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■怖いものは、 地震・雷 ・火事 ・親父そして暴風

９月９日の夕刻、 新潟・妙高から帰途の新幹線車中、

すでに暗くなった窓の外を眺めて一路上野へ。 巣鴨へ着

くなり大粒の台風雨が降り出しました。 そして台風１５号は予想より少し東にず

れて夜中に首都圏上陸、 最大の被害が出たのは台風の東側に位置する千

葉県でした。 翌日の午前中、 テレビでは各鉄道駅の混乱を映し出してはいた

ものの現地の被害把握ができておらず、 「ボーっと生きてんじゃね～よ！」 と

チコちゃんに叱られそうでした。 テレビで時間を追って新報道される被害の大

きさにビックリするばかりで、 今後は地震だけでなく台風や集中豪雨などの危

機にも備える必要があることを強く感じています。

■えっ、 風速４０ｍで電柱が倒れる？

千葉県では風速５９ｍ超の強風で大量の電柱倒壊が起きま

した。テレビで「電柱は風速 40ⅿ前後に対応」と伝えてい

ましたが、もし台風の進路がもう少し西にずれたら東京の電柱が大量

に倒れたことは容易に想像できます。停電が長くなると、酷暑の中で

熱中症の危機に瀕する一方、冷蔵庫やスマホそしてテレビも使えず情

報不足で状況がつかめず被災地では不安が募るばかり。そしてコンビ

ニやスーパーも停電で食料や水不足は深刻だったようです。また市役

所が通電した時には多くの市民が噂を聞いて押し寄せ、スマホの充電

に時間を割いていたことが印象的でした。東日本大震災の時は照明器

具が重要な防災グッズでしたが、それから８年たった今ではスマホの

充電バッテリーが必要なことを再確認したのです。千葉県の友人が 9

月の末に来られこんな話をしました。「停電したらキャッシュレスなん

てとんでもない。すべての店が現金しか通用しないし、36℃の気温の中

で年寄りが熱中症にならないか、本当に大変でした」とうつむいたのです。

■朝礼連絡事項

　いざとなったら行政だけに頼らずいろいろな準備を個人個人がしていなけれ

ば、 さらなる事件・事故に巻き込まれることをマルジの社員朝礼で再度確認

しました。 水や食料の備蓄はもちろんのこと、 デジタルに頼りすぎキャシュレ

ス一辺倒では非常時に何もできないこと、 店側に釣銭が無くなるので現金は

細かいお金で持つこと、 照明器具は一家に複数個置いておくことなどです。

皆様もどうぞ非常時の準備だけは断捨離しないようにしてください。 東日本大

震災当時を思い出し、 あの時多くの皆さんがマルジに来られて

お求めになられたショーツ、 肌着、 靴下、 ランタン、 電池、

非常食などをマルジでも再度品ぞろえを確認します。 被災地の

皆様が一刻も早く復興されることを願っています。 合掌

「若返る街 ・ 巣鴨」

８/２２ （木）　　 NHK　シブ5時

おばあちゃんの原宿と呼ばれてから３３年が経ちます。 最近では若者や外

国人の姿が目出つ中、 商店街周辺の若者に人気の店が紹介されました。

天然カキ氷の 「雪華」 さん、若者リユースファッションの 「ｈｕｍｏｒ」 さん、

松月堂さんの 「すいか団子」 や靴のアルプスさんの取り組みなど。 若者に

巣鴨の印象を聞くと、 「ゆったりとした昭和感があり、 落ち着く感じ」 とよ

く言われます。 それは寺や

店だけでなく、 地蔵通りが

旧中山道であり、 江戸時代

の街道とほぼ同じ幅のまま

残っていることも大きいと思

います。 だから道はまっすぐ

ではなく、 ゆったりと蛇行し

ています。 それを感じるの

も、 巣鴨の楽しみです。

タウンガイド

マルジ社長

眞性寺にて、「くじら」をテーマにした楽しいイベントを

今年も開催！「1000人で味わうくじら汁」の無料提供

