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住所：大阪市北区中津3-17-12
　　　中津商店街の真ん中らへん
時間：ふだん→土日祝の午後２時ごろ～８時ごろまで
　　　展示中→毎日２時～８時ごろまで（火水定休日）
電話：080-4010-6203(トモエ)
メール：shikaku@uguilab.com
HP : http://uguilab.com/shikakutop.html

シカク月報は、大阪の中津で自費出版の本や
CDを売ってるシカクというお店がなるべく
毎月作ろうとしている紙です。タダです。
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4月 26 日（金）ナカツマルシェ
【場所】中津Vi-code
【時間】18時半開場 19時開演
【料金】1500 円（1ドリンク込）
【ライブ】ひマワリ／DJ方／こいぬ／カー
テンズ
【パフォーマンス】深海魚くん
【出店】トアル食堂／谷口カレー／中津シカ
ク／メソポタミ屋

5/11( 土 ) 四方市（フリマとライブ）
【場所】ンチチビル（大阪市浪速区戎本町
2-1-20） 
【時間】正午～日没
【おかね】いりませぬ
【フリマ出店】
あどシスタ／ありひるあ／内田ユッキ／大
井戸猩猩／ KA4U／ GUL／このえのこ／
シカク／スロノン sonsen gocha bacco
／ neo(NEOTAO) ／ぺーどろりーの／水
内義人／米子匡司／四方山商店
【寿司】助六（あどいもうとの方）
【余興】ダダリズム

5/12( 日 ) ニョキニョキインタラ祭
【場所】南船場・地下一階＋epok
【時間】地下一階：未定　epok：16時開場
【料金】前売 2000 円　当日 2500 円（1ド
リンク別）
【LIVE】OCTAVIO ／ PARADISKa ／ PIKA
☆／ Seiho (DAY TRIPPER RECORDS／
Sugar's Campaign) ／白波多カミンバンド
／ nayuta ／ときめき☆ジャンボジャンボ
／ヤッホーズ／ゆーきゃん＆フェザーリ
ポート
【DJ】スミダトモヨシ／ DJ しあわせ／
jun1 ／Miya-Z　他出店等多数！

★シカクで本・ＣＤ・作品を売りたい人募集★
シカクでは委託販売する作品を常時募集しています。本・
CD・DVD・ゲームなどがメインです。ジャンル・内容・
言語などは一切問いません。
納品の前に簡単に審査をするので、作品の全部または一部
（データでもOK）をお送りいただくか、店頭までお持ちく
ださい。売れるかとか上手下手ではなく、本気度や作った
目的などを見る感じです。
グッズ類はスペースの関係上、基本的に受け付けていませ
んが、見たことないぐらい頭がおかしい面白い感じのもの
だったら是非見せてほしいです。
委託の条件などはホームページ（シカクで検索すると出て
くるよ）をご覧いただくか、店頭や電話で直接お尋ねくだ
さい。

ムライ個展「なかつのとりのとりこ展」 開催中！

緻密なタッチ、独特のキャラクター、不可思議な世界観…
唯一無二の作風を持ち、月刊 IKKI や電脳マヴォなどの雑誌で活
躍中の漫画家、ムライさんによる初の個展です。
今回はムライさんからシカク月報のために、スペシャルメッセー
ジをいただきました！→→→→→→→→→→→

　このフリーペーパーを発行している自費出版物のお店、シカクの本ができました。ワーイ！！
　表紙も中身も輪転機で手刷り、手製本なのでめちゃくちゃ疲れました。こう書くとこだわり抜い
た装丁の本みたいに聞こえるかもしれないけど、そんなんじゃないの。お金がなくて印刷所に頼め
なかっただけなの。でもしんどすぎて２度とやりたくないので、この第１号がたくさん売れて、次
からせめて中身だけでも発注できるように心から願っています。
　この本の見どころは、なんといっても特集「この作家はおもしろい！」。シカクをやってて個人的
に「この人のことをもっと知りたい！」と思った人たちを紹介する特集です。取材をしに行っただ
けなのに、具材が全部丸ごと入った水炊きを食べたり、腹話術レコードを聴かせていただいたり、
入った喫茶店のトイレが特製コインを投入して入るシステムだったりと面白体験の連続。この人
たち全員と山荘とかに泊まったら、楽しい話とミラクル現象が連発するんだろうなあ、と変な夢を
描いてしまう、ゆかいな取材でした。
　あとはシカク２年間のうちに集まった本の中で、特に光ってる、尖ってる、もっとみんなに知っ
てほしい！と思った本を紹介する「シカク的ベストブックス＆ディスクズ２０選」。有名どころか
らあまり知られてないものまで、なるべく幅広く紹介しています。
　特典のオムニバスCDも、幅広いジャンルでそれぞれ最高値を記録している、シカク厳選の音楽
が収録されています。それから、衰退の一途をたどるエレメカ界の救世主と噂される、エレメカ天
皇によるコラム。メディア露出がほとんどない彼のコラムを読めるなんて、それだけでかなり価値
ある本です。
　そんな感じのシカクの本、文学フリマで初売り、残ったらシカクでも販売するのでよろしくね！シカクの本　CDつき 800円
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番外編　シカクの本ができたよ！！

