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ハイジの村

光のページェント
2017.11/18

〜2018.1/3 まで
9：00〜21：30［点灯時間］日没〜21：10頃

スイスの森の冬景色

天体観測

※写真はイメージです
スイス料理＆
山梨郷土料理バイキング

ナイトマルシェ

クリスマスディナー
http://www.kikyouya.co.jp/

冬の花火

暖かい飲み物など

オンライン
ショップ

http://www.kikyoushingenmochi.com
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た
メディアで紹介されまし
9/29 NHK「かいなび」

テレビ

行列のできる
地方銘菓スペシャル 第2弾

毎週木曜日の夜10時00分〜10時
54分に放送している、国内の経済界で
活躍している経済人をゲストに旬の経
済テーマについて語る１時間のトーク番
組である「カンブリア宮殿」。
10月12日(木)放送の「行列のできる
地方銘菓スペシャル 第２弾」では、
「老
舗菓子店が挑む常識破りのベンチャー
魂」というテーマで桔梗屋相談役 中
丸眞治(４代目社長・桔梗信玄餅の生み
の親)が出演し、桔梗信玄餅工場テー
マパークや桔梗屋甲府本館、
イタリア
ントマトクラブ、ハイジの村、
クララ館、
ハイジの野菜畑、森の中の水族館。な
ど桔梗屋グループの取り組みが紹介さ
れました。

10/7 フジテレビ「めざましどようび」
「ニュース企画」という
コーナーで、はとバスツ
アーのハイジの村プレ
ミアムランチとラクレッ
ト、桔梗信玄餅工場テー
マパークのお菓子の詰め放題が紹介されました。

9/29

YBSラジオ
「金曜キックス」

山梨農業応援菓 山梨フルーツ王国「ボンボンヌ」
を紹介しました。

千歳飴

ご予約商品

370円
560円
7本入 740円
3本入

お赤飯

5本入

小
（300ｇ）

600円

テレビ東京「カンブリア宮殿」

老舗菓子店が挑む
常識破りの
ベンチャー魂

週末イベントコーナー
でハイジの村のハロウィ
ンと収 穫 祭と森 の 中 の
水 族 館 。の エ サ やり体
験・貝がら工作・ザリガニ
釣り体験・特別展「金魚・きんぎょ・キンギョ」が紹介さ
れました。

ラジオ

2017年10月12日(木)

中
（500ｇ）

七五三のお祝い・お返しに

慶びの七五三

11月15日
（水）

900円

大
（750ｇ）

1,300円

七五三祝い

七五三祝い

鶴の子餅

8個入

1,000円

表示価格は税別価格です。

黒蜜かすてら1本・ 甲斐の月6個入

1,800円

みなさんが選ぶ
AGF ﹁煎﹂と一緒に
食べたい和菓子アワード

各地を代表する和菓子115品から一般投票
によ り︑桔 梗 信 玄 餅 が 全 国５ ブロックの﹁関 東・
甲 信 越 ブロック﹂でエリ ア 代 表 金 賞 和 菓 子５ 品
のうちの一品に選出されました︒

10月16日に表彰式が行われました。

黒蜜かすてらと
甲斐の月詰合せ

祝どら焼と
甲斐の月詰合せ
祝どら焼5個・甲斐の月6個入

桔梗屋家傳どら焼 「祝」焼印入
1,550円

お子様のお名前の焼印入どらやきも可能です。

おひとつ

150円

山梨市 桔梗屋新工場
完成しました

2017.9.21の様子

忘・新年会
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４名様からご予約可能な

宴会場をご用意して︑

皆様のご来店をお待ちしていま す︒

ご予約承りま す
盛り込み料理 3,000円（写真はイメージです）
鳥もつ煮、ほうとう、
馬刺し、
甲斐サーモンなど
甲州の味覚が味わえる宴会料理です
掘りごたつ式の個室スクエア

