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桔梗信玄餅 包装体験

工場アウトレット
1
社員特価販売 2
お菓子の
詰め放題

子と食の
菓
お

工場でも手作業で行われている
風呂敷包みの包装や箱詰めを体験！

グリーン
1
アウトレット 2

10：00〜16：30
体験料
390円（税込）

桔梗信玄餅
工場テーマパーク

エネオス
GS
至石和・甲府

勝沼バイパス

至勝沼・東京

工場見学

1

お酒・たばこからお土産まで。
お弁当を激安販売中。

無料

5

桔梗信玄餅を始め、様々なお菓
子の製造工程をスタッフがご案内！
又は、
自由見学。9：00、
10：00、
11：00、
12：40、
13：40、
15：00、
16：00（混雑時は

見 学の流れ

① 餅を詰める

8：00〜17：30

30分おきに出発）

できたてのお餅が容器に
詰められていく様子を見学。

② 黒蜜をのせる

298円!
（税別）

所要時間

工場の社食弁当

黒蜜の入った容器がひとつひとつ、
お餅の上に置かれる工程。

③ 個別包装

生産の
現場

お餅が人の手で包装される工程。

④ 箱詰め・袋詰め

おなじみの巾着袋に入れられ、
店頭に並ぶ商品に。

15 ⑤ 焼菓子製造ライン
分

6

ふんわり焼き上がる焼菓子ラインを見る。
焼きたて菓子販売も。

イタリアントマトクラブ

自社農園「ハイジの野菜
畑」で採れた新鮮野菜や山
梨県産の食材を使用したイ
タリアンレストラン。ランチ
タイムはサラダバーとスー
プが無料でおかわり自由！
ランチタイム 11：00〜14：00
カフェタイム 14：00〜17：00
ディナータイム17：00〜21：30
（L.O.21：00）

石臼挽きそばとほうとう

3 4

ほうとう、そば、甘味などが楽しめる
お食事処。お食事メニューのご注文で
サラダバーやけんちん汁（水琴茶堂）
が無料で楽しめる。

県内初！
本格ラクレットも大好評！

第16回

甲府囃子

9：00〜18：00

桔梗屋 大盛況

日本一の工場祭りを目指して…

4

月

︵日︶︑桔梗信玄餅工場テー

15

日︵土︶︑ 月

4

16

日

万

4

マパ ー ク と 金 川 の 森 芝 生

広 場の特 設 会 場に約

風林火山甲陽戦国隊

2

千 人のお客 様 が訪れ︑今

翠櫟太鼓部

工場祭り

年 も 大 盛 況 の工 場 祭 り で

サクライザーショー

カラオケ大会

した︒たくさんのご来 場あ

数当てクイズ

りがとうございました︒

正解

●布袋の数
赤の袋 1,147個
152個
白の袋
40個
紺の袋

一宮店
お土産、贈答用におすすめの
商品を数多く取りそろえたお店。

粋心亭
11：00〜15：00
（夜は予約制）
水琴茶堂
11：00〜17：00
（L.O.16：30）

お菓子の詰め放題

桔梗信玄餅
数当てクイズ

2

一宮店
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テレビで紹介されました
3/3 テレビ東京「タモリ倶楽部」
電車の車内販売の特集で
あずさ・スーパーあずさ・かい
じ内で販売している桔梗信玄
餅アイスが紹介されました。

10

工場アウトレット

7

社員特価販売

手作りアイス工房

桔梗信玄餅アイスの製造工程を見学でき
るのはここだけ。

賞味期限の近い
商品や形の崩れた
商品を3割引から半
額以下で販売！

9：00〜16：00

9：00〜17：00※季節変動

3/6 関西テレビ「よーいドン！」
「本日のオススメ３」という
コーナーで、関西テレビアナ
ウンサー岡安さんのおすす
めとして桔梗信玄生プリンが
紹介されました。

