
　武さんは昭和22年生まれ。梅島第一小学校、
第四中学校出身。子ども時代は、荒川を中心に
エネルギッシュに遊び回った。

　おいらは野球少年だったから、竹で組んだ
バックネットを持っていって、荒川の河川敷で
野球したな。　
　千住大川町にできるまでは、プールはほとんど
なかったの、足立区には。おいらたちはみな荒川
放水路（荒川）で泳いだ。遊泳禁止なんだけど。
　まあ、お世辞にも柄がよかったとは言わないよ。
当時はおいらも含めてワルガキばかり。おでん
の屋台がきたときなんて、勝手にふた開けて食っ
てるやつもいた。「おでん、勝手に食うんじゃ
ねぇ」とか怒鳴られてさ。今思うと笑っちゃうね。

　義理堅く、おせっかい。困っている人
がいたら見て見ぬふりはできない気
風のある下町。そこで話される下町
言葉で80年代の漫才ブームを駆
け抜けた。

　職人の町だからね、気性は荒っ
ぽいけど、気っ風はいいのよ。新
しい店ができてもすぐには行か
ない。昔から通っていた店を大事
にし、絶対裏切らない。金がない
ときは「ただで飯を食わしてやる」
みたいな面倒見のよさもね。みん
な貧しかった時代というのもある
んだろうね。そういう下町の気風は、
今も残ってる気がするけどね。

　親父は飲んだくれの職人で梅島駅前にあっ
た行き付けの飲み屋「信濃屋」には、兄貴とよく
迎えに行かされた。お袋は子どもを大学に行か
せるのが夢で、今でいえば教育熱心。職人だけ
は継がせたくなかったんだろうね。
　でもおいらは親の期待を裏切るように、大学
を辞めて芸能の道に入るんだけど、80年代の
漫才ブームのときは大変だったね。当時の主流
は関西の漫才。関東でがんばってたのはおいら
の「ツービート」と「セント・ルイス」ぐらい。関西
に対抗するのに思いついたのが、下町言葉
の「戦略的活用 」だったんだよ。

　「僕たちはね……」なんて山の手風の言葉で
話したら、ベタベタの関西弁パワーには圧倒さ
れちまう。やっぱここは「おいら」でなくちゃ。話
の合間にとりあえず「バカヤロウ、コノヤロウ」
をはさむのも、関西漫才が「アホ」を連発するの
に対抗したの。そういう意味じゃおいらの芸風
や話し言葉のリズムは、足立区で培われたもの
なのかもしれないな。

　久しぶりに足立区に帰ると、町の変貌に驚く
という。それでも残しておきたい下町の人情。
区の発展を応援する新しいアイデアも披露し
てくれた。

　北千住あたりはずいぶん変わったね。「住み
たい街」ってのにランクされるっていうじゃない
の。すごいね。
　足立区ってのは東京の北の端、トンボおっか
けてたら埼玉に入っちゃうみたいな。都会と田舎
の境みたいなところで、この地の利がいいん
じゃないの。いろんな人や文化が流入するし、宅
地化されてないところもまだ残っているからね、
子どもにいい環境なんじゃねえか。
　もっと若い人を呼び込みたいんだったら、
荒川の花火大会もいいけど、河川敷を使って
大ロックコンサートなんか開くといいんじゃな
いかな。そんときはおいらの「足立区バンド」も
参加するからさ、呼んでくれよな。
　足立区で育った思い出は、まだまだ言い足
りないし、書き足りない。最近はますます「足立
愛」が昂じちゃって、今年「足立区島根町」って
いうタイトルの小説を出版する予定なのよ。
子どものころの遊びとか、親父やお袋のおも
しろい話とか、そこに住む人の話とか詰め込ん
じゃうつもり。読めば足立区のいいところが、
改めてわかるからよ。ほんと、足立っておもし
ろい街なんだよ。

おいらの芸風を育ててくれた街
都会と田舎が絶妙に同居して、

だから足立はおもしろい

▲足立区島根の自宅前で、兄の大さん(左)と武さん(右)
まさる

▲平成元年ごろ、実家を建て替え、正月に兄弟が集まった。
　左から武さん、重一さん（兄）、大さん（兄）、さきさん（母）

し げか ず

子どもの想像力を喚起する
自然の遊び場に溢れていた

あふ

「バカヤロウ」「コノヤロウ」を
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1947年1月18日生まれの年男。足立区
出身。4人兄弟の末っ子で、2番目の兄が
秋草学園短期大学 学長・北野大さん。
梅島第一小学校、第四中学校、都立足
立高校卒業。現在はお笑い芸人・映画
監督・俳優など、幅広く活躍している。

