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ハイジの村

光のページェント
2017.1/3 火まで

ロードトレインハイジ号「イルミネーションツアー」 花と光のモニュメント

クリスマスディナー 12/3～25

冬の花火 12月の土日祝と22日
（31日は除く）20：30～約10分間

http://www.kikyouya.co.jp/

9：00～21：30

［点灯時間］日没～21：10頃

光のテント

ふた付ランタン
600個のキャンドルナイト

オンライン
ショップ

光のトンネル

天体観測
12月の土日祝と1/1～3

手作りの灯篭

http://www.kikyoushingenmochi.com

お歳暮

2016年（平成28年）12月

工場直送セット
お歳暮詰合せ ありがとうギフト
桔梗信玄餅2個入×3、
こだわりのどらやき6個、
花かげのうた2個入、黒糖ようかん3個

306円
769円
6個入……… 917円
8個入…… 1,149円
2個入………

2,968円

5個入………

1,436円
2,102円
20個入…… 2,769円
10個入……
15個入……

プレミ アム

お歳暮詰合せ
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厳選ギフト

桔梗信玄餅2個入×2、
こだわりのどらやき6個、
桔梗信玄餅万寿4個入、
喜今日最中4個入×2、
甲斐の山々8枚

桔梗信玄生プリン6個入
桔梗信玄ゼリー6個入
桔梗信玄餅生ロール5切入

2,560円
12個入… 3,840円 他

3,462円

sat

24個入………
24個木箱入…

ハイジの村

光のページェント

in HEIDI’S VILLAGE
～ 12/25 sun 17：00～（L.O.20：00）

●製作期間：約3カ月 ●制作者：6人

thu

がありますように」という願いを込めて
“縁”
と

は Special Day のみの営業とさせていただきます

…

要ご予約

前菜

…

フォアグラとなめこ、うずらの卵
ポトフ仕立て

デザート

季節のフルーツ 赤ワインソース
バニラアイス添え

パン
コーヒー
………………

ご予約先：ハイジの村

TEL 0551-25-4700
入園券売場でも承っております

パッケージの

リメイク
募集

制作しました。
パノラマ花壇には色とりどりの花を球体の光
「バラのステージ」を360度ぐるりとLEDで覆っ

国産牛のローストビーフ グレービーソース
ジャーマンポテト添え

そりを引いたトナカイが可愛らしくお出迎えしているような雰囲気をイメージして制作しまし
た。ぜひ、
そりに座ってサンタクロースの気分を味わってください。その他にも、
日本一長い
230ｍのバラの回廊は「光のトンネル」に、幸せのドームへつながる全長160ｍの「光のバー
ジンロード」、8ｍの大きなツリーなど、
たくさんの見どころがあります。広い園内を一周する
ロードトレインハイジ号に乗って「イルミネーションツアー」
を楽しんで頂きたいです。
そしてもう一つのおすすめ、新登場のスタッフ手作り
のカメラスタンドは、
カメラだけでなくスマートフォンや携
帯電話を置いて撮影をしていただけます。園内のフォト
スポットに設置してあるので記念写真を撮って思い出に

ハーフコースの場合、メイン料理は
肉料理か魚料理のどちらかお選び下さい

残して頂ければ嬉しいです。
花と光のモニュメント

食した後の桔梗信玄餅のパッケージ、
皆様どうなさいますか。
「小物入れにしている」
「お手玉やお人形の服を作る布として利用している」などなど素敵に活用して頂いてい
るお話しを良く伺います。そんな皆様のリメイク術を教えてください。誰でもマネが出来
そうな簡単なものでも、
手の込んだ作品でも、
なんでも構いません。
また、
パッケージはど
の部分を使って頂いてもOKです。
の力作を

