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ハイジの村

光のページェント
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

イルミネーション
スイスの森の冬景色

スイス料理＆ ※写真はイメージです
山梨郷土料理バイキング
クリスマスディナー

12/2〜25

ナイトマルシェ 温かい飲み物など

天体観測 12月の土日祝と1/1〜3

冬の花火 12月の土日祝と22日、25日 600個のランタンが彩る
20：30〜約10分間
キャンドルナイト

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

オンライン
ショップ

http://www.kikyoushingenmochi.com
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お歳暮

餅どら・ミルキーバウムクーヘン
詰合せ
桔梗信玄餅ミルキーバウムクーヘン７個
桔梗信玄餅どら７個

3,140円

お歳暮詰合せ

厳選ギフト

5個入……

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

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

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

4,152円

食べ比べ
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
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

桔梗信玄餅アイス詰合せ

（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

3,278円

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

桔梗屋家傳どら焼
おひとつ

150円

ご予約承ります

祝

お赤飯

8個入…… 1,600円

12個入…… 2,400円
16個入…… 3,200円

24個入………
24個木箱入…

4,800円
5,800円

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

※価格は税別価格です

成人の日

1,880円
3,760円

一年の締めくくりに…年越しそば

「祝」
オリジナル
焼印入

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。
）

そば粉は自社農園産100％

水琴茶堂の石臼挽きそば
生麺300ｇ
（2人前）
、
そばつゆ………

800円

り
ご予約締め切
)
(日
日
7
1
12月

えび天付
お手軽茹でそば
茹で麺
（150ｇ）
1人前、

鶴の子餅

8個入（4.5寸重箱） 1,000円

えび天1本、
そばつゆ、薬味、
ほぐし水……400円

紅白饅頭

5個入（4.5寸重箱）800円
※価格は税別価格です

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
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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

週末イベント

貝がら工作体験

湧き水に棲む生き物たち

●毎週日曜日 10：00〜15：00
●参加費：入館料のみ

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。

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

サワガニ、ニホンザリガニ、エゾホトケドジョウ、エゾトミヨ、
トミヨ、

展示
エゾサンショウウオ、
アユカケ、
ドンコ、
フクドジョウ、イトモロコ、
生物
オヤニラミ、
カジカ、
タウナギ

など

※生き物の状態などにより随時変更があります。

バス停
さかな公園
至富士吉田

企画展

キレイな熱帯魚

ジェルキャンドル作り

開催中〜平成30年1月15日

12月23日 、24日
10：00〜12：00、13：30〜15：30

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。
ネオンテトラ、
カージナルテトラ、
グリーンテトラ、バリリウス、
グッピー、
展示
ベタ、
ミッキーマウスプラティ、ゼブラ・ダニオ、
生物
ネオンドワーフ・レインボー、
ファントム・テトラ、
コンゴーテトラ、
ディスカス、
ミドリフグ、ソラスズメダイ、
ヨスジリュウキュウスズメダイ など
※生き物の状態などにより随時変更があります。

森の中の水族館。
忍野入口

自衛隊
北富士駐屯地
自衛隊入口

138

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 各日先着50名
(小さなお子様は保護者同伴)
［参加費］入館料+参加費800円

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

山梨市新工場稼働

10月に3,000平米の工場が完成し、11月、本格的に山梨市新工場が稼働しました。現在は、9月から
販売を開始した新商品 桔梗信玄餅どらや桔梗信玄餅生ロール、桔梗信玄餅万寿などの製造を行って
います。今後、信玄桃や焼き菓子の製造も行っていく予定です。

メディアで紹介されました
10/23 YBS「ててて！TV」
「山梨のハロウィンを楽しもう！」の特集で、
ハイジ
の村のハロウィンイベントが紹介されました。

11/6

日本テレビ「ヒルナンデス」

「大人気日帰りバスツアー」の紹介で、桔梗信玄餅工場
テーマパークの桔梗信玄餅包装体験が紹介されました。

リメイク
募集

BSフジ「♯カワイイ
11/12 こみなみには旅をさせよ。」

視聴者からSNS（ツイッター）で指示された場所
を旅する番組で、
ハイジの村が紹介されました。

テレビ

テレビ

テレビ

パッケージの

募集
内容

ラジオ 10/26 FMフジ「GOOD DAY」 桔梗信玄餅どらを紹介しました。

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

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。
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X’mas cake 2017
〜パティシエより〜