こんにちはシカクです！ いよいよ暖かくなってきて春ラ

ンマンといった感じですね。皆さんお花見とかしてるんでしょうか。シカク

でも春らしく、鳥がシンボルの

漫画家ムライさんによる個展

が開催中です！４月２９日まで！！あと、２月に好評のうち幕を閉じた

香山哲の赤青３D おばけ展を東京でも開催することに
なりました！！！シカクごとワープする方式！お楽しみに！！

あとあと、

４月は　　　　　　　　　　　　　　　　　　というビッグなイベントも

控えています。４月１４日！シカクも２年間の集大成的な本を作って参加し

ます。本の内容は下の方のコーナーに書いたりしてるから、見てみてね。

４月～GWの流れで、皆さんいろんなイベントごとに忙しいと思いますが、

シカクも色んなオモロイことを企んだりしてるので、またチェックしてみて

ね。よろしくどうぞ！！

カモン！

～文フリ特別編～

　普段はシカクの近所のお店を紹介してい
るこのコーナー。今回は文フリ特別編とい
うことで、シカクの周りのブースの本を
サークル名から勝手に予想して紹介すると
いう、無茶なコーナーになります。それでは
早速行ってみよう！（敬称略です）

　シカクのブースは壁際の F02。左隣
の F01【桃山学院大学 木島ゼミ】は、間
違っていたら大変失礼なのですが、お
そらく桃山学院大学の木島教授のゼ
ミ生により作られた本が置かれてい
るのではないでしょうか。木島ゼミが
どのようなものかはわかりませんが、
文フリに出る、教授と信頼関係を築い
ている大学生と言うことで、文芸評論
誌「きじまん」、特集は「村上春樹とト
ルストイ徹底比較」などある程度知識
が問われる内容だと思われます。
　右隣の F02【示現舎】は、前回の文フ

　お向かいには文芸サークルの B 列があ
り、こちらの壁側のB01 は【破滅派】。ここ
の本もシカクで販売しているのでガチ紹
介になりますが、破滅しそうなほど真剣
に文学をやってるサークルで、毎号組ま
れる刺激的な特集が魅力的（例：イ段を
一切使わず短編小説を書く、など）。文フ
リでも常連なのでファンも多いはず。
　そのお向かいには B56【西瓜鯨油社】、
ジャンルは幻想小説とあります。変わっ
たサークル名ですが、西瓜とクジラの共
通点は「どちらもそれぞれの分野におい
て最大級の大きさを誇る」ことなので、

「途方もなく規模の大きいテーマやモノ」
を扱った小説がメインでしょう。クジラ
を「鯨油」としているので、そこから派生
したものでも OK という懐の広さもうか
がえます。
　B列の横にあるC列の壁側、C01 は【兎
角毒苺團】。こちらもジャンルは幻想小説
です。兎に角毒苺なわけですから、恐らく
グリム童話のように、毒と果実が度々登
場するヨーロッパ文学を思わせる、ファ
ンタジーさと闇を秘めた小説がメインの
サークルだと思われます。
　B 列のもう反対側の隣の壁側、A28 は

【日本大学芸術学部文芸学科】。あくまで
推測に過ぎませんが、恐らく日本大学の
文芸学科有志によって作られた本ではな
いでしょうか。内容は、日大というレベル
の高い場で文芸という茨の道を選択して
いるだけあって、創作欲旺盛、新進気鋭の
中短編小説が多数収録されているはず。
　以上、好き勝手紹介させていただきま
したが、実際各サークルがどんな本を
作っているかは、各自購入して確かめて
いただければと思います。ご近所サーク
ルの皆さん、勝手に紹介してすみません
でした。

【期間】３月２９日～４月２９日（火水定休日）
【時間】午後２時～８時まで
【場所】シカク（大阪市北区中津 3-17-12　中津商店街内）
【特設サイト】http://uguilab.com/exibition/201304/

個展関連イベント
「なかつのろじのとりこツアー」開催決定！

★
出
店
★

なかつのとりのとりこ展

文学フリマ in 大阪

リでチェックしていたサークルなの
でガチ紹介になってしまいますが、同
和地区や在日コリアンなど、メディア
がタブーとしている問題を扱った本
を発行されています。
　そのお隣の F03 は【リプロ】。リプロ
とはリプロダクション（再生品）のこ
とと思われるので、ズバリ「かつて流
行したけど今では廃れてしまったモ
ノを紹介し、新たなブームを築かんと
する雑誌」作っているのでしょう。新
刊ではダッコちゃん人形、フラフー
プ、KANなどが特集されています。

【日時】４月２７日（土）　１４時～
【料金】500 円（ツアー特製しおり、お茶つき）
【場所】シカクにて集合、解散
【定員】１５名　※定員に達した場合、予約の方を優先します

昭和な雰囲気やアジアっぽい風景がたくさんある中津の路
地を、ムライさんと探索するツアーです！終了後はお茶会も
あります。（雨天時はお茶会のみ）
参加ご希望の方は、お名前、参加人数、ご連絡先（メールアド
レス、携帯電話番号）を明記の上 shikaku@uguilab.com 宛に
メールをお送りください。
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【会期】 5 月 17日（金）～ 19日（日）
【場所】シカク臨時出張所
（「ちょこれーとちわわ」２階）
JR高円寺駅より徒歩約 5分
(東京都杉並区高円寺南４－２４－１１)
ちょこれーとちわわというお店に入っ
て２階にのぼる！
迷ったらシカクホットライン 
080-4010-6203 まで！
【時間】 各日 14:00-20:00 

大好評だった赤青３ D おばけ展が
なんと東京でも見れちゃう！もち
ろんシカクピープルも出張！行く
しかないよ！東京ピープル！！