宴会場・会議室サロン・ド・エクラン

○FUJIの間10名様まで

○立食で60名様まで

○ALPSの間8名様まで

○着席で20〜30名様程度（ご相談ください）

○FUJIの間、ALPSの間両面で

※スタイルにより多少変わります

18名様まで

セレオ甲府 TEL 055-232-3160 11：00〜22：00

大月店 TEL 0554-23-2011
11：00〜21：00（L.O.20：30）

河口湖 TEL 0555-73-8388（代）
10：00〜21：30（L.O.21：00）

和会席 桔梗

和会席 桔梗をご利用のお客様は
天然美肌温泉クララの湯に
無料でご入浴いただけます。
北杜市 ハイジの村クララ館内
TEL 0551-25-2601

アート・アーカイブス
笛吹市 TEL 055-230-5225
10：00〜21：30（L.O.21：00）

ご予約承ります

県立美術館内レストラン
TEL055-232-3855 9：30〜17：00

北杜市 TEL 0551-25-4700
11：00〜17：00（L.O.16：30）

〜15：00
フォレストモール富士河口湖店
TEL 0555-83-2556
11：00〜15：00

富士吉田店 TEL 0555-21-1500 11：00〜15：00
都留店
TEL 0554-45-6581 11：00〜15：00
上野原店
TEL 0554-63-5240 11：00〜15：00
韮崎店
TEL 0551-23-1110 11：00〜15：00

富士北麓

富士吉田ファーム

そば粉は
自社農園産 100％

「新そば」食べ放題！

期間限定

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。

TEL 055-261-1133

水琴茶堂・菓々茶寮・
長寿村 権六・信玄

秋ソバ
収穫

11月20月〜

笛吹市

天ざる

天ぷらとろろそばは水琴茶堂限定です。

天ざる・
天ぷらとろろそば
︵冷︶を
ご注文のお客様は
﹁新そば﹂
食べ放題！

自社農園

一宮町（桔梗信玄餅工場テーマパーク）
TEL 0553-47-5500 11：00〜15：00

価格は税別価格です。写真はイメージです。

11：00〜15：00

11月の収穫
笛吹ファーム
○かぼちゃ ○カブ
○百目柿 ○オクラ

明野プラント
○トマト(大玉)
○ミニトマト(各種)

明野ファーム
○大根 ○人参
○辛み大根

歳

CM︑
ドラマ撮影などでハイジの村が大人気

8 月にハイジの村で撮 影された化 粧 品CM ︒ピンク色のマルシェが並ぶ
中庭はいつも以上に海外の雰囲気に包まれました︒実はハイジの村は︑
こ
れまでにもさまざまな撮影のロケ地として使用されています︒

駆けぬける人物の背景に⁝⁝

颯 爽とランニングをしている人がいつの間にか空を駆けているというス
ポーツウェア﹁WIND+﹂
のCM︒
一見︑
外国の街並みのようですが︑
使わ
れているのはハイジの村の中庭です︒よく見るとロッテンマイヤーズカフェや
村の教会︑
南アルプスの山々が確認できますよ︒
2014年には
﹃ あなたの夢を叶えます ﹄をテーマにしたDVD﹁声優
ゆめ日記シリーズ﹂
の撮影が行なわれ︑
声優の田中美海さんがセグウェイに
乗りたいという夢を叶えました︒
2 0 1 5 年 公 開の恋 愛 映 画﹁ヒロイン失 格 ﹂では︑物 語 が 盛 り 上 が
る印 象 深いシーンの撮 影にハイジの村が使われました︒そんな名 場 面 を
再 現できるキャンドルナイトは大 好 評の声にお応 えして今 年の冬 も 開
催しま す ︒6 月にはフジテレビ﹁KinKi Kids のブンブブーン﹂
セグウェイに乗っ
でKinKi Kidsのお二人と森山良子さんが訪れ︑
て園内を巡りました︒

