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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
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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 ／
P IKA☆／ Se i ho  (DAY  TR IPPER  
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。

　ある日Twitterで、シカクに委託している作家であり友人でもあるかわうそさんが「国立国会図
書館の地下書庫は事前に予約すると見学できるらしい、行きたい」というつぶやきをしていた。国
立国会図書館の地下書庫…！？
　図書館の地下書庫といえば、まだ小学校に行ってるかどうかくらいの時分に、地元（大阪のは
しっこ、なかなかの田舎）にあった小さな図書館で「ショートショートの広場」という本はないか司
書さんに尋ねると「それはショコの本だね」と言って連れて行ってくれた思い出がある。私は体が
弱くて幼稚園に行けなかったからいつも図書館に入り浸っていて、小さい図書館だったからどこ
にどんな本があるか全て把握していた。でも、ここにはまだ見たことのない本がこんなにたくさん
本がある…！！私は心がときめきまくって、ショコにもっと行きたいと思った。けれどそこは本当
はスタッフ以外が入ってはいけない場所だったらしく、連れて行ってくれた司書のおじさん（いつ
も一人で図書館にいる私に優しくしてくれていた）はしばらくして異動してしまったので、2度と
ショコに入れることはなかった。
　私はかわうそさんに「私も是非行きたい、いつか一緒に行きましょう」とつぶやきを返した。その
気になれば東京の図書館の地下書庫に行けるなんて、大人ってすばらしい。
　それから 1ヶ月くらい後、大阪で文学フリマが行われた。シカクもかわうそさんもブース出店し
ていて、他のブースをうろうろ見て回っていると、なんと「国立国会図書館本」なる本を出している
人がいるではないか。国立国会図書館の話を人としたのなんて、つい最近のかわうそさんとのやり
取りが初めてだったのに、それからすぐに国立国会図書館のミニコミに出会うなんて。もちろんそ
の日に委託してもらった。いつかこの本を片手に、国立国会図書館の地下書庫に潜りたいもんだ。国立国会図書館本～サブカルからみる納本制度～

発行：くむ組む　300円

第五回　「国立国会図書館本」　地下書庫に潜りたい！

こんにちはシカクです！５月号なのにＧＷが終わって
からこの文章を書いている体たらく。ＧＷは個人的に色々と大変であま
り思い出したくないこともあったけど、楽しいこともあったので、世の
中悪いことばっかりじゃないんだという気持ちです。そんな話はさてお
き、いよいよ
が17～19日に行われます！シカクの特別イベントもあるし、新しい試
みも色々あって楽しみです。みんな来てね！！
それからシカク店舗では、東京のポップアートギャラリー mograg 
garage のマガジン
もやります！！準備が押しまくってるみたいでまだ詳細が告知されて
ないんだけど、mograg からのメールによるととってもオモシロそうな
展示なので、要チェックだぞ！よろしく！！あとあと、シカクはついに
トイレの修理工事をすることになり、5月7日～20日は店舗をお休みし
ます。工事費で貯金がほとんどブッ飛ぶので、トイレ募金（お金を入れる
と鳴くブタの貯金箱）も設置しました。ぜひともよろしくお願いします。

★
出
店
★

【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 

シカクの人たちが選りすぐった関西のミニコミを、紹介したりツッコミを入れたりするイベント！
【日時】５月１７日（金）２０時～／５月１９日（日）２０時～　※両日ほぼ同じ内容です
【おかね】1,500 円（おかし、ジュースつき）
【予約方法】shikaku@uguilab.com まで日にち・お名前・人数をお送りください。
※各日定員が迫っているので、ご予約はお早めに！！

mograg vol,04 出版記念展
『エンターブレイン 2』

★特別イベント★シカクとびきりセレクト
ミニコミ大紹介ショー

東京でも香山哲の
赤青３Ｄおばけ展

東京国分寺にあるイケイケポップアートギャラリー「mograg garage」の本「mograg vol,04」の発売
記念イベントを、中津シカクと難波 excube の２ヶ所で同時開催！まだ詳細は発表されてないけど
すっごく面白くなりそうだから待て続報！！
【期間】2013 年５月２５日～６月９日（火水定休日）
【時間】各日１４時～２０時

東京版香山哲の赤青３Ｄおばけ展

「mograg vol,04」出版記念原画展

カモン！
　もちろん企画展示もこだわり抜いてま
す。5 月11日～26 日にある「猫ノ塔～漢た
ちのキャットタワー～」は特にすごくて、
キャットタワー（猫が乗って遊ぶやつ。わか
らなかったら画像検索してね）を維新派の
大道具メンバーを中心とした凄腕大工たち
がガチンコで作り、そこで空白オーナーの
愛猫ミルクちゃんを遊ばせて実演させちゃ
うという、おもしろそうにもほどがある展
示なのです。近所だから制作現場を時々覗
きに行くんですが、いやーすごい。舞台美術
のプロだけあって、構造も魅せ方もさすが
の一言に尽きます。本当に大迫力なので、完

成が楽しみだし、ぜひいろんな人に見に来
てほしいです。
　ちなみに、そんな大工集団に混ざってシ
カクの店長も出店します。立ち並ぶウルト
ラキャットタワーに店長がどう対抗したの
か、どうぞ見に来てね。
　さらにさらに、会期中は我らがシカクの
看板猫にゃん太も時々出張するよ！猫嫌い
も陥落させる無類の人懐っこさを持つにゃ
ん太と、美人箱入り娘ミルクの夢の競演！
わー楽しみ！カメラ持って行かなくっ
ちゃ！！

　中津商店街にあるシカクから北へ 10 軒
ほど行ったところに、オンボロ商店街にあ
るまじきオシャレオーラを放つギャラリー
「空白」があります。前衛劇団維新派の大道
具・プロの大工さんと、敏腕グラフィック
デザイナーの 2 人によって作られた場所
で、企画展やイベント、期間限定のカフェ営
業などが行われてたり行われてなかったり

します。
　元はと言えばここも、シカクと同じ潰れ
かけのボロ家を自分たちで改装した場所な
んですが、なんせプロだけあって改装がも
う完璧。ちょうオシャレ。未だボロのなごり
が色濃く残るシカクとは月とスッポン、
ティラノサウルスとミジンコほどの差があ
ります。それからドアや窓などの建具、店内
の家具、展示のＤＭなど、あらゆる点におい
てこだわりがすごい。クリエイター！って
感じ。何かとすぐ玉出イズムを発揮してし
まうシカクとは、冥王星とチュッパチャッ
プスくらいの差があります。

出店イベントいつでも募集中！
「イベントにいつもと違う感じを出したい」「賑
やかな雰囲気にしたい」「カオスっぽさが欲し
い」…そうお考えのあなた！シカクをイベント
に出店させませんか？イベントの雰囲気やご
要望に応じて、ファンシー・真面目・サブカル・
アート・漫画・文章・エログロ・マニアック・
廃墟・インテリ・マッドなどなど幅広いライ
ンナップをご用意します！ホームページや月
報で告知もするよ。
イベントの種類はたぶん問いません！連絡は
月報右下に書いてあるメールアドレスまで！

４月のべすとせら～
ムライ短編集　路地裏第一区

ムライ「アンバウンドソラ」

ムライ「nazca」

ムライ「ムチーシャアダン」

ムライ「ART MUSEUM」

ムライ＋シカク「なかつのろじのとりこ」

西村ツチカ＋ナマエミョウジ「ふーこーめいび」

香山哲「ランチパックの本」

Novia Novia Magazine vol.01

もぷ子「イッテルビーム」
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