、NEXT21入居者自治会、フラット♭、
萌、丸善ボタンビル、南大江小学校、森下正博さん、結、レストラン
RiRe、練、そのほかのみなさま（50音順） 

● NEXT21/U-CoRo ウィンドウ・エキジビション 09
　「“減災キャラバンon上町台地”の道程から」
　　（2009.9.7～ 2010.1.29）

主催：大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所（CEL）
共催：（特活）レスキューストックヤード（RSY）
　　　大阪大学コミュニケーションデザイン・センター（CSCD）
企画：U-CoRoプロジェクト・ワーキング
協力：五百井正浩さん、上町台地からまちを考える会、應典院、
呉光現さん、からほり倶楽部、高津宮、（特活）コリアNGOセンター、
白石喜啓さん、直木三十五記念館、萌、まち・コミュニケーション、
吉椿雅道さん、練、ロジモク研究会、そのほかのみなさま（50音順）

● NEXT21/U-CoRo ウィンドウ・エキジビション 10
　「まちで育む上町台地の子」（2010.2.1～ 5.28）

主催：大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所（CEL）
企画：U-CoRoプロジェクト・ワーキング
協力：秋田光彦さん、生國魂神社、生國魂・太鼓中、
一心寺、上坂正治さん、上町台地からまちを考える会、大阪市立
大池中学校PTAおやじバンド、（財）大阪国際交流センター、大阪
歴史博物館、岡田孝輔さん、小川治海さん、岸本智嘉子さん、金恵
美さん、高津宮、（特活）コリアNGOセンター、将軍地蔵尊保存会、
鈴木一男さん、東筆振興町会、中越慈子さん、中西美穂さん、（有）
富士原文信堂、三島啓子さん、山本能楽堂、山本良一さん、吉見
孝信さん、吉村健一さん、そのほかのみなさま（50音順）

● NEXT21/U-CoRo ウィンドウ・エキジビション 11
　「日常の楽園 
　　上町台地コミュニティグリーン紀行」
　　（2010.6.1～ 9.10）

主催：大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所（CEL）
企画：U-CoRoプロジェクト・ワーキング
協力： オダギリサトシさん、鈴木伸廣さん、西代官山クラブ、
NEXT21入居者自治会、花村周寛さん、三島啓子さん、山内美陽子
さん、山根秀宣さん、そのほかのみなさま（50音順）

● NEXT21/U-CoRo ウィンドウ・エキジビション 12
　「上町台地 もしも・いつもの
　　“避難所”ウォッチング」
　　（2010.9.13～ 2011.1.28）

主催：大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所（CEL）
企画：U-CoRoプロジェクト・ワーキング
協力：生野区役所、浦野睆次さん、大阪市危機管理室、大手前
高校、からほり倶楽部、北大江まちづくり実行委員会、北大江
連合振興町会、源聖寺、高津宮、五条小学校、小西睦夫さん、
（特活）コリアNGOセンター、三帰会、菅磨志保さん、中央区役所、
天王寺区役所、西代官山クラブ、西宮市、東中川小学校、東中川
連合振興町会、冨士原純一さん、南高校、山口洋典さん、（特活）
レスキューストックヤード、ロジモク研究会、そのほかのみな
さま（50音順）

● NEXT21/U-CoRo ウィンドウ・エキジビション 13
　「上町台地 まちなかのプロフェッショナル
　　～暮らしによりそう手仕事・ものづくり・
　　まちづくり～」　（2011.2.1～ 6.30）

主催：大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所（CEL）
企画：U-CoRoプロジェクト・ワーキング
協力：上田秀雄さん、植松秀王さん、海田弘美さん、岡田勝之さん、
岡田君代さん、桂田秀人さん、神田晃治さん、岸本知子さん、小谷
真功さん、JyariとMaco-J、寺西章江さん、徳力修司さん、西代
官山クラブ、花村周寛さん、早川靖枝さん、冨士原純一さん、宮崎
昌久さん、山本良一さん、吉村健一さん、六波羅雅一さん、そのほ
かのみなさま（50音順）

● NEXT21/U-CoRo ウィンドウ・エキジビション 14
　「上町台地・水先案内」　（2011.7.4～ 11.11）

主催：大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所（CEL）
企画：U-CoRoプロジェクト・ワーキング
協力：足代健二郎さん、飯田郁子さん、
浦野睆次さん、圓妙寺、オダギリサトシさん、
加瀬敏夫さん、桂田秀人さん、環境デザイン事務所 素地、神田
晃治さん、高津宮、幸念寺、原点の会、五條宮、澤田孝治さん、玉造
稲荷神社、西代官山クラブ、冨士原純一さん、和想デザイン、その
ほかのみなさま（50音順）

● NEXT21/U-CoRo ウィンドウ・エキジビション 15
　「U-CoRo人絵巻～上町台地百人一句」
　　（2011.11.14～ 2012.3.30）

主催：大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所（CEL）
企画：U-CoRoプロジェクト・ワーキング
協力：この展示は、これまでさまざまなかたちで
U-CoRoプロジェクトに関わってくださったみなさまのなかから投
句等のご協力を賜り、実現したものです（P134-140をご参照くださ
い）。ご厚情に心からお礼申し上げます。

NEXT21/U-CoRo ウィンドウ・エキジビション 01～15 協力者等一覧

写真は、各回展示のリーフレット「U-CoRo独案内」の表紙。
独案内（ひとりあんない）は、まちや物事に不案内な人を助け
る携帯便利な冊子のこと。
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印　　刷　（株）国際印刷出版研究所

●この冊子及び U-CoRo に関するお問合せ先　

　TEL：06-6205-3518（担当：CEL弘本）

NEXT21/U-CoRoウィンドウ・エキジビション01～15の内容を
ホームページで再現しています。

U-CoRoプロジェクトの5年間の軌跡を
インターネットでもぜひご覧ください。

クリックで各パネルが
拡大されます。

TOPページ

ウインドウ・エキジビション05の西側展示ページ

2012年3月30日をもって、U-CoRoプロジェクトの第1ステップは終了いたしました。ご支援ご協力を
ありがとうございました。今後、第2ステップに向け、みなさまと育んでまいりましたつながりの物語を、
新たな形で活かしていけるよう取り組んでまいります。これまでの展示のコンテンツは、ホームページの
なかでアーカイブスとして公開していますので、ご活用いただけると幸いです。引き続き、よろしくお
願い申し上げます。

※U-CoRoウィンドウ・エキジ
ビション01～15に関するアー
カイブスのほかに、各回の展
示に関連したリーフレット「独
案内」や「上町コロコロ新聞」
のバックナンバー、関連レポー
トや冊子などの閲覧やダウン
ロードができます。

増補版 
上町台地つながりのスタイルブック

http://www.osakagas.co.jp/company/efforts/cel/ucoro/index.html