桔梗信玄餅をはじめとする桔梗屋商品のパッケージを使ったリメイク作品
※お送り頂いた作品はお返しできませんので、
ご寄付頂けるものに限ります

応募先：〒400-0031 甲府市丸の内3-20-2

光のテント

た「光のテント」は特にご覧いただきたい作品です。光のテントの中では、
ウサギやアヒル、

◆フルコース
￥5,400
◆ハーフコース ￥3,500
※表示価格は税込価格です

制作秘 話

“円”
をかけ、丸や球をモチーフに全13作品を

魚料理
肉料理

イルミネーション

今年のイルミネーションは、皆様に「良いご縁

で包み込んだ「花と光のモニュメント」、円形の

オマール海老のポワレ アメリカンソース
根菜のグラタン 茸の焼きリゾットと共に

※写真はフルコースです

※価格は税別価格です

●電球数：約300万球

スープ

パンプキンポタージュクリームスープ

募集
内容

16個入………

1,600円
2,400円
3,200円
4,800円
5,800円

TEL0553-47-3701（商品受注センター）http://www.kikyouya.co.jp

Christmas Dinner 2016
12/15

8個入………
12個入………

8個入…

～光のページェントを楽しむクリスマス～

12/3

プレミアム

4,032円

皆様
真 編 集 室へ
桔梗屋美味求
。
だ
お送りく さい

桔梗屋美味求真編集室 宛に作品をご郵送ください。

イルミネーション制作担当 谷口
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メディアで紹介されました

テレビ
10/7

10/14 日本テレビ「沸騰ワード10」 10/27 YBS「ててて！TV」

YBS「ワイドニュース」

森の中の水 族
館。で撮影され
ました。

ハイジの村のハロ
ウィンイベントが
紹介されました。

ハイジの村のハロ
ウィンイベントが紹
介されました。

10/21

10/10

10/28 NHK「まるごと山梨」

YBS 日本財団
TBSテレビ「ジョブチューン～
「海と日本プロジェクト IN やまなし」 アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」
不 二 家さんのご当地
カントリーマアムの紹
介で山梨限定の桔梗
信玄餅カントリーマア
ムが紹介されました。

森の中の水族館。
のイベントが紹介
されました。

ラジオ

ハイジの村のハロ
ウィンイベントが紹
介されました。

11/5 フジテレビ「ぶらぶらサタデー」
「タカトシ温水の路線バスの旅」で甲州夢小路
黒蜜庵きなこ亭が紹介されました。

11/5 YBSラジオ「×-GUNのぐんぐんサタデー」

「さがね侍歌詞工場」のコーナーで募集した桔梗屋のコマーシャルソングのアレンジのグランプリと
準グランプリを桔梗信玄餅工場テーマパークから生中継で発表しました。

森の中の水族館。

毎日開 催

ガラ・ルファふれあい体験

ガラ・ルファの泳いでる水槽に指を入
れ、指の汚れ（角質）を食べる様子を見て
みよう。※生き物の状態によって中止す
る場合もございます

山 梨 県 立 富 士 湧 水の里 水 族 館
富士山の湧水、
名水で知られる忍野村にある
全国有数の淡水魚水族館

企画展

みんなの人気者11

週末イベント

貝がら工作体験

月2日水～

●毎週日曜日 10：00～15：00
●参加費：入館料のみ

2017.2月27日月

「見たいです」
「いないですか」
「どこにいますか」
と言われること
の多い生き物や、子供たちが大好きな生き物、過去に展示をして
好評だった生き物など、水族館の人気者たちが大集合！

エサやり体験 〈二重回遊水槽〉
●毎週日曜日 11：00～、14：00～
●参加費：入館料のみ 先着20名

ウーパールーパー、エボシカメレオン、オオグソクムシ、キンギョ、

展示
グッピー、
コーンスネーク、サワガニ、
シルバーアロワナ、
テナガエビ、
生物
ニホンウナギ、ピラニア・ナッテリー など
※生き物の状態などにより随時変更があります。

企画展

2日水～
貝 の 仲間たち 11月2017.
3月13日月

貝の仲間はとても多く、一般的に知られている「ハマグリ」や「サ
ザエ」などの殻を持つものや、
「タコ」や「イカ」などの殻を持たない
ものなど様々です。身近な貝の仲間や、貝の仲間としてあまり知られ
ていないものなど、
よく観察して貝について学んでみましょう。
サザエ、
アワビ、
シャコガイ、
タカラガイの仲間、ヒオウギガイ、

