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2 年 6か月に及ぶ調査を受け、
富士吉田には豊富な歴史資源が残されていて、それを楽しみたいと願う人々がいる一方で、地域が一体となってそ
れらを “魅せる” という考え方が十分ではないことがわかった。

これからのページでは、「豊富な歴史資源を活かし、地域の方々が磨きをかけることで、さらに魅力的な御師まちに
していく」いくつかのヒントを提案する。

慶應義塾大学SFC中島直人研究室・一ノ瀬友博研究室

3-1 提案の趣旨
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3-2 御師まち観光のコンセプト

追体験と新体験
リアルな富士講を感じ、新しい富士講を発見する

かつて誰かがやっていたことを体験する面白さ

コア

広がり

追体験：

ここで誰もやっていなかったことを体験する面白さ
新体験：

若者など富士講に興味のない方々には、「新体験」
を富士山の歴史文化について触れる入口・きっか
けにしてもらう。

富士講に興味のない人…「新体験」⇒「追体験」

富士講に興味を持って観光に来た方々には、「追体
験」にとどまらず、「新体験」をきっかけにして、もっ

とまちの外へ繰り出してもらう。

富士講に興味を持つ人…「追体験」⇒「新体験」
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おしまちの特徴
【強み】
■豊富な歴史資源が、モノとして遺っている点
■世界遺産登録により、注目を浴びている点
【弱み】
■富士講という文化そのものに興味を持つ人が限られている点
■富士山観光が地域の賑わいに結びついているとは言えない点

OPEN! おしまちの検証結果より
【＋面】
■富士講に関わるものを、実際に作ったり、食べたりする「体験」
が良い評価を集めた。
【－面】
■参加者の年齢層が高く、関係者以外で若者の参加を得られなかっ
た。

現在の客層に対して魅力を提供する

リアルな富士講の体験
　　　　　　　＝追体験
新たな客層を開拓できる

富士講の新しい楽しみ方
　　　　　　　＝新体験

参考：OPEN! おしまち報告書より

企画名

伝承のおしいえ筒屋

創作のおしいえ毘沙門屋

交流のおしいえ菊谷坊

御師ごはん筒屋

富士講リレートーク

富士講掛け軸工房

木マネキ工房

朗読会とティータイム

御旅所ひろば

おしまち夢灯り

おしまちクイズラリー

外川家前活用
おしまちショップ

お休み処

一言まとめ

大好評

集客に苦労

手頃なお土産

時間がかかりすぎた

地域の方が多く訪れた

シンボルとして目立った御山神輿

多くの方の協力が必要だった

楽しくまちを巡るのに有効

売上は観光バスに左右

外川家のついでに小休憩

客層

39.6 歳（大学生含）

30.7 歳（大学生含）

47.3 歳

47歳

51.8 歳

---（40代メイン）

---

46.7 歳

---

---

企画タイプ

体験型

講義型

体験型

体験型

講義型

見学型

見学型

---

---

---

実施側評価 参加者
5段階評価

◎

△

◎

○

○

○

○

○

△

○

4.9

4

4.9

4.9

4.4

4.1

---

---

---

○

＋
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なぜ「追体験と新体験」なのか
３－2　御師まち観光のコンセプト
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空間・場所 体験

リアル リアル× = 追体験

リアル 新しさ× = 新体験

新しさ リアル× = 新体験

私たちが考える御師まち観光のルール

少なくとも「空間・場所」か「体験」に、リアルな富士講の要素を取り入れる。

「追体験」とは、かつての富士講の体験を、実際にそれが行われていた場所で行うことと定義する。
「新体験」とは、やみくもに地域に関係のない新しいことをしようとするのではなく、①古くから上吉田に残っている空間・場所（＝御師住
宅や御旅所など）において新しい体験を提供すること、②古くから上吉田に伝わる体験（＝御師料理や加持祈祷体験など）をこれまでにな
い空間・場所において提供することを決まりごととする。
このルールを設定することによって、「追体験」では観光客の方々はリアルな富士講を身を持って体験することができ、「新体験」では現在
の価値や考え方に基づいた、これまでにない新しい富士講を、観光客・地元住民両者が一体となって発見することができる。

かつて誰かがやっていたことを体験する面白さ

ここで誰もやっていなかったことを体験する面白さ

23

追体験と新体験とは何か
３－2　御師まち観光のコンセプト
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3-3 御師まち観光の展開戦略
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吉田口登山道