11
自社農園「ハイジの野菜畑」
で採れた新鮮
野菜や漬物、一升瓶ワインを販売。お菓子の
詰め放題もこちら！ 9：00〜18：00※季節変動

3/20 UTY「ウッティタウン6丁目」
鷹木信悟の山梨いいトコ
なんでずら〜のコーナーで

8
本格煮込みかぼちゃのほうとうなど、お
食事メニューのご注文で田舎料理のバイ
キング「俺らん家のおごっそう」が無料で
楽しめる！ 11：00〜15：00（夜は予約制）

桔梗信玄餅工場テーマパー
クが紹介されました。

日本テレビ
3/26
「スクール革命」
人気のおとりよせスイーツラ
ンキングでプレミアム桔梗信
玄餅アイスが紹介されました。

お菓子の詰め放題

これだけ て
詰め

毎日行 列 ができる
ほど大人気！桔梗信玄
餅を始め、当日消費期
限 の お 菓 子を2 2 0円
（税込）
で詰め放題！

1袋
220円!
（税込）

OPEN〜売切れ次第終了

3/31 TBSテレビ「あさチャン」
春の人気日帰りバスツアー特集で、
ハイジの村のプレミア
ムバイキングと桔梗信玄餅工場テーマパークでのお菓子の
詰め放題が紹介されました。

12

テーマパークカフェ

できたて焼きたてのお菓子
コーナー。桔梗信玄餅揚パンや
夏季限定の天然氷のかき氷、人
気の桔梗信玄ソフトも販売中。

9

餅もちの社

ココも
チェック！

一宮浅間神社より分祀（ぶんし）された
「餅もちの社」。餅は粘り強く伸びること、ま
た「持ち」
として所有することや残ることに通
じ、縁起が良い事か
らその名が付いた。
新規アイデア・商売
繁 盛 のご 利 益 があ
るとされている。

9：00〜18：00

3/31 UTY「ウッティタウン6丁目」
中継コーナー「駅前いど
ばた会議」でそば・ほうとう
「信玄」セレオ甲府店を紹介
しました。

自社農園
5月の収穫
笛吹ファーム
採れたて新鮮野菜は
○玉ねぎ（紫）
グリーンアウト
レット1/2にて
○玉ねぎ（白）
販売中
○小カブ

明野プラント
○いちご
○トマト
（大玉、
ミニ各種）

循環型
農業

桔梗屋グループでは製造過程で出た生ごみや、Dolce
Vitaなどで出た花がらや植物の枝等を、自社のリサイ
クル施設で堆肥にしてハイジの村の花畑やハイジの
野菜畑で使用しています。

グリーンアウトレット1/2 笛吹市一宮町坪井1928 TEL 0553-47-3700 9：00〜18：00※季節変動

桔梗屋グループ隊

林の4番隊

優秀な武士を召し抱えた「伊達者」

一条右衛門大夫信龍
い ち

じょう

う

え

も ん の だ

ゆ う

の ぶ

た つ

涼菓まつり

2017年（平成29年）5月

300円

320円

やまなし
ギフトコンテスト
最優秀賞

おひとつ … 120円

おひとつ

おひとつ

ご当地性審査賞1位・ビジュアル審査賞1位・
味の評価審査賞1位・購買欲審査賞1位

甲斐の若鮎

700円 5月中旬より
販売
10本入…1,440円
５本入……

食べくらべセットも
ございます

ご当地アイスクリームグランプリ最高金賞受賞
個別賞全4部門1位受賞
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夏期限定
〜8/31

水琴茶堂のあんみつ おひとつ 380円

おひとつ180円

︻こし︼北海道十勝産小倉あん
を ふ ん だ ん に 使 い︑な め ら か
な口当たりに仕上げました︒
︻ 大 納 言 ︼ふっく ら 炊 き 上 げ
た小豆の風味豊かな水羊羹
で す︒
︻抹茶︼抹茶の香りが広がる水
羊羹は見た目も涼しげです︒