展示
淡水二枚貝の仲間、
カタツムリの仲間、
アンモナイトスネール、
生物

ラムズホーン など ※生き物の状態などにより随時変更があります。

富士北麓
自社農園

富士吉田ファーム

ジェルキャンドル作り

バス停
さかな公園
至富士吉田

12月23日金、24日土、25日日

森の中の水族館。

10：00～12：00、13：30～15：30

忍野入口

カラフルな砂やガラス細工を使ってオリ
ジナルジェルキャンドルを作ろう！
［場
［対

所］水族館1階エレベーター横
象］年齢制限なし
(小さなお子様は保護者同伴)
各回先着50名
［参加費］入館料+参加費800円

秋ソバ
収穫

自衛隊
北富士駐屯地
自衛隊入口

138

至富士吉田

東富士五湖道路

至山中湖
山中湖IC

〒401-0511
山梨県南都留郡忍野村忍草3098-1
さかな公園内 ☎0555-20-5135
http://www.morinonakanosuizokukan.com

12月の収穫

水琴茶堂・菓々茶寮・
長寿村 権六

笛吹ファーム
○ほうれん草
○カブ
○小松菜

明野プラント

そば粉は自社農園産 100％

「新そば」食べ放題！

期間限定

～12/18

自社農園ハイジの野菜畑「富士吉田ファーム」産のそばを
心ゆくまでご堪能ください。

天ざる

水琴茶堂・菓々茶寮・
権六大月店

価格は税別価格です。権六笛吹店

1,200円
1,140円

○大玉トマト
○ミニトマト
○いちご

明野ファーム
写真はイメージです。

○辛味大根

（4）
2016年（平成28年）12月

さん

一宮 新 工 場
平 成 2 年 、笛 吹 市一宮 町 坪 井 工 業 団 地に
新 工 場を 建 設し移 転 。

（最終回）

開かれた工 場を目 指し工 場 見 学を始めました。
県 内の小 学 生を始め、今では県 内 外から

ノエル・マロン

ブッシュ・
ド・ノエル

17㎝（5～6名）
3,500円

16㎝（5～6名） 2,000円

ガトー・ショコラ ショコラ・オランジュ

第6回

年 間 160万 人 以 上のお客 様にお越し頂 き 、
桔 梗 信 玄 餅 工 場テーマパークとして
親しまれています 。
工 場 見 学だけでなく 、
桔 梗 信 玄 餅の包 装 体 験や 、

併 設しています 。

レストランや 売 店・アウトレットショップを

里 吉 工 場 から一宮 工 場（ 現 在の 桔 梗 信 玄 餅 工
場テーマパーク）
へ、工 場を 移 転したときの一枚 。
この
写 真 を 撮った日はちょう ど 次 男（ 中 丸 純 専 務 ）の
小 学 校 3 年 生の授 業 参 観の日でした 。工 場 移 転
から 言 われていましたので 、授 業 参 観にも 着 物 姿

のおめでたい席 なので、着 物で出 席 するようにと 姑
のままで出 席 すると 、目 立ってしまい、次 男はそれ
と怒られてしまいました。

が嫌 だったようで「 恥 ずかしいから二 度 と 着 物で来 ないで」
さらに遡ること 数 年 ―
。向 町の農 家の実 家へ主 人が初め
てあいさつに来 た日のことです 。ちょう ど 庭 先で 餅つきをし
た 主 人が、大 きなお供 え餅を 作ってくれました 。その手さば

ていました 。
や わらかいお餅に悪 戦 苦 闘 しているのを 見かね
きに、
プロはこうやって作るのだなと 、あの時 私 も 家 族 もびっ
くりした 事を 今でも 良 く 覚 えています 。当 時は実 家でも 暮
嫁 入りしてからは桔 梗 屋のお店で作るお餅 を 食べて、
やっぱ