クリスマスケーキを考えるにあたってこだわって
いることは、お客様にそれぞれの好みに合った
ケーキを楽しんで頂きたいという思いから、定番
のデコレーションケーキ、チョコレートケーキ、ベ
リー系の果物を使ったケーキなど様々な種類の
ケーキを用意することです。
毎年新しい味のケーキを種類にいれますが、
今年は「しっとりチーズ」、
「ショコラ・ノアゼット」、
「ノエル・フランボワーズ」の３種類を新たに加えま
した。
「しっとりチーズ」は濃厚なチーズケーキで、湯
煎しながら１時間かけてじっくり焼き上げますので
しっとりとした食感に仕上がります。
「ショコラ・ノアゼット」のメインの味になるプラリネ
は店でヘーゼルナッツをキャラメリゼするところから
作っています。手間はかかりますが、
その分ヘーゼ
ルナッツの香り豊かなケーキに仕上がります。
「ノエル・フランボワーズ」はサッパリとしたジュレ
がムースの中心に入っています。果物のジュー
シーさを楽しめる甘いものが苦手な方も食べやす
いケーキです。
どのケーキにも作り手のこだわりが沢山つまっ
ていますので、是非多くの方に味わって頂きたい
です。そして、私たちが作るケーキで皆様がクリ
スマスをより楽しく過ごしていただけたら嬉しい
です。
ポモドーロレイクビュー 駒谷
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Christmas
Cake 2017

予約締切日

12 20日（水）

月
（月）
〜25日
（土）
23日
お渡し日 12月
桔梗屋直営店で
ご予約承ります

早割

15％引き

特別早期割引

12月11日
（月）
までにご予約頂くと早期割引
【表示価格より15％割引】致します

※写真は
5号です

Xmasデコレーション

ガトーショコラ

しっとりチーズ

ショコラ・ノアゼット ノエル・フランボワーズ

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

18㎝（8〜10名）
3,000円

18㎝（8〜10名）
3,000円

17㎝（5〜6名）
3,000円

17㎝（5〜6名）
3,000円

※価格は税込価格です

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

12 17

予約締切日
月
日
（日）
お 渡 し 日 12月22日
（金）
〜25日
（月）
弁 当・惣 菜

クリスマスチキン 1本入 470円
2本入 940円

クリスマスオードブル 2,000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
※価格は税別価格です

※写真はイメージです

〜光のページェントを楽しむクリスマス〜

Christmas Dinner 2017 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

Menu

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

フルコース ￥5,400 ハーフコース ￥3,500

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ください
※表示価格は税込価格です
ご予約先

お電話または入園口受付でも承っております

TEL：0551-25-4700

2日前までにご予約をお願いいたします

※写真はフルコースです
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富士北麓

旬を味わう
新そばの香り

富士吉田ファーム

自社農園

そば粉は自社農園産 100％

秋ソバ
収穫

「新そば」 12 20
食べ放題！

期間限定
〜 月 日

新しい
食べ方の提案
そばの香りを
味わう 自社農園産 新そば・そばの実使用

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。
月の
収穫

12

おそば
おかわり自由

オリーブオイルそばセット

明野プラント

○大玉トマト ○ミニトマト ○いちご

明野ファーム

○辛味大根

○大根

天ざる・
ば（ 冷 ）を
天 ぷらとろろそ
様は
ご注 文 の お 客
放 題！
「 新そば 」食 べ
堂限定です。

は水琴茶
天ぷらとろろそば

迎春

Merry Xmas

素敵なクリスマスにお花を添えて、
楽しいひと時を過ごしませんか？

迎春

Xmasグッズも
多数取り揃えております。

ご予約承ります

店舗・期間限定
12/30〜1/6

はなびら餅

価格は税別価格です。
写真はイメージです。

お正月ギフト

笛吹ファーム

○ほうれん草 ○かぶ ○ブロッコリー
○芽キャベツ ○カボチャ

オリーブオイルの爽やかな香りと自社農園産そば粉100％の
新そばの香りは相性抜群！オリーブオイルをかけて香りを味わ
いながら、
お召し上がりください。
1,000円

