Mail

（割引品、予約品など一部対象外）

世田谷区代田6-30-8
TEL 03-3460-3751
営業／9:00〜17:00
休日／第2・第4土曜日
日曜・祝日
◎特典
最新のユニフォームカタ
ログをプレゼント
お買い物時に会員証をご提示下さい

ご来店時に会員証をご提示下さい

井の頭線

●都民

杉田フューネスの

ニュース でレインボー
楽譜に苦労し︑指も動かず
苦戦の毎日でした︒でも︑
一日一回はギターを触るよ
うにしていましたら⁝なん
と指が伸びました︒︵笑︶
ですから︑ギターの定位置
うに食卓テーブルのすぐ隣

回目のぴゅあめ

です︒たまに油やお醤油が

お陰様で
りがとうございます︒
飛び跳ねてしまうこともあ

は︑いつでもすぐ触れるよ

私は︑ご来館下さる皆様に

いる︒皆様いつもご愛読あ

心地よいスペースをお届け

始まり︑今ではなんとか

ります︒

﹃禁じられた遊び﹄が弾け

したく︑日々発奮しており
あります︒

単音の﹃きらきら星﹄から

そんな時は︑やっぱり趣味
るようになりました︒

ますが︑空回りもしばしば

に触れることで元気を取り

に感動します︒

ソンという女性

一人でも歌いますが︑クレ

それともう一つは歌ですね︒

もらいます︒︵笑︶

クスと主人︒たまに拍手を

いつもの観客は

匹のダッ

るようになるのは自分なり

やっぱり︑一つの曲が弾け

年

戻しています︒ゴルフ・歌
クラシックギター⁝︒
クラシックギターは︑
ほど前から
始めました︒
先生は︑友人の
敏子さん︒
優しい先生です︒
ご主人は︑かの
三人のコーラス
をやっています︒

有名なギタリスト
荘村清志さんです︒
来春︑第

回目

よくコンサートにお邪魔し
て心を癒されていました︒
計画しています︒

のコンサートを
曲もの歌を暗譜するのは

でも︑自分が弾くことにな
るなんて⁝︒
代半ばからの挑戦で︑か

なり無理もありました︒

ＪＲ線

Ａ指人形笑吉 月火祝定休
路地裏に佇む指人形工房︒
なんとも表情豊かな人形達︒
三人集まれば五百円で楽し
いパフォーマンスが体験で
きるそうです︒
Ｂひみつ堂 月曜定休
天然氷を昔ながらの手動式
で削ったかき氷と四季折々
の手作り純粋蜜が大人気︒
冬でも賑わうかき氷屋さん︒
Ｃ松野屋 火曜定休
使い勝手の良い素朴な日用
品を扱っています︒ブリキ
のバケツや箒︒無名でも質
の良い道具を揃えています︒
Ｄ谷中せんべい 火曜定休
昔ながらの懐かしいガラス
ケースの中からザラメ 円
をチョイス︒昔ながらの歯
ごたえがたまりません︒
Ｅザクロ 水曜定休
イラン・トルコ料理をエキ
ゾチックな妖しい空間でい
ただきます︒千円で食べき
れない程のお料理が︑床の
テーブルに運ばれてきます︒
一度お試しあれ！

日暮里

谷中霊園

夕焼けだんだん

千駄木

よみせ通り

メトロ 千代田線

なかなか大変ですが︑前頭

日頃より「ぴゅあめいる」をご愛読頂きまして、ありがとう
ございます。お引っ越し等でご住所が変更になられた方は、
下記までお知らせ下さい。また、その他のお問合せやご連絡
も「ぴゅあめいる事務局」までお願いします。