︻葡 萄︼葡 萄の果 汁 と さ らっと
した喉越しが楽しめます︒
︻ 白 桃 ︼甘 く 香 る 白 桃 を ︑瑞 々
しいゼリーに仕上げました︒
︻さ くらん ぼ︼さっぱりとし た
さくらんぼ入りのゼリーです︒

4個入

910円

水琴茶堂の梅くずきり おひとつ 380円
表示価格は税別価格です

甲府夜曲 おひとつ 250円

甲斐の実り おひとつ 220円

5/7まで限定販売

ありがとうどらやき
10個入

ありがとうどらやき
5個入巾着 720円

3,240円

（高さ25cm×直径20㎝）

Flower atelier

ドルチェ・ヴィータ

昔ながらの貝あわせ形のお餅を、
香り高い
柏の葉で包みました。
表示価格は税別価格です

つぶし餡・こし餡・みそ餡

柏餅

おひとつ

120円

5/5

（祝）

端午の節句

今年は〝オリジナリティ〟をテーマに
フラワーギフトを
多数ご用意しております︒

アレンジ

ありがとうどらやき
おひとつ 120円

1,400円

かしわ餅まつり

5/14（日）
母の日

出世

Happy Mother’s Day

商品受注センター ☎0553-47-3701

サクッとしたサブレでレーズンクリームを
サンドしました。

寄鉢

5,400円（高さ40cm×直径45cm）
※写真はイメージです。
ご予算に応じて
アレンジや花束などお作りいたします。

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

信玄軍配 8個入

900円

12個入 1,300円

お赤飯

600円
（中） 900円
（大） 1,300円
（小）

ご予約
商品
表示価格は
税別価格です
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リメイク作品
○応募先
大募集
〒400 0031

甲府駅ビル セレオ甲府5階

甲府市丸の内3 20 2
桔梗屋美味求真編集室 宛に作品をご郵送く
ださい。皆様の力作を桔梗屋美味求真編集室
へお送りください。

○募集内容
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。

作品紹介

ご応募ありがとう
ございます。

セレオ甲府店

OPEN１ヵ月記念
そば食べ放題！

そば祭り 開催
5月8日 〜5月14日

鳥もつ煮そば定食のそばが
おかわり自由で食べ放題。

富士河口湖町 渡辺様
桔梗信玄餅生ロールの風
呂敷を使用したリメイク
作品

「着物とお花」
自社農園

2 色 ある桔 梗 信
玄 餅 生ロー ル の
風呂敷を使って作って頂きました。ご応募あり
がとうございます。

東京都
管理栄養士さん

富士吉田ファームの
そば畑

天ざる 1,300円

冷やしほうとう

物
甲州名

0円
鳥もつ煮そば定食 1,50

うどん
こだわりそば・

桔梗信玄餅の信玄袋
を 使 用したリメイク
作品

「バッグ」
介護予防事業をして
いる管理栄養士さんから写真を送って頂きまし
た。4〜5週間前におやつとして出した桔梗信玄
餅の信玄袋をリメイクしてプレゼントして頂い
たそうです。

冷やしほうとう
・おざら
甲州流細切りほうとう
つけ麺 800 円

そば・ほうとう
・郷土料理

甲州名物 鮑の煮貝うどん 800円

石臼挽きそば

600円

11：00〜22：00（L.O.21：30）
甲府駅ビル セレオ甲府5Fレストランフロア TEL 055-232-3160

森の中の水族館。
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
29日 ㊗・30日
こいのぼりを作ろう 410月：00〜12
：00 13：30〜15：30
いろんな色を塗ってオリジナルのこいのぼりを作ってみよう！
！
○参加費：入館料＋100円