寿ぎ

5個入…1,200円

10個入…2,400円

10個入…1,436円
15個入…2,102円

餅は餅屋の

しめ縄 2,160円〜

しめ縄は
1つ1つ
手作りです

Flower atelier

ドルチェ・ヴィータ

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。

新春万福
3,780円

迎春門松風アレンジメント
3,240円

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

カフェギャラリー作品紹介 「Subway

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 お供え餅 5号（直径約12cm）…1,500円
※1号〜30号まで承ります

※価格は税別価格です

商品受注センター

おせち料理

No.24」
（1978年、
セリグラフ、44×58㎝）

「ニューヨークの地下鉄に乗った時、
途方もない不安感に襲われた。
自分がどこに立ってい
るのかわからないのである。私はこの時、
私の作品に穴をあけなければならない―と思った。」
制作に至る過程のさまざまなアイデアを記録している佐藤さんの
『創作ノート』
にはこう記され
ているそうです。生命体としての細胞から始まった彼の表現は、空洞化し 円 になり、コッ
プ、
そして 穴 へと変化を遂げながら、生物からバスやタクシー、
ニューヨークのイメージをシ
ンボライズしたりんごといった無生物へと表現の隔壁を乗り越えていきました。
こうして大都市という生命体を表現した
サブウェイ・シリーズが描かれるのでした。
参考文献：守屋正彦『佐藤正明研究』
甲府市青沼1-3-11 TEL055-233-8800 OPEN9：00〜18：30

TEL0553-47-3701

ご予約承ります
12月14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
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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

甲府市指定無形文化財「甲府囃子保存会」
■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。

毎月
2回
開催

☎0553-33-1026

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

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

クリスマスジェルキャンドルづくり

☎055-228-3322

展覧会

☎055-235-8080

詩人・小林冨司夫

■12月5日
（火）
〜平成30年3月11日
（日）

常設展示室では、
春夏秋冬の年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。冬の常設展では、
詩人 小林
冨司夫（こばやし ふじお）の資料を展示します。

場テーマパーク

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。

作品募集中

展覧会

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。

初詣縁日

☎0551-25-4700

天体観測

■開催中〜12月17日
（日）

桔梗信玄餅工

（休憩時間 12：00〜13：00・最終受付 15：00）

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

狩野芳崖と四天王

冬の常設展

12/14
（木）正月アレンジ・寄せ植え
12/17
（日）寄せ植え
10：00〜17：00

●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。

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。

山梨県立文学館

☎055-227-5187

ハイジの村

「そだち展」■開催中〜12月26日（火）

山梨県立美術館

ドルチェ・ヴィータ

お好きな時間に楽しめるフリータイムレッスン

体験 イベ ント

塩山店ギャラリー

Dolce Vita

愛犬フォトコンテスト12月
●テーマ
「クリスマスわんこ」
●募集期間 12月1日
（金）
〜12月31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

クリスマスリースコンテスト
●募集期間
●応募方法

12月5日
（火）
〜12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

十五夜さんの日にお団子づくりをしました「おいしそうでしょ」

12月の
行事予定

12日(火)〜21日(木) クリスマスに向けて
15日(金) お誕生会
25日(月) 身体測定
21日(木) クリスマス会
30日(土) 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

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

12月

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21日 ☆☆☆☆
(3/21〜4/19) 22日から31日 ☆

絵中に七ヶ所の間違いがあります。

全体運／
1日から21日 ☆☆☆
(9/23〜10/23) 22日から31日 ☆

おひつじ座

「仕事運」2日まで思慮深い判断を。3日から22
日まで過去を振り返る時。23日以降、大胆な方
法を。
「金運」25日まで高額品購入を！26日以
降、貯蓄必要。
「健康運」9日まで悪化警戒。10
日以降、改善傾向。7日・8日吉。29日・30日注意。

お うし 座

(4/20〜5/20)

てんびん座

「仕事運」2日まで幸運。3日から22日まで理想
は高く。23日以降、ツキ再来。
「金運」25日まで
好奇心刺激する購入を。26日以降、家族の意見
大切。
「健康運」9日まで肝臓を中心にケア。10
日以降、効果期待。3日・4日吉。26日・28日注意。