北口本宮冨士浅間神社

御師
旧外川家住宅

御旅所ひろば
新・体験！  の拠点

追・体験！  の拠点

　北口本宮冨士浅間神社といった既存の拠点に、新たな２つ
の拠点「御旅所ひろば」「御師旧外川家住宅」を加え、「タツ
ミチ」「富士みち」「ヤーナ川」をそれら拠点を結びまち全体
をつなげるしかけとして活用、さらにOPEN! おしまち等の
情報発信によって “御師まち” をひとつのものとする。

“御師まち” ( 既存資源＋新拠点＋つながりのしかけ +OPEN!

おしまち + 御師のいえ + 富士山駅 )+“富士山”( 吉田口登山道 )

　さらに御師のいえ・富士山駅、浅間神社から先の吉田口登
山道ともつなげることによって “御師まち” と “富士山” を 
ひとつのパッケージとしていく。
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コミュニティ
センター詰所

富士山駅

御師旧外川家住宅

タツミチ

富士みち

ヤーナ川

ツアー

OPEN! おしまち

ガイド養成

●御師旧外川家住宅御旅所ひろば
●御旅所ひろば

●タツミチ・富士みち
●ヤーナ川
●OPEN! おしまち

●ツアー (まち全体 )
●ガイド養成

■御師のいえ
・富士山駅

追・体験！  の拠点

◆上吉田地区の拠点

新・体験！  の拠点

■

■
■

御師まちをひとつのものに（御師まちの詳細戦略）
3-3 御師まち観光の展開戦略
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◆問題意識

◆提案の目的

◆御師旧外川家住宅は御師の歴史を “知識” “空間”
“物” として今に伝える施設としては完成している
が、御師の歴史を実際に “体験” することはできない。

◆上吉田を訪れた際に、御師まちを総合的に紹介す
る拠点が存在しない。

◆御師旧外川家住宅に訪れた人が御師の歴史を実際
に “体験” できるようなしくみをつくり、御師文化
に対する敷居を下げ、理解しやすいようにする。

◆御師まちを総合的に紹介する拠点を設け、上吉田
の歴史文化遺産等の認知度向上をはかり、まちの回
遊性を向上させる。

◆御師まち総合案内所

◆富士講体験型企画

追・体験！

3-4 拠点を創出する　御師旧外川家住宅 “体験”
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コンセプト・概要
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1. コンセプト

　“体験型企画”＋“御師まち総合案内所”

◆課題を解決するためのポイント
○これまで敷居が高いと思われていた、御師の歴史・
文化や富士講をより気軽に体験できるようなしくみ
づくり
○上吉田地区に点在する他の歴史文化資源への認知
度向上およびまちの回遊性を高めるしくみづくり

　御師旧外川家住宅は富士山の世界文化遺産構成資産となっ
た背景もあり、観光客が増加している。そのような背景を持
つ御師旧外川家住宅で本取り組みを行う事により、幅広い年
齢層における富士講への理解の向上が期待でき、御師のまち
上吉田の認知度が向上することが期待される。

◆御師旧外川家住宅に、富士講の歴史を肌で
感じられる体験要素を追加
◆御師旧外川家住宅前に、御師まち総合案内
所を設置

2. 提案の概要

Ⅰ. 富士講体験型企画

Ⅱ. 御師まち総合案内所

　御師の歴史を御師旧外川家住宅で肌で感じられるように、白装
束体験や禊 (みそぎ ) 体験・御師の野菜作り体験等、富士講初心
者にもわかりやすい富士講体験型企画を実施する。

　上吉田地区に点在する、様々な歴史文化資源 (御旅所、御師
住宅、北口本宮冨士浅間神社、金鳥居、タツミチ、ヤーナ川等 )
の認知度向上をはかり、これら資源への回遊性を高めるため、
これら資源の魅力を発信すると同時に、まちをまわってもらう
取り組み (観光ルート・スタンプラリー・ツアー )等の充実をは
かる。

場所：御師旧外川家住宅 (国指定重要文化財 )内

場所：御師旧外川家住宅 (国指定重要文化財 )前スペース

御師旧外川家住宅 “体験”
３－４　拠点を創出する
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Ⅰ. 富士講体験型企画
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御師旧外川家住宅 “体験”
３－４　拠点を創出する