チョウザメタッチング

5月3日

㊗・4日 ㊗・5日 ㊗
10：00〜12：00 13：30〜15：30

チョウザメと触れ合ったり、
スタッフのお話を聞いたりして
海にいるサメとの違いやチョウザメの養殖について勉強しよう！

水中ガーデニング展

開催中〜7月3日

水族館の水槽は自然を再現したレイアウトが主流ですが、この企画
展では日本庭園や洋風庭園など、一味違ったレイアウトを楽しむことが
できます。

ヘビ展 開催中〜7月3日

全世界には約3000種類ものヘビの仲間が生息していま
す。普段見る機会の少ないヘビですが、特別展を通してよく
観察してみましょう。

ガラ・ルファふれあい体験
ガラ・ルファの泳いでいる水槽に指を入
れ、指の汚れ（角質）を食べる様子を見て
みよう。※生き物の状態により変更する場
合があります。

バス停
さかな公園
至富士吉田

森の中の水族館。

●参加費：入館料のみ
週 末 イベント

特別展

毎日開催

企画展

貝がら工作体験
●毎週日曜日 10：00〜15：00
●参加費：入館料のみ

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

忍野入口

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

〒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

至山中湖
山中湖IC

2017年（平成29年）5月

（6）

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

☎055-233-8800

5/25
（木）ブーケ・寄せ植え
5/28
（日）ブーケ
10：00〜17：00

（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

5月3日（水・祝）10：30〜

琴演奏会 開催

琴の音色が響く店内でゆったりとお過ごしください
とう せ い

れいせい

箏 演奏者 田村 瞳声 中村 麗声
〒400-0867 甲府市青沼1-3-11 TEL.055-233-8800 9：00-18：00

塩山店ギャラリー

☎0553-33-1026

ハイジの村写真展

☎0551-25-4700

体 験教 室

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）
●日時：毎日開催 10：00〜15：00
●体験料：1,000円から
（税込・入園料別途）

ジェルキャンドル作り

●日時：5月3日
（水・祝）
〜7日
（日）11：00〜15：00
●体験料：800円から
（税込・入園料別途）

セグウェイ園内ガイドツアー

●日時：毎日開催 10：00〜16：00 約45分間
●体験料：3,300円 お試し講習約15分間1,100円（税込・入園料別途）

：毎日開催
コイのエサやり体験 ●日時
●体験料：100円
（税込・入園料別途）

■開催中〜5月31日
（水）

●日時：毎日開催

ヤギのエサやり体験 ●体験料：100円（税込・入園料別途）
：土・日・祝 11：00〜15：00
しゃぼん玉を作ろう●日時
●体験料：500円から
（税込・入園料別途）

作品募集中

愛犬フォトコンテスト5月

山梨県立美術館

展覧会

☎055-228-3322

バロックの巨匠たち

詳細はHPまたは下記までお問い合わせください。

■4月15日
（土）
〜6月11日
（日）

西洋美術の歴史のなかでも名だたる巨匠たちが登場したバロック期。
バロック絵画の様式は16世紀末のイタリアを起源として、18世紀初頭
までにヨーロッパ各地に広がりました。写実的な描写と明暗法を特徴と
するドラマチックなバロック絵画は、見る者の感情に訴えかける効果があ
り、当時のカトリック教会においては聖書を視覚的に表現するための手
段として重要な役割を果たしました。本展では、
ヨハネ･パウロ2世美術
館、
プラハ国立美術館、
シャルトル会修道院美術館が所蔵する絵画を
約50点展示します。ティツィアーノ、
ヴェロネーゼなどバロック様式に影
響を与えたイタリアの画家たち、
レンブラント、
ルーベンス、
ブリューゲル
（子）
、
ヴァン･ダイクなどオランダとフランドルの画家たち、
さらにベラスケ
ス、
ムリーリョといったスペインの画家たちなど、巨匠たちが描き出した華
麗なるバロックの世界を紹介します。