ひとりごと

葉フル回転で頑張ります︒

ぴゅあめいる事務局からのお願い

った︒なぜか︒日本の学校

いますか︒ぼくは知らなか

か︒あなたは祖国を知って

︻きみは祖国を知っている

た声だったそうです︒

いう若いお母さんから届い

る本がみつかりません﹂と

﹁子供に本当の日本を教え

を執筆されたきっかけは︑

います︒青山さんがこの本

本を紹介させて頂こうと思

書﹃ぼくらの祖国﹄という

今回は︑青山繁晴さんの著

お二人は誰かに指示された

藤未希さんと三浦毅さん︒

町民に避難を呼びかけた遠

町の防災庁舎で︑最期まで

東日本大震災の時︑南三陸

にあると思います︒

た先に何があるのかが根底

ばならないのか︑生き抜い

えているのは︑なぜ生きね

各章を通じて青山さんが訴

ハイグレードのこと︒

用化が期待されるメタン・

の章﹄では新たな資源の実

黄島のこと︒そして﹃希望

負けたからだといいます︒

のか︑それは日本が戦争に

では︑なぜ学校で教えない

また︑硫黄島で戦った英霊

思う気持ちが感じられます︒

の姿に︑日本という祖国を

ず︑皆の為に命を捧げたそ

と語ることが欠かせないの

めにこそ︑祖国をしっかり

いそうです︒平和を護るた

﹁祖国﹂を教えない国はな

できる日本として子々孫々

現在を生きる私達も︑自立

を護って下さいました︒

なく戦い︑子孫である私達

い一切なんの希望も報いも

に受け渡していきたいと思

島の章﹄では︑第二次世界

大震災の時のこと︒﹃硫黄

﹃永遠の声﹄では︑東日本

北朝鮮拉致被害者のこと︒

本を送ろうと思います︒

国﹂を忘れないよう︑この

その息子に︑﹁ぼくらの祖

になります︒

は︑アメリカに渡って

年

大戦の戦いの地となった硫

﹃平壌の日の丸の章﹄では︑ います︒私の一番下の息子

ゃっています︒

では⁝と青山さんはおっし

を持っているどこの国でも︑ 達一人一人が︑祖国を背負

しかし︑戦争に負けた歴史

という一文から始まります︒ いざという時に自分を顧み

の大人も語らないからだ︒︼ 訳ではありませんでした︒

では教えないからだ︒日本

杉田伊紗武の

発行人：杉田フューネス「ぴゅあめいる」事務局
所在地：東京都世田谷区上北沢4−33−3
TEL．03-3302-6767
Pure Mail
http//www.funes.co.jp

至 大森
新代田

都営バス●
操車場

至 狛江

25

至 吉祥寺

BK

至 新宿

至 荻窪

至 新宿

●パン屋

至 調布

至 新宿
赤堤通り
●パン屋

至 調布

2

環状七号線

谷中・根津・千駄木と言えば︑今話題の
スポット﹁谷・根・千﹂︒今回はその中
の活気あふれる商店街﹃谷中銀座﹄周辺
を散策してまいりました︒

懐かしい東京の風景を今に
伝える﹁谷中銀座﹂︒定番
のメンチカツを頬張りなが
ら︑活気あふれる商店街を
食べ歩くもよし︒気の向く
ままに路地裏に迷い込むも
よし︒実にお散歩心をくす
ぐる魅力的な町でした︒

谷中マップ

2

Big‑A●
パチンコ●

◎特典
お買い上げ金額10％OFF

至 渋谷

谷

15

八幡山
京王線
八幡山
京王線

お買い物時に会員証をご提示下さい

祖師谷団地

A

-第15話-

世田谷区祖師谷2-4-9
TEL 03-3482-6412
営業／9:30〜19:00
休日／第1・3・5の日曜

り
ぐ
中め

●編集後記
こんにちは。残暑を乗り切り、秋風が吹く季節になる
と、あちらこちらで秋の花々が咲きはじめます。桔梗
金木犀・コスモス・菊など、色や香りも様々です。
紅葉の色、秋の味覚、花の香り…と、日本は四季を五
感で愛でることのできる素晴らしい国だなと改めて思
います。普段何気なく歩いている散歩道も
意識して歩いてみると季節を感じる何か…が
発見できるはずです。秋を楽しむつもりで、
ゆっくりとお散歩に出掛けてみませんか。

8

杉並区上高井戸1-1-9
TEL 03-3302-4181
営業／10:00〜18:00
休日／日曜・祝日

ご注文時に会員証をご提示下さい

杉田 圭紫
渋谷区本町生まれ
り

杉並区上高井戸1-1-14
TEL 03-3303-4258
営業／11:00〜15:00
17:00〜23:00
土日祝は11:00〜21:30
休日／火曜日
◎特典
2,000円以上のお食事の方
餃子1皿サービス

E

2
言問通

■野間ユニホームセンター

B

祖師谷大蔵
小田急線

不忍通り

A

65

三崎坂
団子坂

C D

B

■日本茶専門店 松田園
【日本茶販売】

◎特典
お買い上げ金額の5％OFF

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ●

【事業所向けユニフォーム】

■有限会社小塚商店
【青果店】

D

50

E
谷中銀座商店街

ぴゅあめいる

■中華料理 京八
【中華料理店】

C
C

http://www.funes.co.jp
協賛店情報は杉田フューネスＨＰで随時更新中
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