全体運／
1日から21日 ☆☆
22日から31日 ☆☆☆

さそり座

(10/24〜11/22)

「仕事運」2日までじっくり進んで好機得る。3日
から22日まで再考。23日以降、実行を！
「金運」
25日まで定番品で満足を。26日以降、チャレン
ジ購入吉。
「健康運」9日まで不眠注意。10日以
降、飲酒を管理。25日・26日吉。2日・3日注意。

全体運／
1日から21日 ☆
異性運のみ ☆☆☆☆☆
(5/21〜6/21)
22日から31日 ☆☆

全体運／
1日から21日 ☆☆☆☆☆
(11/23〜12/21)
22日から31日 ☆☆

ふたご座
キ リ ト リ 線

「仕事運」2日まで言動の責任大。3日から22日
まで考え時。23日以降、油断禁物。
「金運」25日
まで義務的な支出発生。26日以降、援助到来。
「健康運」9日まで運動量増やして。10日以降、
丁寧な調整を！22日・23日吉。16日・17日注意。

い

全体運／
1日から21日 ☆☆☆
(6/22〜7/22) 22日から31日 ☆☆

応募総数

(7/23〜8/22)

全体運／
1日から21日 ☆☆
(12/22〜1/19) 22日から31日 ☆☆☆☆

名
正解者

57

「仕事運」2日まで与える発想で。3日から22日ま
で割り切りを。23日以降、寛容に。
「金運」25日
まで目上の人への出費お勧め。26日以降、義理
出費優先。
「健康運」9日まで波乱傾向。10日以
降、少しずつ回復。29日・30日吉。5日・6日注意。

全体運／
1日から21日 ☆☆☆☆
22日から31日 ☆

「仕事運」2日まで発言有意義。3日から22日まで
発表は控えて。23日以降、期待される。
「金運」
25日まで手堅い縁あり。26日以降、カード契約
マル。
「健康運」9日まで新しい運動を。10日以
降、過食控えて。8日・9日吉。29日・30日注意。

59

みずがめ座
(1/20〜2/18)

名

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

村松 かよ子 様（甲府市） 天野 貴子 様（富士吉田市）
末次 忠司 様（甲府市） 中島 あや 様（神奈川県）
大阪 中 様（昭和町）

全体運／
1日から21日 ☆☆
22日から31日 ☆☆☆☆

「仕事運」2日まで人任せNG。3日から22日まで
いろいろな想定を。23日以降、激しい波が来そ
う。
「金運」25日まで倹約に励んで。26日以降、
堅実に。
「健康運」9日まで泌尿器系注意。10日
以降、体力回復。24日・25日吉。9日・10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。

煤祓い

温泉で

茶ガラをまいた

廣瀬 昭美

森澤 一幸

萩原 睦子

﹁大掃除﹂

疲れた体を

大掃除

今月のテーマ

・大掃除

家族総出の

祖母思い

・大掃除

子供の課題

仲澤 賢

伊藤 敏子

野沢 百合子

・大掃除

歳の暮

振りかえる

ハタキパタパタ

今年いちねん

・冬休み

・掃除すみ

田沢 幸子

・背のびして

夫の仕事

風間 ますみ

竜沢 栄子

横関 義英

野沢 𠮷紀

お風呂と換気扇

大掃除

大掃除

あっと云う間の

とどかぬ所

・大掃除

老人子供

・年の瀬や

・冬近し

煤ごもり

・大掃除

ほうきを持つ手

窪寺 つや子

おじぞう様も

ふるえてる

・冬の朝

にこやかに

・大掃除

村田 秀子

大井 ゆかり

髙部 敏江

大掃除

ごみ

年の暮れ

暖かい日の

心晴れ晴れ

・ありがたし

・大掃除

小宮山 秀子

岡田 敏子

三重野 楷

畳替え

大掃除

塵の山

気前よき娘の

大掃除

今はなつかし

・大掃除

子供の部屋を

終えてゆっくり

・すす払い

・脱穀を

・帰郷する

月 ︒振り返 ると ︑ガリガリ

皆様の素敵な俳句︑川柳をお待ちしております︒

今 年も締めくくりの

君 や ラン チ パック な ど 様 々 なコラ ボ レ ー ション が

12

座

(2/19〜3/20)