山梨県立文学館
特設展
「歿後50年

展覧会

●テーマ
「ハイジの村の初夏」
●募集期間 5月1日
（月）
〜5月31日
（水）
●応募方法 event.kikyouya.g@gmail.comまで

☎055-235-8080

山本周五郎展」

■4月29日
（土･祝）
〜6月18日
（日）
山梨県大月市出身の小説家･山本周五郎は、
「樅の木は残った」
「青
べか物語」
など、人間への温かい眼差しと洞察力を生かした作品により、
今も多くの読者の支持を得ています。周五郎の63年の生涯と作品の魅
力を紹介します。

●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

寄せ植えコンテスト

●テーマ
「Happyガーデン」
●募集期間 5月8日
（月）
〜5月14日
（日）
●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

「社内託児所ハイジ」探訪記

おもいっきり 遊 ぶ おもいっきり 学 ぶ
３月３１日 卒園式を行いました。ひとりひとりがたくさんの笑顔と
思い出を残してくれました。元気で頑張ってね。

5月の行事予定
９日(火)から１４日(日) ハイジの村遠足
１５日(月) お誕生会 ２５日(木) 身体測定
２９日(月) 防犯訓練 ３０日(火) 避難訓練
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）
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
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間違い捜しクイズ

5月

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
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 ☆☆☆☆

おひつじ座

☆注意

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

てんびん座

「仕事運」16日まで主導権取るべき。17日以 「仕事運」16日まで他人の良さを認識すべく努
降、安定路線マル。
「金運」何かと出費が多く めて。17日以降、本質をつかめる。
「金運」異性
なる時期。せっかちな買い物NG。
「健康運」近 とファッション関係への出費は吉。
「健康運」
ア
場で身体を動かすと良い習慣となる。
ウトドアの運動はツキを呼べる！
30日・31日吉。7日・8日注意。
26日・27日吉。1日・2日注意。

お うし 座

(4/20〜5/20)

全体運／
1日から20日 ☆☆☆☆
21日から31日 ☆☆

さそり座

(10/24〜11/22)

全体運／
1日から20日 ☆
異性運のみ ☆☆☆☆☆
21日から31日 ☆☆

全体運／
1日から20日 ☆☆
(5/21〜6/21)
21日から31日 ☆☆☆☆

ふたご座

て

座

キ リ ト リ 線

「仕事運」16日まで強気で話し合いを！17日以 「仕事運」16日までリーダーシップが効果もた
降、柔軟性発揮して正解。
「金運」思い付きの らす。17日以降、些細な意見をおろそかにしな
買い物でうれしい結果となる。
「健康運」かな いで。
「金運」豪快に振る舞ってOK。
「健康運」
り心配。特にアルコールは控えめにして。
くれぐれも油断しないように。
22日・31日吉。12日・13日注意。
3日・4日吉。26日・27日注意。
全体運／
1日から20日 ☆☆☆
(6/22〜7/22) 21日から31日 ☆☆

か に 座

「仕事運」16日まで急なミス警戒を。17日以降、
状況は落ち着く模様。
「金運」仕事のための出
費は惜しまずに。後で役立つ。
「健康運」足の
負担軽減を考えるべき。マッサージも良い。
19日・20日吉。22日・23日注意。

前回の答え

全体運／
1日から20日 ☆☆
☆
21日から31日
(11/23〜12/21)
異性運のみ ☆☆☆☆☆

い

応募総数

し し 座

(7/23〜8/22)

全体運／
1日から20日 ☆☆☆
21日から31日 ☆☆☆☆

や ぎ 座
(12/22〜1/19)

全体運／
1日から20日 ☆☆☆
21日から31日 ☆☆

「仕事運」16日まで見当違いに気を付けたい。
17日以降、納得いくこと多し。
「金運」失敗しな
いよう高額品購入は誰かに相談を。
「健康運」
過信せず慎重に対処すれば防げることあり。
5日・16日吉。22日・29日注意。

みずがめ座
(1/20〜2/18)