2 0 1 6 年 1 月に放 送されたテレビ
ドラマ
﹁刑事バレリーノ﹂
では︑
スペインの闘牛目線の風景とい
うユニークな撮 影が行なわれました︒4 月にはテレビ東 京
﹁おはスタ﹂︑ 月にはW E Bサイト﹁ブッキングジャパン﹂の
撮影で柴犬〝まる〟がかわいらしいハロウィンのコスチュームで
来村しました︒

山梨県ゆかりのアーティストも

WIND+

！
？

﹁ノスタルジア﹂という曲の
山 梨 県 出 身のロックバンド THE GUNG BALOONの
MVもクララ館の駐車場で撮られたものです︒駐車場を貸してほしいとのお話をいただいた
時は駐車場ですかと少々戸惑いましたが︑
完成したMVを見て迫力ある
演奏シーンに驚きました︒
その他にも W E Bサイト﹁キッズ時 計 ﹂の撮 影やフジテレビ
﹁ お じゃM A P ﹂のバスツ ア ー 同 行 取 材 ︑ロック バン ド
Over The Dogs イ メ ー ジ 写 真 や ア イ ド ルグ ル ー プ
Flower Notesの
﹁恋花﹂MVなどでもハイジの村は使用
されています ︒テレビやドラマ︑映画を見ている時にヨーロッパの
街並みと緑あふれるガーデンが映ったら︑
もしかしてと周りの景
観にも注目してみてくださいね︒

10

ブンブブーン

THE GUNG BALOON

11/30までにお歳暮商品3,000円（税込）以上のご予約のお客様
※但し同一お届け先ご住所を対象 ※クール便手数料別途

早期ご予約で送料無料

柴犬 まる

!!

桔梗信玄餅アイス詰合せ

1,880円
3,760円

（オリジナル・プレミアム・抹茶）
各２個入
（オリジナル・プレミアム・抹茶）
各4個入
表示価格は税別価格です。

20個入…… 2,769円

暮
お歳暮詰合せ

4,152円
桔梗信玄餅２個入×3
桔梗信玄餅どら７個
家傳きんつば４個、黒糖ようかん３個

3,278円

桔梗信玄餅２個入×2
桔梗信玄餅どら６個
団十郎十八番４個
家傳きんつば４個
甲斐の山々８枚

ありがとうギフト

お
厳選ギフト

15個入…… 2,102円

5個入……

16個入…… 3,200円

食べ比べ
セット
お歳暮詰合せ

10個入…… 1,436円

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

4,800円
5,800円
24個木箱入…
8個入…… 1,600円

24個入………
12個入…… 2,400円
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栗の渋皮煮を贅沢に使用した、
モンブランクリームと
手作りジェラートの
相性抜群の秋パフェ。

新 発 売
桔梗屋直営店で
販売中

ボンボンヌ

山梨農業応援菓

山梨フルーツ王国

BonBonNu

まあるい風せんに入った山梨県産のフルーツの羊か
ん・ゼリーです。つまようじでぷっちんと刺して、お好みで
桔梗信玄餅吟造りの蜜をかけてお召し上がりください。

明野の
ブルーベリー
ゼリー

増穂の
柚子羊かん

ラクレット 1,500円
笛吹市 イタリアントマトクラブ
笛吹市石和町上平井451-4 ☎055-230-5225
OPEN10：00〜21：30（L.O. 21：00）

河口湖 イタリアントマトクラブ1st
南都留郡富士河口湖町船津211
☎0555-73-8388
OPEN10：00〜21：30（L.O. 21：00）

季節
限定

モンブランパフェ
980円
表示価格は税別価格です。

勝沼・塩山
シャイン
マスカットゼリー

一宮の桃ゼリー
３玉入各380円

表示価格は税別価格です。

〜光のページェントを楽しむクリスマス〜

カフェギャラリー作品紹介

Christmas Dinner 2017

「V.W. No.2」
（1975年、
セリグラフ、
48×61㎝）

1971年にニューヨークのブルックリン美術館附属学校に入学し
た佐藤さんは、1967〜1970年のロンドン滞在時に構想した人間
の肉体が存在することを表象するための「細胞」、
それが構成す
る生命体の表現を「穴」
として昇華させていきました。
はじめは人
体の存在をイメージできる形だった「穴」の表現が、
ニューヨークを象徴するりんごや、市内を動き回
る City Bus や Yellow Cab に明快に描かれるようになり、佐藤さんのなかで生命を全体の物象
に普遍化する作業が行われだしたのでした。
参考文献：守屋正彦『佐藤正明研究』

