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表紙デザイン ・吉田隆一

(東畑建築事務所)

伊努河崎の舟着車場のある蔵

参宮者の消費する莫大な物資

の搬入ノレートになった勢田川

に、 問屋町として発展した河

崎には、$くの重厚な婁入り

届混と黒〈塗った下見板張り

の町家や蔵が、江戸時代の匂

いを今に伝えている。河川改

修にかからずにすんだ左岸の

蔵や護岸には、時の流れに沿

った幾種類もの美しい石積み

が、川商に映えている。
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大阪ノ〈イオサイエ ンス研究所 37 
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