れになるとのりやピーナッツを 入れた 餅 をついていましたが、
りプロの味は違 うのだなと 感じました。

のり餅

17㎝（5～6名）
3,000円

4号 12㎝（3～4名） 2,100円 18㎝（8～10名）
5号 15㎝（6～8名） 2,900円 3,000円
6号 18㎝（8～10名）3,500円

〒400-0031 甲府市丸の内1丁目1-8（甲府駅ビル セレオ甲府）
TEL 055-223-2665 8：00-20：00

Xmasデコレーション

クリスマスチキン 1本入 450円
2本入 900円

※写真は
5号です

弁 当・惣 菜

平成2年4月16日の落成式当日の朝、一宮新工場正門前に社員集合。

9：00～18：30

12 18

桔梗屋直営店で
ご予約承ります
予約締切日
月
日
（日）
お 渡 し 日 12月23日
（金）～25日
（日）

※価格は税込価格です

※写真はイメージです

※価格は税別価格です

豆餅
毎年暮れになると、のし餅、お供え餅はもちろん、
なまこ形に成形しスライスした
豆餅やのり餅も販売していました。

TEL055-233-8800
甲府市青沼1-3-11

想い出は
いつもおいしかった

中丸 輝江

代表取締役

株式会社 桔梗屋

桔梗信玄餅
誕生50周年

グルメマルシェのオードブルと
チキンで祝うクリスマス

クリスマスオードブル 2,000円

迎春
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はなびら餅

店舗・期間限定
12/30～1/6

2016年（平成28年）12月

5個入…1,200円 10個入…2,400円

のし餅・お供え餅
丁寧につきあげたお餅は、伸
びが良く程よいコシがあります。
桔梗屋自慢の味です。
のし餅・お供え餅は特注商品なので
3日前までにご予約下さい。

のし餅（1kg）…1,300円

お正月ギフト

餅は餅屋の

寿ぎ

10個入…1,436円
15個入…2,102円

お供え餅 5号（直径約12cm）…1,500円

※価格は税別価格です

商品受注センター

※1号～30号まで承ります

一年の締めくくりに…年越しそば

TEL0553-47-3701

おせち料理

り
ご予約締め切
12月18日(日)

えび天付 お手軽茹でそば
水琴茶堂の石臼挽きそば
生麺300ｇ
（2人前）
、
そばつゆ………

茹で麺
（150ｇ）
1人前、
えび天1本、
そばつゆ、
薬味、
ほぐし水……400円

800円

えび天1本 ………………… 170円
※写真はイメージです ※価格は税別価格です

ご予約承ります
12月15日（木）まで

水琴茶堂のおせち 二段重 12,000円

※価格は税別価格です
※写真はイメージです

お花と一緒に素敵なXmasを
過ごしませんか？

ご予約承ります

祝

成人の日

Merry Xmas

Xmasグッズも多数取り揃えております。

迎春

お赤飯

600円
900円
大
（750ｇ）1,300円
小
（300ｇ）
中
（500ｇ）

しめ縄 ￥2,160～
Flower atelier

ドルチェ・ヴィータ

穂俵 ￥3,240

迎春門松風アレンジメント
￥3,240～

TEL 055-227-5187 FAX 055-227-8287
info@koi87.com 営業時間 9：00～19：00 http://koi87.com/

鶴の子餅

弊社既存の焼印のほか、お
好きな文字やイラストをお
作りすることも可 能で す。
（焼印の制作には1ヶ月程お
時間がかかります。
）

おひとつ

8個入（4.5寸重箱） 1,000円
※価格は税別価格です

120円

紅白饅頭

「祝」オリジナル
焼印入

しめ縄は
1つ1つ
ご予約承ります。手作りです

5個入（4.5寸重箱）800円

2016年（平成28年）12月
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Dolce Vita

ドルチェ・ヴィータ

☎055-227-5187

お好きな時間に楽しめるフリータイムレッスン
毎月
2回
開催

桔梗屋甲府本館メセナギャラリー

☎055-227-1752

甲府市指定無形文化財「甲府囃子保存会」

塩山店ギャラリー

☎0553-33-1026

（休憩時間 12：00～13：00・最終受付 15：00）

●レッスン代：花代+材料費 4,000円～
（税別）
DolceVitaおすすめの季節の植物をご用意いたします。 ※写真はイメージです
寄せ植えに関しては鉢の持参も可能です。
ご予約時にご相談ください。
一度のレッスンで作品を完成させることができるのでお気軽にお越しください。

●お問合せ：Dolce Vita TEL055-227-5187

ハイジの村
体験 教室

■毎週土曜日 13：00～
メセナギャラリーは甲府市の無形文化財である甲府囃子保存
会の皆さんの練習の場としても活用されています。練習日は獅子
舞やお囃子の演奏をご自由にご覧いただけます。