追・体験！

期待される効果
◆体験型企画による富士講への親しみやすさの向上
◆富士講の敷居を下げ、より幅広い層に知ってもらう
きっかけとなる
　富士講の体験型企画を取り入れることにより、いままで敷
居が高く、少し興味はあるが実際に行動に移すまではいかな
かった層が来やすくなる。これによって、従来より広い年齢
層へ富士講を広めることができ、“御師のまち” 上吉田の知名
度向上につながる。

見るだけじゃもったいない！ 
重要文化財「八代家住宅」
場所：山梨県北杜市
内容：重要文化財を活用した「暮らし」体験
主体：特定非営利活動法人
         茅ヶ岳歴史文化研究所
時期：2009年 8月

取り組み
敷居が高いという重要文化財に対するイメージを壊
し、広範な人々を文化財建造物へ誘引することを目
的として、「暮らし」に関する 3つのイベントを開
催する。
◆第１回イベント「八代家で夕涼み」 
古老２名の講演・風呂体験・スイカ割り・蚊帳の中
で怖い話
◆第２回イベント「八代家でお月見」 
お月見だんごづくり
お月見コンサート（篠笛と朗読） 
◆第３回イベント「八代家で冬支度」 
昔の大掃除体験・幻燈上映会 「うみさち やまさち」
「かさじぞう」「かくれみの」
◆小冊子「見るだけじゃ もったいない！ 文化財の
たてもの」作成

◆参考事例

追体験としての意味
　上吉田地区は、最盛期は 86軒もの御師の家がある「御師
のまち」として栄えたまちだった。このようなまちにおいて
実際に当時の富士講の歴史的な御師住宅での体験、つまり実
際に昔の講者の立場にたって同じような体験は、他の場所で
は得られない体験できない貴重な体験となる。

③禊体験

http://shizufan.jp/netamap/tobu/98624/

①白装束体験 ②御師の家野菜作り体験

http://www.bunka.go.jp/bunkazai/hozon/pdf/21_shiryo_04.pdf

　富士講は、外部の歴史好きな方・中高年の方には人気があるが、
一部の地域の方や若者・子どもたちにとっては敷居が高く親しみに
くいという現状がある。そこで、富士講を実際に体験できる企画を
実施することにより、いままで富士講にあまり興味を持っていな
かった層にも理解が促進されることになり、結果的に御師まち・上
吉田地区のまちづくりへの関心を高めることにつながる。

白装束を実際に羽織り、講者の気分を体
感する。

御師の家は裏庭で野菜を育て、それを提
供していたという。そこで実際に裏庭で
野菜を育て収穫する体験を行う。

実際に禊ぐ体験を行うことによって、富
士講を体感すると同時にヤーナ川等への
環境意識向上をはかる。
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Ⅱ. 御師まち総合案内所
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御師旧外川家住宅 “体験”
３－４　拠点を創出する

場所：島根県松江市
内容：地域交流拠点
主体：一般社団法人松江観光協会

取り組み
地域住民や来訪者が求める地域情報を提供する
機能を備え、人と人の出会いと交流を促進する
空間施設。まちづくりの拠点となり、まちとま
ちをつなぐ役割を持つ。

効果
それぞれの「まちの駅」には活動テーマ (例：
福祉、医療、アート、教育、スポーツ、観光、農業、
海など )があり、そのテーマを連携させること
で、豊かなまちづくりに貢献することができる。
まちの駅には、まちの窓口としての案内機能（窓
口機能）、・人の交流を促進する交流機能（サロ
ン機能）があり、人と人とをつなぐ役割を果た
す。

http://www.kankou-matsue.jp/machiaruki/eki/index.html

期待される効果
◆上吉田地区の回遊性の向上
◆「御師のまち上吉田」としての知名度向上
◆他の歴史資源への観光客の増加
　上吉田地区に点在する、様々な歴史文化資源 (御旅所、御
師いえ、北口本宮冨士浅間神社、金鳥居、タツミチ、ヤーナ
川等 )の知名度向上やこれらの資源への回遊性を高めること
につながり、上吉田を歩く人が増え、まち全体が活性化する
ことが期待される。

