
3,000円分商品券のプレゼントもあるよ!!3,000円分商品券のプレゼントもあるよ!!

2013-2014
Winter, Spring

vol.20

2013-2014
Winter, Spring

vol.20

Gourmet お食事する

Shopping お買物する

Beauty きれいになる

Health 健康になる

Life くらしに役立つ

Culture 習う・学ぶ

etc! 他にもいろいろ



埼玉県羽生市で行われた
『ゆるキャラさみっと in 羽生』に参加してきました。
全国ゆるキャラコンテストにもエントリーをし、
総エントリー数 1580 体のうち 299 位！大健闘！
この日、マスコット最多集合世界記録でギネス入り達成。
二日間のお客さんの人数は 45万人にもなりました。
さぎプーも他の人気キャラクターとも友達になってきました。

さぎプーが鷺宮小学校運動会に現れる！
児童のみんなと『鷺宮音頭』を踊ったよ。

商明会ウォークラリーイベント
『さぎプーの卵を探せ！～さぎプーエッグハント』
商店街にたくさんの人たちが集まりました。
町中に隠された 10か所の大きな卵の中にある「さぎプーシール」を
集めてゴールすると、さぎプーのオリジナルキーホルダーをプレゼント。
ゴールのみよし公園には、とりもも焼きやわたあめも食べ放題。
さぎプーとの写真撮影・プリントサービスもありました。さぎプーも他の人気キャラクターとも友達になってきました。さぎプーも他の人気キャラクターとも友達になってきました。

優勝候補だった浜松の「出世大名家康くん」と。
おしくも佐野市の「さのまる」に敗れ2位に。

大好評だったさぎ
プー オリジナルキ

ーホルダー。

校長先生と借り物競争！（右）
先生たちと（左）。

稲城市「稲城なしのすけ」（左）と

巣鴨商店街の「すがもん」（下）。

子供が泣き出す夕張市の
「メロン熊」好物は人間

……。

【エッグハントに参加された方々の感想】
●「いろいろなお店を回ることができて、こんなお店もあったんだと新鮮でした」（40代女性）

●「お散歩してシールをたくさん集めたり、おかしをもらって楽しかったです」（10代女性）

●「子供が楽しんで、たくさん歩いた。とても楽しい時間だった」（30代男性）

●「さぎプーキーホルダーのクオリティが高い」（20代男性）

●「普段歩かないところを歩けて運動になった」（60代女性）

さぎプレ

20号記念

特集記事
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風来坊でずっとひとりぼっちで
長い旅に明け暮れていたさぎプー。
たまたま故郷の鷺宮の上空にさし
かかりました。昔は子供たちが魚
を捕り、水遊びができるくらいき
れいだった妙正寺川、その周りは
のどかな田園地帯でしたが、今は
すっかり変わっていました。
その風景が大好きだったさぎ

プーは悲しくなり、鷺宮八幡神社
の森の木の上で落ち込んでいると
誰かに呼ばれました。
「おお、さぎプーではないか。
出て行ったきり今までどこにおっ
たんじゃ！」
振り向くとそこには神社に古く
から棲んでいる、鷺の妖精の長老
のさぎじいがいました。
「これはさぎじい、長い間ご無
沙汰をしておりました。この町の
変わりようにがっかりしました。
また旅に出ようと思います」
「おまえにはこの町の人々のす
ばらしさがわからないだけじゃ」
さぎじいは、懸命に引き留めまし

たが、話すら聞こうとしませ
ん。
「さぎじい、もうほっといて
くれ！おいらは旅に出る！」そ
う言って飛び立った矢先、わ
るいカラスたちにからまれ、
逃げたところで電柱にぶつか
り、けがをしてしまいました。
「あいたた……羽根をけがし
てしまった、飛ぶことができ

ない……もうだめだ」絶望してい
ると後ろから声がかかりました。

「大きな鳥さん、どうしたの？」
それは鷺宮小学校三年生の元気娘、
ミヤちゃんでした。
「え!?　人間においらの姿は見
えないはず」……そう
です。とても心の優し
いミヤちゃんにはさぎ

プーが見えていました。
そして、ミヤちゃんの
懸命な手当のおかげで、
さぎプーの傷はすっか
り良くなりました。
「ねえ、さぎプー。
飛べるようになったら

どっか行っちゃうの？ ずっと鷺
宮にいてよ」
少し考えましたが、さぎプーは

しばらく鷺宮で暮らしてみること
にしました。その日々のなか、街
の盆踊りや威勢のいい御神輿、節
分の豆まき、元気な子供たちや、
やさしいおじさん・おばさんたち、
ステキな商店街のお兄さんたちを
見てきました。この町の人たちの
優しさ・素晴らしさに触れ、すっ
かり鷺宮が好きになりました。

「ミヤちゃん、おいら
決めた。ずっと鷺宮に住
んで、子供たちを守るよ。
商店街の商売繁盛も願う
よ。さぎじい、弟子にし
て下さい！ 鷺宮の人々
のために生きていきま
す！」
こうして今も町とそこ

に住む子供たちを見守りながら、
いつも鷺宮の空を飛んでいます。

みなさんにも見えますか？

さぎプー物語さぎプー物語  文●新井建喜 武蔵野建設産業（株）（map I-10 本誌広告：P.28）
 イラスト● myo（サード大沼）

みなさん、さぎプーを知ってますか？
「サギなのに首がない=首を切られない=クビにならない=出世・商売繁盛の鷺の妖精」です。

心のきれいな人にしか見えません。
にぎやかな所が大好きで、ゴキゲンな音楽がかかると、ついダンスしちゃう。

……そんなファンキーでおちゃめなやつ。さぎプーの物語をちょっとだけ聞かせるよ。



2007年12月発行 vol.2 掲載分

2007年12月発行の vol.2 から

2013年7月発行の vol.19 まで

一挙掲載!!