北野 武（芸名・ビートたけし） ＰＲＯＦＩＬＥ
プ  ロ  フ  ィ  ー  ルき た    の       たけし

北野武さんの
直筆サイン色紙を
3人にプレゼント！
くわしくは12面へ

　「ビートたけし」こと北野武さんは、幼少期を足立区で過ごし、大学入学までほとんど足立区を出たことがないという生粋の「足立っ子」。
昔気質の父と教育熱心な母のこと、荒川で泳いだり、河川敷で野球をしたりした思い出などをたびたび小説に書いています。
　その後の芸風や人生のベースになった少年時代を振り返りながら、足立区への新たな期待を語っていただきました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■問先＝広報係　☎3880-5815
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各記事の情報を区のホームページで
ご覧になるには検索バーが便利です
トップ画面の検索バーにタイトルなどを
入力することで、簡単にアクセスできます。

◯◯◯講座 検索検索

健康カレンダー（2月・3月分）　専門医・専門家による保健相談などを受けられます

相談名／保健センター 江北 ☎3896-4004 千住 ☎3888-4277 竹の塚 ☎3855-5082
中央本町地域・保健総合
支援課（足立保健所内）
 ☎3880-5351

東部 ☎3606-4171

心の健康相談 ★
※不眠・不安・物忘れ・うつなど

2/22㈮、3/28㈭、
午後

2/22㈮、3/14㈭、
午後

2/5㈫、午前／
2/19㈫・28㈭、

3/8㈮・19㈫、午後
2/13㈬、3/13㈬、

午後
2/27㈬、3/7㈭、

午後

酒害グループミーティング － － 2/28㈭、3/28㈭、
午後 － －

思春期相談 ★
※ひきこもり・不登校など － － 3/25㈪、午後 － 2/13㈬、3/27㈬、

午後
こんにち歯

は
ひろば ★

※9カ月～1歳2カ月の子どもと
保護者の歯科健診・相談

2/13・27、3/6・20、
いずれも水曜日、午後

2/12・26、3/19、
いずれも火曜日、午後

2/7㈭・12㈫・28㈭、
3/12㈫、午後／

3/7㈭、午前

2/4㈪・21㈭・25㈪、
3/4㈪・14㈭、

午後

2/21㈭・28㈭、
3/20㈬・27㈬、

午後
子育てと栄養相談　※乳幼児の
身長体重測定・歯の相談あり

2/8㈮、3/8㈮、
午前9時15分～10時

2/13㈬、3/20㈬、
午前9時15分～10時

2/19㈫、3/19㈫、
午後1時～2時

2/19㈫、3/19㈫、
午前9時15分～10時15分

2/6㈬、3/6㈬、
午前9時15分～10時15分

HIV抗体検査 （匿名）
2/14㈭、3/14㈭、午後1時30分～2時…HIV（ヒト免疫不全ウイルス）のみの即日検査（当日結果を説明〈判定保留は別途説明〉）
2/28㈭、3/28㈭、午後1時30分～2時…HIVと性感染症（梅毒、クラミジア）の検査（結果は翌月第2木曜日の来所時に説明）
※いずれも場所は中央本町地域・保健総合支援課（足立保健所内）のみ。エイズ相談は保健センターで随時受け付け

予約が必要　★…専門医による相談　※いずれも、保健師、栄養士、歯科衛生士が随時相談を受け付け
※東部保健センターは、大谷田3-11-13に一時移転中。電話番号は変更なし

子育て・教育
健康・衛生

ペアレント・メンターと
「ぴあサロン」
■日時等＝▷2月3日㈰…生涯学
習センター（学びピア21内）（いい
とこ綴

つづ

りワークショップ）　▷3
月12日㈫…ペアレント・メンター
あだち事務局（青井3-7-17）（何で
も、みんなと話そう）　※いずれ
も午後1時30分～4時■対象＝発
達障がいなどのある子どもを育て
ている方■内容＝ペアレント・メ
ンター（発達障がいなどのある子
どもを育てた経験を持つ相談員）
やほかの参加者と、日ごろの思い
を分かち合う　※サポートブック
（生育記録）の作成可■定員＝各
10人程度（先着順）■申込＝電話
■申・問先＝ペアレント・メンター
あだちねっとワーク（区委託事業
者）（火・木・金曜日、午前10時
～午後5時）� ☎050-6861-2333
■問先＝区・障がい福祉センター
あしすと自立生活支援室
� ☎5681-0132

ﾍ
1歳ごろの栄養教室
「離乳食から幼児食への
ステップアップ」

■日時等＝▷1月22日㈫…千住保
健センター　▷1月25日㈮…中央
本町地域・保健総合支援課（足立
保健所内）　※いずれも午前10時
30分～11時30分■対象＝開催日
現在、区内在住で11カ月以上の
子どもの保護者　※子ども同伴可
■内容＝1歳を迎えるころの食生
活／レシピ紹介など■定員＝各
20人（1月8日から先着順）■申込
＝電話■申・問先＝お問い合わせ
コールあだち（1月1日㈷～3日㈭
を除く毎日、午前8時～午後8時）
� ☎3880-0039