松江おちらとあるき　まちの駅
◆参考事例

●御師まち総合案内所を開設

　上吉田地区において、御師旧外川家住宅は観光バスが止まるメジャーな拠点となりつつある。
しかしながらその一方で、上吉田地区に点在する様々な歴史文化資源は日の目を見ることなく、
通りすぎられている現状がある。
そこで御師旧外川家住宅前に金鳥居インフォメーションセンターを移転し、上吉田地区の様々
な観光資源への入り口・案内所としての機能をもたせることにより、上吉田地区の回遊性を高
めまち全体の活性化をはかる。

http://giftgift.sakura.ne.jp/01kihon/annaisyo.html より編集

◆御師まち観光の拠点機能
各種歴史資源の紹介・宣伝や、ツアー・
ガイド・スタンプラリー等の始点・
終点の役割を担う。

また、御師まちを紹介する際には幅
広い年齢層に受け入れやすくするた
めに、格式等にこだわらずキャラク
ターの採用やゲーム形式等、親しみ
やすさを押し出していく。

◆売店・お休み処機能
富士講・御師にちなんだお土産品
や特産物等の販売および休憩がで
きるお休み処の機能を設ける。

◆街並み・景観に配慮した外観
世界文化遺産構成資産である御師
旧外川家住宅の前に開設する以上、
景観に配慮する必要がある。そこ
で、総合案内所は御師の家や町家
等との調和を考えたデザインとす
る。
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◆問題意識

◆提案の目的

火祭りの時に御神輿が運ばれてくる神聖な
場所としての歴史的、文化的ポテンシャル
を活かして観光客や登山客を集める。
”うち”と”そと”の人々が集う場を新たに生

火祭りの際、御旅所及び御幸みちとして祭
事の中心となる場所だが、普段は１Fピロ
ティ部分はほとんど利用されておらず、ま
た御幸道は駐車場となっており、おしまち
観光にほとんど寄与していない。

みだす。
分類：新体験の拠点の整備
場所：上吉田コミュニティセンター
主体：富士吉田市役所

①火祭りミュージアム
②登山客の出発基地
③御幸みちと御休み処
④体験型コンテンツ

3-4 拠点を創出する　御旅所ひろば
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2. コンセプト

” 御旅所からスタート”

課題を解決するためのポイント
○魅力的なコンテンツづくり
○コミュニティセンター及び駐車場の改装
○観光客や登山客の動線の確保

イメージ

詳細
祭りの中心である御旅所を日常的に人が集まるような場所にする。
そのために、新たなコンテンツを用意する。
観光客が「見る」、「体験する」施設。
登山客の登山へのスタート地点として、「使う」施設である。

観光客の新体験の場所、登山客の出発点としての上吉
田コミュニティセンターを作る。

3. 具体案

現状分析とコンセプト
1. 現状分析

①火祭りミュージアム

②登山客の出発基地 富士山の開山期間中を中心に、登山客をターゲット
として売店、お風呂、富士山の見える休憩所として
の機能を新たにコミュニティセンターに与える。

④体験型コンテンツ 火祭りと関係の深い松明をお土産用にミニサイズで作
ることによって火祭りを少しでも肌で感じるための
WS の開催をする。

③御幸みちの御休み処

御旅所、御幸みちとしての場所性が、普段は
ほとんど感じられず、人々が富士吉田に来て
行動する際の動線に入ってこない。

コミュニティセンター１Fのピロティ部分を残しつ
つ、まちの最大のイベントである火祭りを中心とする
展示空間にする。

既存の駐車場を御幸みちとして整備し、全体としての場所性
の向上を図るだけでなく、ヤーナ川の修景とともにお休み処
を併設し、人々の交流・休憩空間を用意する。

御旅所ひろば
３－４　拠点を創出する
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御旅所ひろばイメージ図