in HEIDI’S VILLAGE

12/2（sat）〜12/25（mon）17：00〜（L.O.20：00）
12/18（mon）
はSpecial Dayです。
クリスマスソングと昭和の歌謡曲 8,640円

甲府市青沼1-3-11 TEL055-233-8800 OPEN9：00〜18：30

「いい夫婦の日」は

11月22日 お互いに感謝の気持ちを伝える日です！
お花と添えて大切な人に
気持ちを届けましょう
Flower atelier

ドルチェ・ヴィータ

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

※この「満寿太」は先の大戦前
まで市内旧八日町で大変繁盛し
ていた和菓子の老舗で、
弊社桔
梗屋の初代中丸熊太郎が明治
二十二年に独立するまで、
菓子
作りの修行をしたお店です。
宮井 政一氏蔵
明治時代の菓子店「満寿太」

Menu

※写真はフルコースです

前

菜 ズッキーニとサーモンフュメのカネロニ
鮪のピカタ ラタトゥイユ添え
冷製ローストビーフ 紅芯大根のマリネと共に
スープ イタリア産ポルチーニ茸のポタージュクリームスープ
パイ包み焼き
魚料理 蝦夷鮑（えぞあわび）ほたて貝 オマール海老のポワレ
大根のステーキ添え
肉料理 牛ヒレ肉のステーキ 信玄鶏のディアブル
トリフ風味のポテトのピューレ
紫イモのピューレ ごぼうの赤ワイン煮と共に
デザート フルーツのグラタン
パン コーヒー

甲州名菓

江戸文政年
間、
甲府の菓子老
舗「満寿太」の仕事
場。主人の太郎右衛門が
糖蜜を練っている時、ふと
した偶然から他の菓子の材料にと用意してあっ
た葡萄の一粒が、銅鍋のなかに飛び込んだ。これ
を拾い上げ皿の上に載せ、しばらくすると糖蜜は
冷えて固まり雪のような白い結晶が葡萄の一粒を
覆っていた。甘い衣と中の葡萄の程よい酸味、後
の甲府代官、柴田善之丞が命名した「月の雫」と
いう菓銘があいまって風流だと通人のあいだに大評
判になり、甲州の名物となった。

フルコース ￥5,400 ハーフコース ￥3,500

10個入
650円
18個入 1,100円
24個入 1,500円

ハーフコースの場合、
メイン料理は肉料理か魚料理の
※表示価格は税込価格です
どちらかお選びください
期間限定
表示価格は税別価格です。

ご予約先

TEL：0551-25-4700

入園券売場でも承っております

2日前までにご予約をお願いいたします

2017年（平成29年）11月
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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22日 ☆☆
(3/21〜4/19) 23日から30日 ☆☆☆☆

おひつじ座

間違い捜しクイズ

by レイナ里亜

あなたへ幸運を呼び込む

11月

☆注意

絵中に七ヶ所の間違いがあります。

全体運／
1日から22日 ☆☆
(9/23〜10/23) 23日から30日 ☆☆☆

てんびん座

「仕事運」5日まで本質を意識して。6日以降、遠 「仕事運」5日まで時間かけることが解決のカ
方にヒントあり。
「金運」7日までデート出費が ギ。6日以降、目上の人と波長合う。
「金運」7日
運上げる。8日以降、直感信じて。
「健康運」持 まで素晴らしい買い物時。8日以降、手堅くい
病悪化や無理に気を付けて。
くべき。
「健康運」腰のケア一層念入りに！
29日・30日吉。14日・15日注意。
24日・25日吉。8日・9日注意。