全体運／
1日から20日 ☆☆
21日から31日 ☆☆☆☆

「仕事運」16日まで斬新な発想すべき。17日以 「健康運」16日まで複数の人との連携が大事。
降、聞き役に徹して。
「金運」大胆な出費がツ 17日以降、上司を信じて行動を！
「金運」
ちょっ
キを呼ぶが適正価格も意識して。
「健康運」仲 とした出費はためらわずにトライを。
「健康運」
間と会うことが気力充実につながる。
自分なりに日々の運動を日課にすると幸運に。
23日・30日吉。17日・18日注意。
26日・27日吉。3日・4日注意。

名

61

正解者
58

名

全体運／
1日から20日 ☆☆☆
(8/23〜9/22) 21日から31日 ☆☆

おとめ座

【前回の当選者】
木村 泰大 様（茨城県） 根岸 章乃 様（千葉県）
瀬谷 佳穂 様（甲府市） 深沢 蒼空 様（甲府市）
大園 久美子 様（富士河口湖町）

「仕事運」16日まで秘策を検討すべき。17日以
降、支持者が増える気配。
「金運」保険の見直
しは今後に役立つ傾向。
「健康運」波乱含み。
長年放置していた症状は早めに検診を。
15日・16日吉。26日・27日注意。

う お

座

(2/19〜3/20)

全体運／
1日から20日 ☆☆☆
21日から31日 ☆☆

「仕事運」16日まで安定着実路線がカギ。17日
以降、少々の冒険お勧め。
「金運」いつも行くお
店に加えて老舗に足を運んでみて。
「健康運」
日ごろの無理が響きやすい。飲酒は控えて。
11日・20日吉。26日・27日注意。

たくさんのご応募をいただきありがとうございました。

こいのぼり

﹁端午﹂

今月のテーマ

なび

・いつまでも 靡いているよ 鯉幟
しゅく
・だんごだね ききょうやの色 祝たんご
・空高く 風にのって 泳げそう
さち
・こいのぼり 空高くまい 幸いのる
・青空に 泳ぐのぼりが 勇ましく
・青空に 端午の節句 旗光る
・鯉のぼり 見上げる子らよ 生き生きと
・鯉のぼり 風吹くままに 躍りけり
・菖蒲の湯 香に包まれ リラックス
・よちよちと 長子の気負ひ 初節句
・走る子ら 天を仰ぎて 菖蒲月
・碧天や 大海原へ 五月鯉
・鯉のぼり 端午の風に 舞踊り
・富士超えて 端午の大空 鯉泳ぐ
・ちまき食べ 初孫祝う こいのぼり
・風吹けば 端午の空に 泳ぐ鯉
こ い
・五月空 曾孫の鯉幟の 勇姿かな
・桔梗屋の おみやげ持ちて 初節句
・五月晴れ 今日は楽しい 端午かな
のぼり
・端午節句 はためく幟 勇ましく
・光沢の 香り漂う 柏餅
・すこやかな 成長祈り 端午の日

皆様の素敵な俳句︑川柳をお待ちしております︒

廣瀬 昭美
上田 智子
田沢 幸子
寺岡 若葉
荻原 睦子
野沢 吉紀
野沢 百合子
竜沢 栄子
窪寺 つや子
髙部 敏江
那須 ゆりあ
那須 紀里
森澤 一幸
佐藤 愛
井上 一江
伊藤 敏子
小宮山 秀子
堀平 良
風間 ますみ
村田 秀子
横関 義英
岡田 敏子

次回の募集テーマ﹁
は 梅雨晴﹂です︒

編集室 から

ハ イ ジ の 村 で は 5 月 8 日 か ら﹁ ジャー マン ア イ リ ス 祭 り ﹂が ス タ ー ト し ま す ︒

4月の大イベント﹁工場祭り﹂も終わりほっと一息︒緑のまぶしい季節がやってきました︒

ジャーマンアイ リスは 淡 色の 花 も あ りま す が ︑上の 花 び ら と 下

い が あった り と一輪一輪 を じっく り 眺 めて み る の も お も し ろ い

阿部実央

の 花 び らで 違 う 色の 花 をつけ た り ︑フリルの ボ リュー ムにも 違

と 思 いま す ︒

で す よ ︒今 年 も お 気 に 入 りのジャーマンア イ リス を 見つけ たい

は じ め て の 五・七・五

﹁読者のコーナー﹂では︑
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 ⑤桔梗屋商品のパッケージを活用した作品 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・五の締め切りは五月十日︵水︶です︒