ココからスタート→
各ページにあります。

5



2008年4月発行 vol.3 掲載分
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2008年7月発行 vol.4 掲載分
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2008年12月発行 vol.5 掲載分
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2009年4月発行 vol.6 掲載分
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2009年7月発行 vol.7 掲載分

2009年12月発行 vol.8 掲載分

11



2010年4月発行 vol.9 掲載分
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2010年7月発行 vol.10 掲載分
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2010年12月発行 vol.11 掲載分
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2011年4月発行 vol.12 掲載分
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2011年7月発行 vol.13 掲載分
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2011年12月発行 vol.14 掲載分

20



2012年4月発行 vol.15 掲載分

2012年7月発行 vol.16 掲載分
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2012年12月発行 vol.17 掲載分
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2013年4月発行 vol.18 掲載分
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2013年7月発行 vol.19 掲載分
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さぎプレ
プレゼント
＜応募券＞
1312_v20
＜キリトリ＞＜キリトリ＞

ドシドシご応募下さい！ドシドシご応募下さい！

さぎ
プレプレゼント!!

今回はコレ今回はコレ
鷺宮商明会商品券
￥3,000分プレゼント!!
鷺宮商明会商品券
￥3,000分プレゼント!!
￥1,000券を3枚、それを
ドーンと3名様にプレゼント!!
￥1,000券を3枚、それを
ドーンと3名様にプレゼント!!

【使えるお店】 豊年屋、寿々㐂家、クチーナジオジオ、
 どんど晴、ディモルフォセカ
※予告なく変更される場合があります。詳しくは商品券に記載されております。

【ハガキの送り先】 〒175-0094東京都板橋区成増1-28-13 塩住ビル802 スケイルデザインズ 宛
【Eメール送り先】 spp@scaledesigns.jp
●プレゼントのみ応募の〆切は2014年2月28日着分まで。当選者発表は賞品の配
送をもって代えさせていただきます。※個人情報は誌面作りの参考やプレゼント賞
品配達の為にのみ使用し、その他の目的では一切使用致しません。賞品は協賛店か
ら直接配達されますので、必要な個人情報を協賛店に提供します。ご了承下さい。

【応募方法】
●「ガッツ川柳」、「写メっちゃお」の場合
Eメールで、件名（ガッツ川柳、写メっちゃお）と住所・氏名（HNでも可）をご
入力の上、右のQRコードで送信するか、下記送り先からお送り下さい。
●「さぎプレプレゼント」の場合
ハガキまたはEメールで、①住所・②氏名・③年齢・④職業・⑤電話番
号・⑥さぎプレを見て行ってみたいと思ったお店・⑦面白かった記事・
⑧面白くなかった記事・⑨その他ご意見やご感想などをご記入の上、
応募券を貼付けて（Eメールの場合不要）下記送り先へお送り下さい。

生活密着
情報サイト

http://www.saginomiya.net
“鷺宮周辺”

 限定☆

みんなで作る「さぎのみや.net」は、
あなたの載せたい知りたいを実現します!
みんなで作る「さぎのみや.net」は、
あなたの載せたい知りたいを実現します!

さぎのみや
 住民の為の
ホームページ!!

ケータイサイトはコチラから→

●商店街のお店情報
●「さぎのみや探検ムービー」
●地域の情報
●「さぎプレ」情報
●商店街ブログ

古谷 孝 古谷葬祭 （map N-7 本誌広告P.28）
さぎプレもいよいよ20号！ さぎプーと一緒にこれから
も羽ばたいて参ります！ 僕ら青年部も頑張っていきます
ので、街でお会いしたらお気軽にお声おかけ下さい。

皆様からのご意見・ご感想等をお待ちしております。
【あて先】 sp@syomeikai.com

新井 建喜 武蔵野建設産業 （map I-10 本誌広告P.28）
今回はさぎプー特別号！ 投稿された皆様申し訳ありませ
ん。次号からまた再開しますのでヨロシクお願いします！

田中 章生
私は、毎年大晦日は福蔵院で除夜の鐘をついてから、
神聖な気持ちで新年を迎えます。鷺宮でこんな年越
しもいいですよ。

「さぎプレ」の編集
スタッフから一言
「さぎプレ」の編集
スタッフから一言

2014年4月発行予定です!!
次号の「さぎプレ」は

次号は大幅リニューアルの予定です。
進化し続ける本誌をこれからも
よろしくお願い致します!!

発行／10,000部 年3回
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