12/15
（木）正月アレンジ・寄せ植え
12/18
（日）寄せ植え
10：00～17：00

☎0551-25-4700

オリジナルのクリスマスリースを作ろう
●日時：12月25日までの土日祝 10：00～15：00
●体験料：2,000円
（税込・入園料別途）

ドライフラワー手作り体験

（リース・ボトルフラワー・ボタニカルガーランド）

『そだち展』

●日時：毎週 土日祝 10：00～15：00
●体験料：1,000円から
（税込・入園料別途）

■開催中～12月26日
（月） ※26日は13：00まで
障害者支援施設そだち園
（山梨市）
の皆さんによる作品展。
さをり
織りや染物、
ビーズ小物、
陶芸作品などの展示販売を行ないます。

クリスマスジェルキャンドルづくり

●日時：12月25日までの土日祝 17：00～20：00
●体験料：800円から
（税込・入園料別途）
●日時：12月の土日祝 1月1日
（日）
～3日
（火）
●参加無料・入園料別途 ※天候により中止

天体観測

展覧会

☎055-228-3322

フランスの風景 樹をめぐる物語

― コローからモネ、
ピサロ、
マティスまで ―
■10月22日
（土）
～12月11日
（日）

移ろいゆく季節の中、
同じ場所で静かに佇み、
永い時を生きる樹木。古来、
人々は樹木から恩恵
を受け、
生活を形作ってきました。19世紀のフランスでは、
産業化の進展に伴って失われていく自然
に対する関心が高まり、
風景画が人気を博すようになりました。樹木は背景の構成要素として、
そし
て時に中心的な主題として、
画家たちに思いを与え、
様々に絵画を彩ってきました。
自然を観察し、
写
し出そうと努めたバルビゾン派、
光や大気が見せる一瞬の表情を捉えた印象派、
宗教的・詩的な観
念の表現を志した象徴主義など、
画家たちは、
それぞれの興味関心に従い、
「樹木」
を用いて絵画表
現の探求をおこないました。本展では、
国内外所蔵の優品約110点を展観し、
樹木をテーマにフラン
ス絵画の変遷をたどります。

山梨県立文学館
秋の常設展

展覧会

☎055-235-8080

武田泰淳と富士

作品募集中

山梨県立美術館

愛犬フォトコンテスト12月
●テーマ
「クリスマスとわんこ」
●募集期間 12月1日
（木）
～12月31日
（土）
●応募方法 event.kikyouya.g@gmail.comまで
詳細はHPまたは下記までお問い合わせください。

●ハイジの村 0551-25-4700 http://www.haiji-no-mura.com/
☆入賞者には年間パスポート＆素敵なグッズをプレゼント

クリスマスリースコンテスト
●募集期間
●応募方法

12月1３日
（火）
まで
作品をハイジの村にお持ちください。

詳細はHPまたは下記までお問い合わせください。

前回
ゴールド賞
受賞作品

●ハイジの村 0551-25-4700 http://www.haiji-no-mura.com/
☆入賞者には年間パスポート＆商品券をプレゼント

12月の行事予定
１０月２８日(金)ハロウィンのミニパレードを行い
ました。
「お菓子をくれないと
いたずらしちゃうぞ」と言っ
て、
本社やイタリアントマトク

１２日(月)～２１日(水)
クリスマスにちなんで
２２日(木) クリスマス会
２６日(月) 身体測定
３０日(金) 避難訓練

■開催中～12月4日
（日）

ラブ、
権六に行きました。

常設展では、春夏秋冬年4回の展示替えとともに、選りすぐりの資料を期間限定で紹介す
るコーナーを設けています。秋の常設展では、武田泰淳（たけだ たいじゅん)の資料を期間限
定で公開します。

社内託児所ハイジ 笛吹市石和町上平井819（一宮本社工場近く）

桔梗信玄餅工

場テーマパーク

初詣縁日

1月1日・2日・3日

笛吹市一宮町坪井1928 桔梗屋本社

お祭り屋台、獅子舞、
お囃子、琴、尺八など
迎春イベントを開催します。

受付期間：随時 ※一時預かりの場合でも登録が必要です。
園児募集
受付について お申込み・お問合せは、㈱桔梗屋 総務部 迄 電話 0553-47-3700

1月1日・2日・3日

北杜市ハイジの村

おかしなアウトレット

お菓子・雑貨・花鉢など アウトレット販売です。お菓子の詰め放題も開催。専
用の袋に詰められるだけ詰めて220円。
なくなり次第終了なのでお早めに！
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間違い捜しクイズ
絵中に七ヶ所の間違いがあります。