「仕事運」16日まで理性より直観重視して。17 「仕事運」16日まで部下・後輩の意見に価値見
日以降、確信持つ出来事ある。
「金運」わかり 出して。17日以降、反発恐れず傾聴を。
「金運」
にくいところから運が転がり込む予感。
「健康 小金を大切にした方が良い。
「健康運」長年の
運」慢性の症状軽んじないように。
不調の原因を突き止められるとき。
5日・6日吉。30日・31日注意。
28日・29日吉。18日・19日注意。

2017年（平成29年）5月
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予告

5月27日から開催

愛犬フォトコンテスト5月
●テーマ「ハイジの村の初夏」
作品募集中
●募集期間 5月1日（月）〜31日（水）
●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＆素敵な景品をプレゼント

ロードトレインハイジ号

愛犬と一緒 に入園できます
※同伴入園ができる犬種に制限がございますのでお問合せください
※犬1匹につき、
エチケットセット（300円）1セットのご購入が必要です
※入園の際はハイジの村が定める「ペット同伴入園利用規定」に同意をお願いします

4/29㊏㊗・30㊐ 5/3㊌㊗〜5㊎㊗・6㊏・7㊐

5/6㊏

ハイジの村
スタンプラリー

毎日

●ジェルキャンドル作り 800円
（11：00〜15：00）
●ソーラートレイン ●ドライフラワー手作り体験（10：00〜15：00最終受付）
●コイのえさやり体験
●アルプホルン演奏体験 無料
100円
体験教室 ●しゃぼん玉をつくろう 500円から
表示価格は税込みです
（11：00〜15：00） （10：00〜17：00） ●セグウェイ園内ガイドツアー
GWイベント

プレミアム
宿泊プラン

お一人様

お子様ご優待価格

1泊2食付

9,400円〜

バラのディナーコース

バラの季節だけの

小学生4,000円 3〜6歳3,000円

バラづくし

特典

OPEN 9：00〜18：00 無休

6/1〜30限定

フレンチ
フルコースディナー

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！
（別料金）
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！
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。
④「ゼーゼマンからのおもてなし」夕食後、地元産のおすすめお飲み物を無料でお楽しみいただけます。
⑤朝風呂（AM6〜9時）後にアイスキャンディをご用意。
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）

山梨県北杜市明野町浅尾5259-950 TEL0551-25-2601
http://www.kikyouya.co.jp/Clarakan/

表示価格は税別です

山梨県北杜市明野町浅尾2471 TEL0551-25-4700 http://www.haiji-no-mura.com

HEIDIʼS FLOWER GARDEN

HEIDIʼS 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

5/14

9:00〜18:00

5組限定 人気の試食付!

ガーデンチャペル体験フェア

♥模擬挙式 ♥会場見学 ♥特製ハーフコース無料試食会（5組限定）
♥ブライダル相談会 ♥ハンドリラクゼーション無料体験

6/25

9:00〜18:00

模擬挙式＆
ウエディングメニューテイスティングフェア
5組限定

♥模擬挙式 ♥会場見学 ♥特製ハーフコース無料試食会（5組限定）
♥ブライダル相談会 ♥ハンドリラクゼーション無料体験
河口湖

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

無休

〜6 25万球のチューリップに囲まれて
:
ドレス試着体験フェア
9 00〜18:00 模擬挙式＆

5/4

♥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）

6/17

9:00〜18:00

模擬挙式＆お好きなドレスの試着付

ローズガーデンブライダルフェア

♥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

HEIDIʼS 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】9：00〜18：00

無休