お うし 座

(4/20〜5/20)

全体運／
1日から22日 ☆
異性運のみ ☆☆☆☆☆
23日から30日 ☆☆

さそり座

(10/24〜11/22)

全体運／
1日から22日 ☆☆☆☆☆
23日から30日 ☆☆☆

「仕事運」5日まで完璧主義を徹底したい。6日
以降、日ごろの反対意見を再考すべき。
「金
運」7日まで社交や趣味での出費が幸運呼ぶ。
8日以降、謹んでマル。
「健康運」
スポーツに目
覚めて。6日・7日吉。27日・28日注意。
全体運／
1日から22日 ☆☆☆☆
(6/22〜7/22) 23日から30日 ☆☆☆

か に 座

全体運／
1日から22日 ☆☆☆
(11/23〜12/21)
23日から30日 ☆☆☆☆☆

い

て

座

キ リ ト リ 線

全体運／
1日から22日 ☆☆☆
☆
23日から30日
(5/21〜6/21)
異性運のみ ☆☆☆☆☆

ふたご座

「仕事運」5日まで癒し行為効果的。6日以降、
思慮深さが評価得る。
「金運」7日まで会合出
費楽しんで。8日以降、秘密のツキ到来。
「健康
運」仲間とのスポーツで快適度増す。
29日・30日吉。6日・7日注意。
全体運／
1日から22日 ☆☆☆
(12/22〜1/19) 23日から30日 ☆☆

や ぎ 座

「仕事運」5日まで注目される可能性大。6日以 「仕事運」5日まで複数との話し合い大切。6日
降、小さな協力重要。
「金運」7日まで家族への 以降、感覚的な捉え方恐れずに。
「金運」7日ま
出費がツキ呼ぶ。8日以降、童心に帰れる出費 で仕事での出費よく検討を。8日以降、個性的
お勧め。
「健康運」豆類の積極的な摂取マル。 な判断が運アップに。
「健康運」慎重さ心掛け
1日・8日吉。29日・30日注意。
て。5日・12日吉。23日・27日注意。
(7/23〜8/22)

全体運／
1日から22日 ☆☆
23日から30日 ☆☆☆☆

「仕事運」5日まで多少の犠牲覚悟を。6日以
降、
自由を意識して正解。
「金運」7日まで旅行・
語学出費幸運。8日以降、節約を。
「健康運」ジ
ョギングなど移動しながらの運動マル。
24日・26日吉。10日・11日注意。

う お

座

(2/19〜3/20)

66

62

全体運／
1日から22日 ☆☆☆☆
23日から30日 ☆☆

名

「仕事運」5日まで近場にヒントあり。6日以降、
弱点反省を。
「金運」7日までいつもの調子崩
さずに。8日以降、コンビニ購入小吉。
「健康
運」適量のグルメで健康目指して！
12日・13日吉。27日・28日注意。

全体運／
1日から22日 ☆☆
23日から30日 ☆☆☆

正解者

全体運／
1日から22日 ☆☆☆
(8/23〜9/22) 23日から30日 ☆☆

おとめ座

(1/20〜2/18)

名

「仕事運」5日まで楽観ミス警戒を。6日以降、
斬新な意見OK。
「金運」7日まで分散した出費
小吉。8日以降、過剰な出費気を付けて。
「健康
運」新しい場所での運動で気分転換を！
29日・30日吉。４日・18日注意。

みずがめ座

応募総数

し し 座

前回の答え

【前回の当選者】

「仕事運」5日まで好機到来！6日以降、実行へ
移したい。
「金運」7日まで保険関係じっくり検
討を。8日以降、急変に大注意。
「健康運」瞑想
やヨガで心身共に整えると理想的。
1日・18日吉。25日・26日注意。