by レイナ里亜

あなたへ幸運を呼び込む

12月

全体運／☆☆☆☆☆最高 ☆☆☆☆良好 ☆☆☆普通 ☆☆無難
※注意日は、稀に最高の日となります。どちらに出るかは本人次第。

全体運／
1日から20日 ☆☆☆☆
(3/21～4/19) 21日から31日 ☆☆

全体運／
1日から20日 ☆☆☆☆
(9/23～10/23) 21日から31日 ☆☆

おひつじ座

「仕事運」2日まで好機。3日から19日まで大き
な目標掲げて。20日以降、思索に向く。
「金運」
7日まで誘惑注意。8日以降、口コミ購入マル。
「健康運」19日まで新方法トライ！20日以降、足
浴お勧め。1日・18日吉。22日・23日注意。

お うし 座

(4/20～5/20)

てんびん座

「仕事運」2日まで機転利く。3日から19日まで
身内の意見聞いて。20日以降、反省すべき。
「金運」7日まで慎んで。8日以降、
うれしい遭遇
あり！
「健康運」19日までスキー吉。20日以降、
食事に凝って。5日・14日吉。3日・29日注意。

全体運／
1日から20日 ☆☆
21日から31日 ☆☆☆☆

さそり座

(10/24～11/22)

「仕事運」2日まで手堅くいくべき。3日から19
日まで勘で決定を。20日以降、休養充分に。
「金運」7日まで冒険お勧め。8日以降、家庭優
先に。
「健康運」19日まで飲酒、控えめに。20日
以降、運上昇。24日・26日吉。11日・12日注意。

全体運／
1日から20日 ☆
異性運のみ ☆☆☆☆☆
(5/21～6/21)
21日から31日 ☆☆

全体運／
1日から20日 ☆☆☆☆☆
(11/23～12/21)
21日から31日 ☆☆

ふたご座
キ リ ト リ 線

前回の答え

「仕事運」2日まで直観信じて3日から19日まで
本音ウケる。20日以降、見直しマル。
「金運」7
日まで最高の買い時。8日以降、マイペースで。
「健康運」19日までうがい励行を。20日以降、
調子回復。29日・30日吉。15日・16日注意。

応募総数
名
正解者
名

おとめ座

(8/23～9/22)

新藤 恵 様（北杜市）
生原 紀恵 様（笛吹市）
手塚 正信 様（山梨市）

(12/22～1/19)

みずがめ座
(1/20～2/18)

全体運／
1日から20日 ☆☆
21日から31日 ☆☆☆☆☆

全体運／
1日から20日 ☆☆☆☆
21日から31日 ☆☆

「健康運」2日まで協力者期待。3日から19日ま
で流動的。20日以降、
アイデア練って。
「金運」7
日まで変化に動じずに。8日以降、運が味方
に！
「健康運」19日まで過信ＮＧ。20日以降、運
安定。4日・13日吉。24日・25日注意。

全体運／
1日から20日 ☆☆
21日から31日 ☆☆☆

う お

座

(2/19～3/20)

全体運／
1日から20日 ☆☆
21日から31日 ☆☆☆

「健康運」2日まで混乱注意。3日から19日まで
味方頼りに。20日以降、変更には柔軟に。
「仕
事運」7日まで少し恩恵あり。8日以降、慈善活
動マル。
「金運」19日までマッサージ吉。20日
以降、事故注意。25日・26日吉。19・20日注意。