追・体験！
新・体験！

新・体験！
新・体験！

具体案①：火祭り
　　　　　ミュージアム

具体案④：体験型
　　コンテンツ

具体案②：登山客の
　　　　　　　出発基地

具体案③：御幸みちと
　　　　　　　御休み処

①：火祭りミュージアム

④：体験型コンテンツ

②：登山客の出発基地

③：御幸みちと御休み処

御旅所ひろば
３－４　拠点を創出する
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追・体験！

具体案①：火祭りミュージアム

ピロティ空間から展示空間・ミュージアムへ

田原まつり会館

内容：田原祭りを中心としたまちの文化を
　　　スクリーンやパネルで紹介。田原祭
　　　りに練り歩く山車が展示してある。
主体：田原市
時期：1994年１２月

取り組み

参考：http://www.taharakankou.gr.jp/spot/000042.html　
　　　田原まつり会館　ホームページ

◆参考事例の紹介

追体験としての意味
火祭りにおいて御神輿が担がれて運び込まれる「御旅所」というリア
ルな空間と「火祭り」を感じることが出来る展示をすることでリアル
な場所で火祭りを知ってもらうことが出来る。
実際に使われている場所で火祭りに対してのイメージを膨らませるこ
とで人々が火祭りに興味を抱くことを期待している。

画像引用：http://www.taharakankou.gr.jp/spot/000042.html33
を行っていく。

上吉田コミュニティセンターに歴史民俗博物館の機能の一部を移転する。
これによって、富士みち沿いにも展示空間が構成されることになり、さら
に、歴史民俗博物館への集客効果も持たせる事ができる。
展示は「体験」をテーマに行い、「火祭り」を経験したことのない人でも
「火祭り」を感じることが出来るようにする。
具体的には、神輿展示、火祭り時における街のジオラマ、パネルとスク
リーンによる祭り紹介をメインに、+αで街の子どもの制作物展示など

期待される効果

火祭りの歴史的背景やお祭り
の様子をしってもらいまちへの
関心を深めてもらうだけでなく、
追体験として実際の火祭りの空
間体験をしてもらう。

火祭りで有名な富士吉田市。その火祭りを期間外でも火祭りを知る・ふれ
られる場所を用意することで、まちの魅力を発信する。
また、「御旅所」という火祭りにおいて重要な意味をもつ場所性が、この展
示の意味を歴史的・文化的に豊かにする。

田原氏の最大のお祭りである田原祭りと、それに伴って花
開いた「まつり文化」を展示パネル等で説明されている。
山車の展示や、けんか凧の様子をリアルに展示したジオラ
マがあり、まちの歴史・文化を肌で感じることができる。

御旅所ひろば
３－４　拠点を創出する
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夏季登山客の利用も想定した施設へ 新体験としての意味

② 登山客の出発基地

参考事例の紹介

効果
電車を利用する登山客の割合増加と地域の価値向上

高尾山駅前の日帰り温浴施設

内容：登山客を中心ターゲットに温泉施設

主体：京王電鉄株式会社

時期：現在建設中

場所：東京都八王子市高尾町

取り組み
登山客+地元民にむけて温泉施設を建設。

利用者の満足度向上。

白馬五竜ゲレンデのベース

内容：ゲレンデの利用者向けに、便利な
　　　ベースキャンプを提供。

場所：長野県北安曇郡白馬村神城

効果

取り組み

①

②

参考：http://www.hakubaescal.com/winter/
　　　白馬五竜エスカルプラザ　ホームページ

御師まちの中心的な商業兼公共
施設

富士山登山の出発地点として必
要な施設を完備することで、人々
が集まる中心になる。

富士登山をする人、下山してきた人たちのための施設にしたいと考えている。
富士山五合目ツアーの出発地としての機能を持つことで、コミュニティセンター
の、上吉田に於ける中心性を高めるのが狙いである。
内容は富士登山者向けの商品を販売する施設、登山道具の貸出などを行う施
設であったり、下山してきた人が汗を流すためにお風呂の開放、そして富士山
が望める休憩所としての機能をコミュニティセンターに持たせる。

今までは富士山駅から登山する人たちはほとんど上吉田に留まることがなか
ったが、この基地を作ることで、まちが登山客へ開かれるきっかけになる。
これまでとは違う層の人々を呼び込むことで街の活性化を狙いとしている。
また、下山してきた人が汗をかいたたまま帰るのではなく、休憩することによっ
て、上吉田にある御師町文化に触れる機会を用意できるのではないだろうかと
考えている。

ゲレンデ利用者のために、レストラン、仮眠所、更衣室、温泉、
ショップを完備。
ゲレンデと道路をつなぐ玄関口にもなっている。

新・体験！

期待される効果

富士登山の出発地点としての役割を持たせることによって上吉田の中心に位置
するコミュニティセンターに、人々の動線を引き込む。
また商業空間を用意（メインターゲットとして登山客）することで、まちの”うち”
側だけにひらかれていたコミュニティセンターを”そと”にもひらき、より中心性を
高めたい。

