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東京フラフェスタ

池袋

﹁東京フラフェスタ イン
池袋﹂は︑平成 年に池袋
西口商店街連合会の活性化
イベントで始まり︑平成
年に主催が豊島区観光協会
に変わりました︒当初６万
人の観客動員が平成 年に
は 万人の観客動員を誇る
豊島区を代表するイベント
となりました︒昨年は １７
１チーム約５０００人の踊
り手の皆さんにご参加いた
だきました︒
その﹁東京フラフェスタ
イン 池袋﹂がこの度︑トラ
ンパル大塚にも会場を開設
することになりました！
開催日程は７月 日 日の
予定です︒詳細はまだ明ら
かにはなっていませんが︑
大塚でもフラフェスタを楽
しめることになります！詳
細告知が楽しみですね︒
28

22

良かった！﹂と思って頂け
るよう︑安心できる街づく
りを継続して行きたいと思
いますので︑変わらぬご指
導ご鞭撻のほど︑よろしく
お願いいたします︒
また︑南大塚ネットワー
クは︑大塚の街づくりや活
性化に協力いただける方
を︑広く募集しておりま
す︒よしやっていろうとい
う方は
info@m-ohtsuka.net
までご連絡ください︒

20

大塚界隈の
イベント
スケジュール

■３月 ・ 日
南大塚さくら祭り
■５月中頃
春のバラ祭り
■６月２・３日
おおつか音楽祭２０１８
︵まちかどライブ︶
■６月９・ 日
おおつか音楽祭２０１８
︵南大塚ホール︶
■７月初頃
大塚駅前夏のガーデン
■７月 ・ 日
東京フラフェスタ 池袋
大塚会場開催
■８月 ・ 日
東京大塚阿波おどり
■９月中頃
天祖神社例大祭
■ 月下旬
春のバラ祭り
■ 月下旬
大塚商人祭り
■ 月
大塚三業まつり
月下旬か 月初旬
いちょう祭り

in

記載のイベントは主催者の都合
※
により変更になる場合がございま
すのでご了承ください︒

今年も大塚では春から冬
まで毎月のようにイベント
が開催されます︒実はこの
他にも南大塚地域文化創造
館や区民ひろば南大塚でも
イベントは開催されます︒
南大塚ホールでは︑民間団
体のイベントも目白押しで
す︒皆様チェックですよ！

■

22

ＴＲＡＭパル大塚会場にて開催

酒井雅敏
京フラフェスタ 池袋﹂の
サテライト会場としても使
用することが決まり︑更な
る大塚の賑わい創出のお手
伝いができるものと思われ
ます︒
来年は日本で︑ラグビー
のワールドカップ︑そして
再来年２０２０年には︑い
よいよ東京オリンピックを
迎えます︒少しでも多くの
海外の方が︑﹁大塚に来て

南大塚ネットワーク代表
新しい大塚駅南口駅前広場
﹁ ＴＲ ＡＭ パ ル 大 塚 ﹂ が グ
ランドオープンし︑おおつ
か音楽祭︑夏のビアガーデ
ン︑東京大塚阿波おどり︑
大塚商人祭りと︑大きなイ
ベントの会場として使用す
ることができ︑新たなる大
塚の文化芸術発信基地とし
てその実力を発揮いたしま
した︒本年はさらに︑池袋
で毎年開催されている﹁東

XII
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第15回東京フラフェスタ in 池袋のパンフレット

2018年
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本年もよろしくお願い申し上げます

皆さま︑本年もよろし
くお願い申し上げます︒
さて︑南大塚ネット
ワークも︑大塚駅周辺の
活性化のために活動を始
めて︑今年で 年目とな
ります︒昨年は︑５月に
11

4 回発行
年間

地域のことを地域のために伝えたい

第
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じゃおどり

崎くんち﹂で奉納される演
し物の代表格で︑龍を十数
人が棒で支え持って︑はや
しながら練り回るというも
のです︒もともと中国の雨
乞いの儀式として行われて
いたものです︒龍が玉を追
いかける﹁玉追い﹂は大迫
力でした︒
実は天祖神社で龍踊が奉納
されるのは初めてではありま
せん︑天祖神社権禰宜の高島
さんにお聞きしたところ昭和
の初めに雨乞いのため龍踊が
奉納されたと記録があるそう
です︒
また﹁東龍倶楽部﹂によ