は じ め て の 五・七・五
たくさんのご応募をいただきありがとうございました。

「年の暮」

大みそか

煌けり

年の暮

年の暮

夜更かしできぬ

街のネオンは

今月のテーマ

・年の暮

・なぜかしら

通りにぎやう

黒豆におう 母の味

・アメ横の

せわしく走る

・過ぎた日を 〝ふ〞とふりかえる

・年の暮

年の暮

・万民や

お正月

お正月

一年の計
道ばかば

曾孫がよろこぶ

神棚拭う

・暮間近

クリスマスとすぐに

・年の暮

・往く年を
年の暮

・続くよね

年の暮

髙部 敏江

浅田 由貴

萩原 睦子

詠み人知らず

野沢 百合子

野沢 吉紀

伊藤 敏子

風間 ますみ

森澤 一幸

田沢 幸子

窪寺 つや子

竜沢 栄子

遠藤 哲夫

年の暮

新井 昌子

もがり笛鳴く

年の暮

・寒さ増す

年の暮

・吹く風も慌ただしくや

あっという間に

小宮山 秀子

村田 秀子

ベッドで迎える

年の暮れ

野田 睦子

・一年は

積み込み

年の暮

・病院の

作り替えたり

年の暮

・籾袋倉に

さるからとりへ

・干支人形

・まあいいか

皆様の素敵な俳句、川柳をお待ちしております。

日から1 月 3 日までの間「 光のページェント」を開 催 中 。中 庭

次回の募集テーマ「
は 年玉」です。

編集室 から

月

月の大きなイベントといえばクリスマス。いくつになっても、クリスマスと聞いただ

ハイジの村では
19

けでなんだかワクワクしちゃいます。

を灯す幻 想 的なキャンドルナイトに3 0 0 万 球のL E Dが彩る

イルミネ ーション。他にも、クリスマスのリースやジェルキャンド

作ったものをお家で飾ってクリスマスをむかえるのもいいですね。

ル作りが楽しめる体験教室などイベントが盛りだくさん。自分で

塩津歩

2 0 1 6 年 もあ とわず か 。今 年 も 最 後まで楽 しみましょう 。

11

12

や ぎ 座

全体運／
1日から20日 ☆☆☆☆
21日から31日 ☆☆

「仕事運」2日まで慎重に。3日から19日まで活
躍できること増える。20日以降、思考深まる。
「金運」7日まで得あり。8日以降、ややセーブを。
「健康運」19日まで腸いたわって。20日以降、頑
張り過ぎずに。3日・29日吉。7日・8日注意。

山川 正幸 様（甲斐市）
中野 三枝 様（甲府市）

座

「仕事運」２日まで整理整頓大事。３日から19
日まで意見拝聴を。20日以降、思い出す行為重
要。
「金運」７日までおごると運上昇。８日以降、
恩恵得る。
「健康運」19日まで無茶ＮＧ。20日以
降、体力回復。24日・25日吉。29日・30日注意。

「仕事運」２日まで案さえる。３日から19日まで
部下と連帯を。20日以降、考え直す機会！
「金
運」７日まで堅実一番。８日以降、勝負事ＯＫ。
「健康運」19日までトラブル注意。20日以降、飲
酒控えて。１日・10日吉。25日・31日注意。

【前回の当選者】

て

「仕事運」2日まで最高。3日から19日まで堅実
路線で！20日以降、繰り返し率先を。
「金運」７
日まで飲食豪華で幸運。8日以降、器用さで利
益得る。
「健康運」19日まで好調。20日以降、風
邪気がかり。1日・9日吉。19日・29日注意。

(7/23～8/22)

59

い

「仕事運」２日まで急変の暗示。３日から19日
まで秘策検討を。20日以降、熟慮必要。
「金運」
７日まで衝動買いマル。８日以降、誘惑振り切
って。
「健康運」19日まで運動吉。20日以降、ケ
ガ注意。13日・14日吉。１日・７日注意。
全体運／
か に 座 1日から20日 ☆☆
☆
21日から31日
(6/22～7/22)
異性運のみ ☆☆☆☆☆

し し 座

65

全体運／
1日から20日 ☆☆
21日から31日 ☆☆☆

「読者のコーナー」は、
読者の皆様が作るページです。次のものを募集します。①「間違い捜しクイズ」
（絵中に七ヶ所の間違いがあります。）左上を切り取っ
て、間違いを赤ペンで印したものをハガキに貼ってご応募下さい。正解者五名に抽選の上、桔梗屋商品をプレゼント。②「はじめての五・七・五」自作の俳句・
川 柳 ③ 美 味 求 真 を 読 んで思ったこ と 、感 じ たこ と ④ 桔 梗 信 玄 餅に関 するエピソー ド 宛 先 は 、〒四 〇 〇ー〇 〇 三一 甲 府 市 丸の内 三ー二〇ー二
「桔梗屋美味求真編集室」まで。住所・氏名・電話番号を明記の上、
ご応募下さい。クイズ、
五・七・五の締め切りは 十ニ月九日（金）です。

「仕事運」２日まで集中力増す。３日から19日
まで飛躍期待。20日以降、見直し大切。
「金運」
７日まで思い切った購入ＯＫ。８日以降、節
約を。
「健康運」19日まで不摂生ＮＧ。20日以
降、運安定。２日・30日吉。４日・18日注意。