は じ め て の 五・七・五
次回の募集テーマ﹁
は 雑煮﹂です︒

編集室 から

あったり︑
フジテレビ﹁おじゃマップ﹂︑テレビ東 京﹁カンブリア宮 殿 ﹂等 ︑東 京

キー局からの取材も多くあったり︑そして新工場稼働と︑2017年も中身

さて︑私 事です がこの桔 梗 屋 社 内 報﹁ 美 味 求 真 ﹂の編

年 ︑次 号より産 休に入ります︒初めての

の濃い一年だったと感じます︒

集に携わり約

小林美保

出産・育児にしばし専念し︑復帰の日まで一読者として美

味 求 真 を 楽しみたいと 思います ︒

10

う お

「仕事運」2日までとばっちり警戒。3日から22
日までよく考えて。23日以降、結論急がずに。
「金運」25日まで犠牲あり。26日以降、ご褒美
得る。
「健康運」9日まで首の防寒を。10日以
降、
自己管理を。28日・29日吉。3日・4日注意。

全体運／
1日から21日 ☆☆☆
22日から31日 ☆☆

「仕事運」2日まで理解の時。３日から22日まで熟
考は好都合。23日以降、協力し合える。
「金運」25
日までひらめき購入を！26日以降、協力の意向示
して。
「健康運」9日まで遠方で鍛えて。10日以降、
実家で運動を。4日・5日吉。29日・30日注意。

おとめ座

【前回の当選者】

座

や ぎ 座

「仕事運」2日まで整理整頓を。3日から22日まで
考え抜いて。23日以降、柔軟に。
「金運」25日まで
より計画的に。26日以降、責任からの出費あり。
「健康運」9日まで胃の酷使注意。10日以降、日々
の運動頑張って。1日・10日吉。26日・27日注意。

し し 座

て

「仕事運」2日まで最高の注目運。3日から22日ま
で自分と対話を。23日以降、活躍できる。
「金運」
25日まで意見聞いて。26日以降、愛情事の出費
多し。
「健康運」9日まで規則正しく。10日以降、
良い飲料水を。17日・18日吉。24日・31日注意。

か に 座

前回の答え

全体運／
1日から21日 ☆☆
22日から31日 ☆☆☆☆

﹁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・五の締め切りは十二月八日︵金︶です︒

「仕事運」2日まで他人から恩恵得る。3日から22
日まで反省を！23日以降、根本解決へ。
「金運」
25日まで必需品購入を。26日以降、海外が吉。
「健康運」9日まで習慣の見直し必要。10日以
降、美食控えて。29日・30日吉。14日・15日注意。

☆注意
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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

12/23

㊗・24
17:00〜21:30

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
12/17

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

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。

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

模擬挙式＆お好きなドレスの試着付

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】〜11/17 9：00〜18：00 11/18〜1/3 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！※詰め放題は別途料金

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」
夕食後 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
2018年

※大人2名様以上とお食事を召し上がるお子様1名様以上からご予約を承ります

1月6日（土）
4月1日（日）

お子様（3〜6歳）
【1泊2食付】3,000円
【1泊2食付】4,000円
お子様（小学生）
大人1泊2食付7,315円

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。

期間限定

いちご狩りプラン

いちご狩り+1泊2食付

※大人2名様以上から
ご予約を承ります

2018年
大人 8,982円
1月20日（土） お子様（3〜6歳）4,112円
4月27日（金） お子様（小学生）5,667円
※4月以降の料金は変更する場合があります

クララ館の敷地内またはクララ館から車で1分の自社
農園「ハイジの野菜畑」でのいちご狩りを楽しめる期間
限定特別プラン♪いちご狩りとハイジの村散策が楽しめ
て、夜はのんびり天然美肌温泉につかりハイジの村調理
長のオリジナルディナー
を満喫！
オリジナル
ディナー

山梨県北杜市明野町浅尾5259-950

TEL 0551-25-2601

3〜6歳ディナーコース

小学生ディナーコース

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

※写真はイメージです

※価格は税別価格です