のほか、くじら寄席、写真展示、川柳発表など。

8/5 夜間撤去作業中の様子

豊島区が進める無電柱化

工事の一環で、 一時的に

地蔵通り商店街のアーチが

撤去されました。 でもご安

心を！今年１２月にはソメイ

ヨシノをあしらった新しい

姿で戻ってくる予定です。

１０月１３日（日）１１：００～１６：００

地蔵通りからアーチが消えた？！

巣鴨くじら祭り 2019

　友の会カード
満冊交換プレゼント

★期間中、友の会カードの
　スタンプ満点交換のお客様
　に、粗品をプレゼントしま
　す。この機会にどうぞご利用ください。

★お会計の際、レジにて令和のアメを
　差し上げます。限定1000 個！

の日

が遊びに来ます。

写真撮影会 開催！

１０月２日（水）　

１０月２１日（月）▶２７日（日）　

１０月１日（火）▶１７日（木）　

2,000 円で１回

抽選が出来ます。

１万円のマルジ商品券

空くじ
なし

当たる！

　あたる！

１００円で１点

友の会
スタンプ２倍！

★スタンプが通常の２倍！ ご入会の
　チャンスです！新入会のお客様には
　プラス５点のプレゼント！

増税につき

　期間延長！

１０月１９日（土）▶２０日（日）

１０月２２日（火・祝）

お楽しみ賞品たくさん！！

ハロウィン抽選会！

１０月のご案内

１０月２７日（日）

即位礼正殿の儀

令和 キャンディプレゼント

＊ぶらり巣鴨＊

西尾市O様御一行様

特賞

赤パンツ物語
マルジ 赤パンツ誕生 四半世紀 記念連載

第 4 回 「運命を変えた出来事❷ ‐出会い ‐ 」

　2002年2月、山室繊維工業の社長、 山室明氏に出会えたこと。 そ

れが、 赤パンツの運命を変えるふたつめの出来事でした。

　どんなに赤パンツが売れる！といっても、 一緒に作ってくださるメーカー

さんあってこそです。 それまで物作りに苦労していたマルジが 「取引でき

ませんか？」 とお願いしたところ、 「現在お取引をしている会社の了解を

もらってからお返事を」 との返答をいただきました。 新規の売り先を広げ

る前に、 先方に礼を尽くすその真摯な態度に感銘を受け、 マルジの覚

悟が一層強まりました。

　その後、 企画・営業の方々ともご相談させていただいたことにより、 「赤

パンツ」 制作は今までにない本格的なものへと変貌していきました。 赤パ

ンツの 「赤い糸」 のご縁を感じずにはいられない出会いでした。

還暦だから赤いパンツを買いに来た、とおっしゃっ

てくださった前列のお三方。

どなたかのプレゼントかと思いきや、お三方ご本人

たちが還暦とのこと！マルジ店員、店先で本気の驚

きの声をあげてしまいました。

若いことはステキ。若く見えることも素敵！

東京にいらした際は、また是非お立ち寄りください！

ハロウィン

　じゃんけん大会

★最終日は１８時で終了です。

今年現れるのは、魔女か
な？オバケかな？
はたまたカボチャかな？
マルジスタッフとじゃん
けんを楽しみましょう！

中山道巣鴨宿

大
福

幅８ｍぐらい

エイホ
エイホ

※絵はイメージです｡

台風１５号による被災地の皆様へ、 謹んでお見舞い申し上げます。

sc@sugamo-maruji.jp

巣 鴨

豊島区巣鴨 4-21-11
TEL 03(3910)1409

元気に素敵生活

配送サービスご利用できます

次回友の会スタンプ倍押しセール

始めましたFacebook

マルジがフェイスブックを
始めました。最新の情報や
お得な情報など紹介してい
ます。ぜひご覧ください。

お買上品を有料にて宅配便
でお送りします。大きさに
より送料は変わります。
※詳しくはサービスカウン
ターでおたずねください。

店内商品は全て税込価格となっていま
す。お値札通りのお支払いです。