☆注意
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HEIDI’S FLOWER GARDEN

HEIDI’S VILLAGE 花の教会

Bridal Fair

ゲ ストととも に

幸 せ をシェア

四季を通じて叶うロケーションウエディング

12/23金㊗・24土 模擬挙式＆お好きなドレスの試着付
17:00～21:30
クリスマスナイト ブライダルフェア

12/18日 模擬挙式＆ウエディングメニュー
ングフェア 5 組 限 定
9:00～18:00 テイスティ

イルミネーションやキャンドルナイトに包まれるナイトウエディングはクリスマスシーズンならでは。

河口湖のリゾートウエディング。試食は5組限定なのでご予約はお早めに。
♥模擬挙式 ♥会場見学 ♥ブライダル相談会 ♥ハンドリラクゼーション無料体験
♥特製ハーフコース無料試食会（5組限定）
河口湖
要ご予約
参加無料

♥模擬挙式 ♥会場見学 ♥展示 ♥ブライダル相談会
♥憧れのプリンセス体験（ウエディングドレスの試着＆花嫁ヘアメイク体験、お写真プレゼント）
北杜市
要ご予約
参加無料

TEL.0555-73-8388

（レストラン内）

南都留郡富士河口湖町船津211〈河口湖南岸交番前〉
【営業時間】9：00～21：30

HEIDI’S VILLAGE 花の教会
TEL.0551-25-4702

山梨県北杜市明野町浅尾2471
【営業時間】～11/18 9：00～18：00 11/19～1/3 9：00～21：30 無休

無休

スパ＆レストランホテル
桔梗信玄餅工場テーマパーク

お菓子の詰め放題 確約！

うれしい6つの特典

プレミアム宿泊プラン

おすすめ

2選

桔梗屋本社工場にて大人気の工場見学と、お菓子の詰め放題を体験して頂けます！

①桔梗信玄餅工場テーマパークでの
「お菓子の詰め放題」
を確約！

④「ゼーゼマンからのおもてなし」20時～23時 地元産のおすすめお飲み物を無料でお楽しみ頂けます。

③お部屋でのくつろぎタイムに大人気の
「桔梗信玄生プリン」
を、各室人数分ご用意。

⑥四季折々の花が楽しめるハイジの村入園券プレゼント
（宿泊日当日と翌日の2日間有効）

②桔梗信玄餅工場テーマパーク内のレストランでご利用できる1割引チケットプレゼント！⑤朝風呂
（am6～9時）
後にアイスキャンディをご用意。

期間限定 お子様の「食育」応援！

初めてのナイフ＆フォークディナー
2017年

1月7日（土）
4月2日（日）

お子様（3～6歳）
【一泊二食付】3,540円（税込）
お子様（小学生）
【一泊二食付】4,620円（税込）
大人一泊2食付8,200円（税込）

いつもよりちょっとおしゃれしてお子様もパパ、ママ、おじいちゃん、おばあちゃんと一
緒にナイフとフォークを使ったディナーに挑戦☆ドキドキわくわくしながらテーブルマ
ナーにふれてちょっぴり大人になった気分に…。家族みんなで思い出に残る特別な時間
が過ごせること間違いなし♪おいしい料理を食べながらテーブルマナーにも触れられる
お子様の「食育」応援プランです。
お子様には3～6歳向けと小学生向けの特選コース料理をご用意。大人には信玄鶏、
甲斐サーモン、
ワインビーフを味わうフルコースをご用意しています。お酒や会話を楽し
みながらゆったりとした時間をお過ごしください。

フレンチフルコース

［ 12月限定クリスマスディナー］
大人一泊2食付12,612円（税込）～

「せっかくの旅行だから贅沢に美味しいものを味わい
たい！」そんなお客様の声にお応えしたこのプランはお
肉もお魚も両方お召し上がり頂ける「食」にこだわる満
腹プランです。
12月1日からはこの季節ならではのハイジの村オリジ
ナルクリスマスディナーをご用意いたしました。
クリスマス
ディナー

山梨県北杜市明野町浅尾5259-950

3～6歳ディナーコース

小学生ディナーコース

※写真はイメージです

TEL 0551-25-2601

http://www.kikyouya.co.jp/Clarakan/