31年度区立小・中学校
新入学生の指定校変更

◆指定校変更の受け付け
■対象＝就学通知書で指定された
学校とは違う学校を指定校として
変更したい方■申込＝1月下旬に
区から送付される就学通知書を持
参■申込期間＝1月30日～3月7日　
※申し込み開始日は学校により異

なる。くわしくは就学通知書に同
封の案内をご覧ください。
◆指定校の変更先にできない学校
「抽選校」と「凍結校」は変更先にで
きません。ただし、2月27日現在
の状況により、変更先にできる場
合があります。2月28日～3月7日
にお問い合わせください。　※「抽
選校」と「凍結校」以外の学校でも、
受け入れを制限する場合あり
―いずれも―

■申・問先＝就学係
� ☎3880-5969

講座「見逃さないで！
脳卒中の前触れを」
■日時＝1月19日㈯、午後2時～4
時■場所＝足立保健所■内容＝東
京女子医科大学東医療センター・
医師による脳卒中・脳梗塞につい
ての講演■定員＝100人（先着順）
■申込＝不要　※当日直接会場へ
■問先＝衛生管理係
� ☎3880-5891

医師による
乳児アレルギー予防教室
■日時等＝表1■対象＝アレル

ギーが心配な1歳未満の子どもの
家族など　※保育の有無など、く
わしくはお問い合わせください。
■定員＝各30人（1月7日から先
着順）■申込＝電話または窓口
表1　�医師による乳児アレルギー

予防教室日時等
場・申・問先

（保健センター
地域保健係）

日時

江北
 ☎3896-4004

2/22㈮、
午前9時30分～
11時30分

千住
 ☎3888-4277

2/28㈭、
午前10時～
11時30分

竹の塚
 ☎3855-5082

3/25㈪、
午後2時～3時30分

中央本町地域・
保健総合支援課

（足立保健所内）
 ☎3880-5351

2/14㈭、
午前10時～
11時30分

東部
 ☎3606-4171

3/1㈮、
午前10時～
11時30分

＼日程を拡大／

風しん抗体検査
　実施日の追加を2回行いましたが、全国的に風しんの流行が続い
ていることから、以下の日時にも追加実施します。　※申し込み状
況など、くわしくは区のホームページをご覧ください。
■日時＝1月27日、2月3日、3月10日、いずれも日曜日、午前10時
～10時30分／午前10時45分～11時15分受け付け■対象＝区内在住
で19歳以上の方■定員＝各50人■申込＝電話または窓口■場・申・
問先＝区・中央本町地域・保健総合支援課（足立保健所内）
� ☎3880-5351
＼ 要予約 19歳以上の方も医師会で接種可能に／
土曜予防接種外来で風しん予防接種
　現在、足立区医師会で実施している小児定期予防接種を拡大し、
19歳以上の方の風しん単独ワクチンまたはMR混合ワクチン接種を
実施します。
■日時＝1月～3月の毎月第3土曜日、午後3時～4時30分受け付け
■対象＝区内在住で19歳以上の抗体価が低い（抗体検査の結果、抗
体価がHI法で32未満またはEIA法で8未満）方で、区発行の予診票を
持っている方■定員＝各10人■申込＝電話■場・申・問先＝足立区
医師会（中央本町3-4-4）（平日、午前10時～正午／午後1時～4時）
� ☎3840-2111

―いずれも―
※1月7日から先着順。申し込み状況により、希望に沿えない場合あり

緊急対策第3弾

りんご湯へ行こう
■日程＝1月27日㈰■場所＝区内
の各銭湯■費用＝▷就学前の子ど

も…50円　▷小学生…100円　▷
65歳以上の方…230円　▷その
ほかの方…460円（通常料金。中
学・高校生は300円）■申込＝不
要　※当日、番台かフロントで年
齢を告げる。証明書は不要■問先
＝衛生管理係� ☎3880-5891

健康・衛生は、
4面に続きます

日 付（30年12/17～21） 17 18 19 20 21
測定値（マイクロシーベルト／時） ― 0.06 0.06 0.07 0.07

◆放射線量の調査
　（雨天時を除く、平日）

■計測場所＝区役所前中央公園（地上から高さ50cm）
■問先＝公害規制係� ☎3880-5304

■申込…申し込み方法　■期限…申込期限� ☎…電話番号　�ﾌ…ファクス番号
■場・申・問先…場所・申込先・問い合わせ先� ﾎ…ホームページアドレス　�ﾃ…Eメールアドレス

※費用の記載がないものは無料
ｿ…左記マークがある申し込みは、P3左上を参照 3