② 登山客の出発基地具体案②：登山客の出発基地

http://hachioji.keizai.biz/headline/photo/1256/

御旅所ひろば
３－４　拠点を創出する
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駐車場から歴史が感じられる休憩広場へ 新体験としての意味

③ 御幸みちの御休み処

新・体験！

期待される効果
参考事例の紹介
団五郎茶屋

内容：伊勢神宮前の「おかげ横丁」にて、
　　　

時期：現在取り組まれている。

場所：三重県伊勢市宇治中之切町

お休み処として

取り組み

参考：http://www.okageyokocho.co.jp/shop/dango.html
　　団五郎茶屋　ホームページ

◆登山客の休憩所としての役割

◆地域住民の人々の交流の場
としての役割

御幸みちは富士みちとコミュニティセンターをつなぐ重要な役割を担ってい
含を」らぐや見の火「、」川ナーヤ「るあで源資の田吉士富のらか昔をこそ。る

めた”修景”を行い、魅力を引き出す。
さらにお休み処を設けることで、登山客等の外からの人々だけではなく、地域
住民も含めた”うちとそと”の交流の場所としても活用出きる役割を持たせる。
御幸みちが整備され賑わうことでコミュニティセンターへ引き込む役割も持
たせる。

いままでは駐車場として使われていた御幸みちを「人々が憩う場所」にするこ
とによって富士みちとコミュニティセンターをつなぐ役割を持たせたい。
また、その場所にお休み処を設けることによって人々の交流を生み出すことが
目的である。その場所で、観光客同士、地域住民同士、観光客と地域住民の
交流を生み出す。
※なお、現在の駐車場機能は付近の代替地に移設させる

おにぎり、団子、かき氷、お茶などを安価で提供しているお休
み処。
また無料で開放した座敷も併設されており、観光客が一足
休める場所となっている。

普段から地域の方々に親しまれているコミュニティセンターを、地域住民の方
々に更に気軽に利用出来るように整備するだけでなく、”そと”の方々にも利用
を促すことで上吉田に”うちとそと”の交流の場としての機能を生み出す。

③ 御幸みちの御休み処具体案③：御幸みちと御休み処 御旅所ひろば
３－４　拠点を創出する
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参考事例の紹介

体験を通じて、歴史文化への関心を拓く

例えば、火祭りにおいて重要な松明をリアルな体験として作成する。
制作を通じて火祭りへの関心を喚起することが目的である。また、ミ
ニ松明をお土産として観光客が持ち帰ることによって火祭りを感じら
れるようにしたいという狙いがある。
参加費をとることで材料を調達し、WS形式で作成を進めていく。

新体験としての意味

具体案④：体験型コンテンツ（ミニ松明作り）

効果

火祭りに実際に使われるものを
ミニサイズでお土産にすること
で火祭りへの興味関心を抱いて

新江ノ島水族館の体験学習

内容：水族館の展示にちなんだもの（例えば、
　　　

主体：新江ノ島水族館
時期：現在取り組まれている。

場所：神奈川県藤沢市片瀬海岸

クラゲ型巾着、にぎり寿司、等）を
　　　ワークショップで制作。

取り組み

参考：http://www.enosui.com/experience.php?month=2
　　　新江ノ島水族館　ホームページ

ミュージアムだけでは体験性に乏しいため、ソフトな企画を実施する。

もらう。

「体験学習プログラム」という名称で、ワークショップを
開催。主に子供向けの内容が多く、製作から講義まで幅
広く行われている。

水族館という展示がメインの観光地にアクティビティを生
み出すことが出来る。またファミリー層をリピーターとし
て継続的に来客してもらうための要素となっている。

新・体験！

期待される効果

普段お祭りで使われている松明に焦点を当てて、実際の作り方と同じよう
にミニサイズの松明を作成する。観光客の方の” ご当地モノ” 商品として、
そして火祭りの雰囲気を思い出せるものを狙う。

御旅所というリアルな場所で
火祭りに関わる新たなWS形
式のイベントを観光客向けに
開催することによって富士吉
田の火祭りに向けた宣伝と集
客を狙う。

例：OPEN! おしまちでの体験型コンテンツ

御旅所ひろば
３－４　拠点を創出する