る龍踊は︑昨年末のＮＨＫ
紅白歌合戦の坂本冬美さん
のステージでも披露されま
した︒
他にも︑二日間で酒井雅
敏︑マナカ︑コマキミカ︑
雅＆ミカ︑音輪会︑高野夏
樹のバルーンアート︑ペイ
シャンスのお笑いライブ︑
大正大学雅楽クラブ︑
ルー︑カレイドスコープと
たくさんの皆さんに盛り上
げていただきました︒
来年以降も趣向を凝らし
たイベントを開催予定です
ので︑いちょうの色づく季
節にまた天祖神社でお会い
しましょう！
︵南大塚ネットワーク・金井章︶

区民ひろば南大塚より

天祖神社の階段を昇る龍踊

南大塚ホールから

■第６回大塚アマチュアお笑
いグランプリ﹁おーわん﹂

O-ONE GRAND PRIX 2018
３月３日︵土曜︶ 時開演

日〜

・

日■大塚商人祭り

南大塚での行事報告

月

月

日〜

フェア

月

日

日■大塚三業通り

日■いちょう祭り

南大塚ネットワークを応援します︒

かりんとう 好評発売中

﹃大塚ものがたり﹄お味噌・

高知堂

日■南大塚桜まつり

南大塚での行事予定

３月

業務用酒類販売
大塚ものがたり取扱店

03︵3971︶6175

株式会社 上州屋 ︵株︶大塚青木商店

03
︵3941︶
3020

食う寝る所に住む所ご相談

６９１２・７２０４

有 限プログレス・
会 社アイエヌジー

地 域 密 着 型 芸 能 プロ ダ ク ション

３９７１・０３２４

肉のハヤシ

サンモール大塚商店街内

０３・３９４６・０５４１

玉木工務店 カナイメガネ

の５

︵３９７１︶
４４５２

豊島区南大塚３の の７

昭和４年創業

末廣鮨

kidokoro@t.toshima.ne.jp

03︵3946︶4902

豊島区南大塚２丁目

24

豊島区南大塚3−42−3
Tel.03-3982-4721

51

kaleidoscope

■４月・総会
■５月・おおつか音楽祭
■６月・男の料理教室︵アジ
の押しずし︶
■７月・七夕コンサート
■８月・手作り教室︵財布︶
・サークル交流会
■ 月・スマホ活用術
・ハローウイン
・ 料理教室︵パン作り︶
■ 月・ひろば祭りお楽しみ
パーク
・ひろば祭り舞台発表
・子育て講座
・ 男の料理教室︵焼きビーフン︶
■２月・ふれあい音楽会
■３月・ダンスフェステバル
・サークル交流会
皆様の御参加・ご協力有難う
御座いました︒
ひろば︵５９７６︶４３９９

11 10

いちょう祭り

り﹂の公演がご好評をいた
だいております︒
例年︑石見神楽や日本舞
踊などメインとなる演目を
行いますが︑今回は長崎県
人会に所属するの長崎市出
身者で構成された﹁東龍倶
楽部﹂による長崎の郷土芸
能﹁龍踊︵じゃおどり︶﹂
が披露されました︒ ＴＲ Ａ
Ｍパル大塚から天祖神社境
内まで︑わずかの距離でし
たが龍踊に魅せられたお客
様を引き連れての移動公演
となりました︒
龍踊とは長崎のお祭﹁長

13

キドコロ

!!

31

ガラス
サッシ

XI

天祖神社へ長崎﹁龍踊﹂奉納！

昨年 月 １日２日の両日︑
天祖神社境内と周辺商店街に
て︑ 回目のいちょう祭りが
開催されました︒皆様ご存知
のように︑天祖神社境内にそ
びえる樹齢６００年の御神木
﹁夫婦公孫樹﹂をライトアッ
プし︑地域の平和と発展を願
うお祭りです︒
お祭としてご神木に祝詞を
奏上することはもちろん︑地
元商店街加盟店による屋台出
店︑定番の雅楽︑漫才︑こど
も邦楽︑地元プロダクション
による歌謡ショー︑大塚の
テーマソング﹁大塚ものがた

XI
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since 1954
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街にかがやきを・・・

TRAMパル大塚での龍踊
サンモール大塚商店街の三角広場での龍踊
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Mnka
Komaki Mika

点灯式の模様
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