神宮司 照 様（市川三郷町）伊藤 賢 様（身延町）
井上 紀子 様（相模原市） 小柏 茂 様（東京都）
望月 伸美 様（甲府市）

たくさんのご応募をいただきありがとうございました。

﹁立冬﹂

今月のテーマ

仲澤 賢

荻原睦子

立冬つげる

霜柱

初冠雪

田沢幸子

紅葉おわり

月あかり

野沢 百合子

・古里は

夜明けおそし

風に散る

・富士山に

・立冬の

さざんかの紅

野沢 𠮷紀

・庭先の

吹き抜けぬ

森澤 一幸

立冬の風

猫の城

竜沢 栄子

・山の端に

迎えてコタツ

手あたたむ

・立冬を

大き息はき

・立冬や

廣瀬 昭美

秀子

伊藤 敏子

村田

彼想う

寒さ身に沁み

麺打ちから

さみしそう

軒の風鈴

は

・秋の空

は

義母のほうとう

秀子

千尋

小宮山

石井

敏江

立冬に

・冬近し

・思い出す

調えたりし

ととの

・冬物を

黒蜜餅が

髙部

冬立ちぬ

つや子

食べたいな

・風寒し

児の微睡みて

まどろ

・縁側に

窪寺

義英

冬じたく

横関

敏子

里もそろそろ

冬隣

岡田

・富士の雪

真近かな

早さを感じ

富士の白衣も

・日が沈む

・立冬や

皆様の素敵な俳句︑川柳をお待ちしております︒

早いもので今 年も残 すところあと二ヶ月 ︒だんだ

んと寒 くなり︑温かい食べ物が恋しくなる時 期がや

次回の募集テーマ﹁
は 大掃除﹂です︒

編集室 から

や︑トマトスープベースのダシが 染み込んだ 洋 風おでん︑飛 魚 ダシあごだし

ってきました ︒温 かい食べ物 といえば︑ぐつぐつ煮 込 んだ 甲 州 名 物ほう と う

おっと ︑今 月 か ら 自 社 農 園 産 そ ば粉 を 使 用 し た そ ば

ラーメンなんかも良いですね︒

が食べ放題になる︑新そばフェアも開催するんでした︒

井上 沙紀

冬がくるまでもう 少しだけ食 欲の秋を楽しみたいと思

います︒

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・五の締め切りは十一月十日︵金︶です︒

「仕事運」5日まで真逆の発想してみて。6日以 「仕事運」5日まで最高の案浮かぶ。6日以降、
降、裏方での活躍大事。
「金運」7日まで後輩に 聞き役意識して。
「金運」7日まで流れに任せ
おごると上昇運に。8日以降、おしゃれ関係の て。8日以降、自分へのごほうび購入ぜひ。
「健
出費大吉。
「健康運」家事で体を動かしたい。
康運」
プールでの鍛錬で元気になれる。
4日・5日吉。2日・3日注意。
1日・17日吉。25日・26日注意。
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桔梗屋グループ

イベント情報

Kikyouya Group event information
桔梗屋甲府本館

☎055-233-8800

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

甲府市指定無形文化財
「甲府囃子保存会」

毎月 11/23（木・祝）寄せ植えorブーケ
2回開催 11/26
（日）寄せ植え
10：00〜17：00
（休憩時間 12：00〜13：00・
最終受付 15：00）

■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。

※写真はイメージです
●レッスン代：花代+材料費 4,000円
DolceVitaおすすめの季節の植物をご用意いたします

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

塩山店ギャラリー

☎0553-33-1026

「そだち展」■11月1日（水）〜12月26日（火）
さをり織りを中
心に染め物、陶
芸、
ビーズアート
など、
そだち園の
方々が日々取り
組んでいる活動の作品を展示販
売します。

山梨県立美術館

展覧会

☎0551-25-4700

オリジナルのクリスマスリースを作ろう
●日時：11月6日
（月）
〜12月25日
（月）
まで 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）
☎055-228-3322