巣鴨のマルジ Facebook

は税込価格です

１１月１５日（金）▶１７日（日）

友の会ご案内

※詳しくはサービスカウンターでおたずねください。

入会はカンタン！

お得です！

今すぐ友の会に

ご入会ください！

200

３

1,000

●スタンプはレシート　　円毎に1点です。

●満冊になりましたら　　　円分（税込）の

  お買物ができます。

●入会金不要、有効期限は　 年です。

●有効期限が切れていても点数の半分は新規　

　カードに移せます。

INFORMATION

じ

お気軽にご利用ください

　　　　裏の
公園トイレは
車イスでのご
利用ができます

いいことあるある♪毎月２日は

の日

02
まる、

　倍！

友の会スタンプ

２

年内無休

営業のご案内

マルジでは、健康・長寿・幸福を
願う赤パンツの、赤いハギレを、
みなさまにおすそわけしていま
す。ご来店の際には、ぜひお持
ち帰り下さい。また、ハギレで
作った作品も募集しております。

お客様の作品

さいたま市 ＹＳ様よりお送りいただきまし
た、 赤のハギレで作った花のブローチ＆
キーホルダー。 気持ちが華やぎますね！

ラグビーＷ杯  2019 JAPAN
　　　熱戦開催中！！

ラグビー日本代表
チームモデルマスコット

ベアぬいぐるみ
２，５９２円

ベアマスコット
ボールチェーン付
１，５１２円

アトムマスコット
ボールチェーン付
１，６２０円

ラグビーTシャツ

各1,980円

巣鴨道楽 ラグビー赤トランクス
Ｍ，Ｌ　１，７００円
ＬＬ  　１，８００円

ラグビー赤ボクサー
Ｍ，Ｌ　１，７００円
ＬＬ  　１，８００円

子年 ボクサーブリーフ
Ｍ，Ｌ　１，３００円
ＬＬ  　１，４００円

２０２０子年  赤ショーツ各種

Ｓ，Ｍ，Ｌ　９８０円
ＬＬ  　１，０５０円
３Ｌ  　１，１００円

ネズミ年
の赤パン

ツ！ね！
今から準備しとこ！

子年 トランクス
Ｍ，Ｌ　１，７００円
ＬＬ  　１，８００円 祝いねずみ

スーパーマウス

めだまねずみ
ポケットねずみ

ネズミ総柄

俵ねずみ

２０２０

デュエット

旧古河庭園　秋のバラフェスティバル
10/５（土）～ 27（日）9時～17 時（入園は 16 時半まで）

100 種 200 株のバラが見ごろと
なるこの時期。バラのオリジナ
ルグッズやジェラートなども。

秋バラの音楽会
10月 26日（土）12時/15時　弦楽四重奏（各回約30分）
10月 27日（日）12時/15時　サックス四重奏（各回約30分）

イベント掲示板

お客様の声から生まれました！
パットだけ取り換えたい、使い捨てパットを使いたい。そんなマルジのお客様の声に、メーカー
さんが応えてくれました！　有りそうで無かった、新しいタイプの失禁ショーツ。

の

天レース／水玉

Ｍ，Ｌ，ＬＬ　１，０００円
フロントレース

Ｍ，Ｌ，ＬＬ　１，３００円

国内産の
高レベル・高機能
防水シートを使用

消臭・抗菌・ストレッチ性

マルジはすべて
税込価格です。

あったかもこもこ

福助 もこパン
３,１５０円

フリースひざ掛け
７０×１００cm ３００円ベロア ルームシューズ　５４０円

▲あったか腹巻
１,０００円

▶あったか一部丈パンツ
１,０００円

とりあえず 1枚

　そして増えちゃう

コレほしい！

一度はいたら

やめられない！

おうち便利な

すべりどめ付き

おなかポケットが

嬉しい！

レッグ
ウォ―マー

レギンス

アームカバー

３way ウォーマー
太腿丈　１,０８０円

あったかゆったり
くつ下　５９９円

２号館

１号館

２号館

３号館

４号館
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