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

後藤みどり先生のバラの教室

■11月3日
（金･祝）
〜12月17日
（日）

●11月12日
（日）10：30〜12：00
バラの冬剪定、園内のつるバラで実習
バラの鉢植えを使った寄せ植えづくり
●体験料：3,000円
（税込・入園料別途）
●持ち物：剪定ばさみ・皮手袋・帽子

作品募集中

狩野芳崖の絶筆《悲母観音》は、近代日本画の原点と称えられ、
また多
くの後進たちが学んだ畢生の大作です。岡倉秋水、岡不崩、高屋肖哲、本
多天城は、芳崖に師事した最後の弟子として《悲母観音》の制作を間近で
見る機会を得た
「芳崖四天王」
と称されます。
しかし、芳崖は東京美術学校
（現、東京藝術大学）
の開校直前に没し、彼らは忘れ去られた存在となって
しまいました。本展覧会は、彼ら四天王に光を当てた初めての展覧会です。
知られざる画業を新出作品や未紹介資料等を通じて多角的に辿るととも
に、近代日本画を牽引した横山大観、菱田春草らの作品もあわせて展観し
ます。時代の要請によって変容し消えゆく狩野派の残光と、近代化を克服
してきら星のごとく絵画史に燦然と輝く大家たちの代表作を鑑賞するまたと
ない機会となるでしょう。

展覧会

ハイジの村
体験 教室

狩野芳崖と四天王（仮称）

山梨県立文学館

●お問合せ：Dolce Vita TEL055-227-5187

愛犬フォトコンテスト11月
●テーマ
「ハイジの村でお散歩」
●募集期間 11月1日
（水）
〜11月30日
（木）
●応募方法 event.kikyouya.g@gmail.comまで

参加者
募集中
要ご予約

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
☎055-235-8080

津島佑子展 いのちの声をさかのぼる
■開催中〜11月23日
（木・祝）

津島佑子
（1947〜2016 東京生まれ 本名・里子）
の業績をたどる初の展
覧会です。津島修治
（筆名・太宰治）
と美知子の次女として生まれ、
白百合女
子大学在学中より作品を発表、女性の内面世界を見つめた初期作品を経
て、
戦争孤児や少数民族、
差別、
原発の問題へと視野を広げていきました。
長編小説「火の山―山猿記
（やまざるき）
」
は、
甲州を舞台に、
母の生家・石
原家をモデルとして、三代にわたる一族の人々と時代を壮大なスケールで描
いた代表作です。
この作品を端緒に、時代と場所を自在に往き来しつつ、社
会から疎外された人々の声を丁寧にすくい上げた重厚な作品群を発表、
最期
まで執筆への情熱が消えることはありませんでした。本展では
「火の山―山猿
記」
を中心に、
津島佑子の豊饒な作品世界を紹介します。

もも組さんはさみを使う練習を始めま
した。興味がある活動なのですぐに吸
収して上手に使えるようになりました。

11月の行事予定
1日(水)〜11日(土) 千歳あめの袋づくり
7日(火) お誕生会
14日(火) ハイジの七五三

23日(木)・24日(金) 身体測定
28日(火) 防犯訓練
30日(木) 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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ハイジの村

ナイトマルシェで使える500円券

光のページェント

一枚につきお一人様ご利用頂けます。引き換えの際に本券を
お持ちください。お釣りは出ません。
ご利用時間17：00〜21：30

イベント

キャンドルナイト
イルミネーション 21：10頃まで点灯
天体観測 12月土日祝、1/1 ㊗〜3
冬の花火【約10分間】20：30打上開始

2017.11/18

〜2018.1/3

まで

9：00〜21：30

［点灯時間］日没〜21：10頃

スイスの森の冬景色

12/2 、3 、9 、10 、16 、17 、
22 〜25 、30 、31

イルミネーション点灯式

ディナー

日本一のバラの回廊が光のトンネルに！
ナイトマルシェ
第12回クリスマスリースコンテスト
クリスマスを彩る花展
クリスマスを彩る花の大特価市
クリスマスマーケット

11/15

16：00〜

お客様とハイジの村のキャストで
一緒に点灯式を行います。
16：10点灯予定

Christmas Dinner 2017 in HEIDI S VILLAGE
〜光のページェントを楽しむクリスマス〜
12/2 〜25

17：00〜（20：00 L.O.）

スイス料理＆山梨郷土料理バイキング

（光のチャペル・1月はボルケーノ）
12/2 、3 、9 、10 、16 、17 、
22 〜25 、30 、31 、1/1 ㊗〜1/3
17：00〜20：30ラストオーダー
※日程は変更になる場合がございます

ハイジの村入園券提示で特別割引

手作り体験

キ リ ト リ 線

大人：1,380円、小学生：1,158円、3歳以上：834円（税別）

オリジナルのクリスマスリースを作ろう

（スイスの花屋さん）
11/6 〜12/25 10：00〜15：00 2,000円（税込）
ドライフラワー手作り体験（スイスの花屋さん）
10：00〜15：00 1,000円(税込)から

冬の花火

クリスマスジェルキャンドル作り（バラの温室）

12/2 、3 、9 、10 、16 、17 、
23 ㊗〜25
17：00〜20：00 800円（税込）

ハイジの村−韮崎駅間臨時無料バス運行
12/2 、3 、9 、10 、16 、17 、22 〜25

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

四季を 通じて叶うロケーションウエディング

TEL.0555-73-8388

（レストラン内）

ゲストとともに幸せをシェア

河口湖のリゾートウエディングを体感。
♥無料ハンドリラクゼーション体験 ♥模擬挙式 ♥会場見学 ♥ブライダル相談会
♥特製ハーフコース無料試食会（5組限定）

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

企画展

湧き水に棲む生き物たち 開催中
〜平成30年1月15日

富士山の湧き水が豊富にある水族館ならではの生き物や湧き水に棲む生き物を展示します。

企画展

HEIDIʼS VILLAGE 花の教会

Bridal Fair

11/18 ・12/17 9:00〜18:00
5組限定
模擬挙式＆ウエディングメニューテイスティングフェア

要ご予約
参加無料

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

［韮崎駅発］17：00、17：55、18：45 ［ハイジの村発］19：30、20：50

HEIDIʼS FLOWER GARDEN

河口湖

イルミネーション

キレイな熱帯魚 開催中〜平成30年1月15日

熱帯や亜熱帯などの水温が25℃前後の淡水・海水・汽水に生息する熱帯魚の色模様
は実に様々で、ひときわ鮮やかな色を持ったものもたくさんいます。熱帯魚の多様性と
ユーモラスな姿をお楽しみください。

11/4

模擬挙式＆お好きなドレスの試着付

9:00〜18:00

憧れのリゾートウエディングフェア

この季節だけの特別なフェア・ドレスの試着は参加の記念にぜひ。

♥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）

12/23

㊗・24
17:00〜21:30

模擬挙式＆お好きなドレスの試着付

クリスマスナイトブライダルフェア

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。

♥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】〜11/18 9：00〜18：00 11/19〜1/3 9：00〜21：30 無休

水族館で魚拓を作ろう
11月5日

①10：30〜 ②13：30〜 ③15：00〜 各回約30分

魚拓をとりながら生物の不思議さや生命の大切さについて考えよう。
●対象：小学校高学年〜大人(小学生は保護者同伴)
●参加費：入館料のみ

おさかなペイント

各回10名

11月23日 ㊗

①10：00〜11：30 ②13：30〜15：00

水族館で観察したさかなを魚型の石膏ボードにペイントし、自分
だけのオリジナルのさかなを作ろう。
●対象：小学生以上(小学生未満
●参加費：入館料+500円

要相談)

〒401-0511 山梨県南都留郡忍野村忍草3098-1
http://www.morinonakano-suizokukan.com

午前午後各先着20名
さかな公園内

☎0555-20-5135

