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子と食の
菓
お

工場アウトレット
1
社員特価販売 2

桔梗信玄餅包装体験

お菓子の
詰め放題
グリーン
1
アウトレット 2

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！
10：00〜16：30

体験料 390円（税込）

エネオス
GS
至石和・甲府

勝沼バイパス

工場見学

1
見 学の流れ

お酒・たばこからお土産まで。
お弁当を激安販売中。

無料

5

至勝沼・東京

桔梗信玄餅
工場テーマパーク
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

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

297円!
（税別）

6

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。

分

15 ⑤ 桔梗信玄棒

桔梗信玄生プリン製造ライン

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
（L.O.16：30）

3 4

県内初！
本格ラクレットも大好評！

石臼挽きそばとほうとう

一宮店

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
おごっそうやけんちん汁（水琴茶堂）が
無料で楽しめる。

2
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。
9：00〜18：00

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

お客様から届いた声をご紹介します
甲府市

山田様
東京都

鈴木様

最近、いちご大福にはまっていて、いつもお
いしくいただいております。手土産にも、とても
喜ばれています。
主人の母が山梨のおみやげとして
「桔梗信玄
餅」
と
「桔梗信玄生プリン」
を初めて持ってきて
くれた時は、スイーツが大好きなので大感激！
！

それからは、遊びに来るたび様々な商品を買ってきてくれます。
これからは、
「アイスもいいですね！」
とさりげなくアピールして
います。
桃の花を観に行ったとき、寄らせてもらいま
した。3月12日信越放送でも放送されたものも
牧 野 様 見て、お菓子の詰め放題もしてみたいと思って
いましたが、12時過ぎに着いたのでは遅すぎで、またいつの日

長野県

か…と。14、15日の工場祭りも楽しそうですが、都合が悪く。
新入社員の方々、頑張ってください！
！

私の
趣味・特技
Vol.1

丸の内企画室

塩津 歩

私の趣味は、モノを作ることで
す。モノを作ると言っても様々あり
ますが、ビーズ雑貨や粘土細工、模
型を作ったり、絵を描いたりとモノ

作りに関することならなんでも好きです。中でもビーズ編みは、小学校低学年の頃
からずっと続けています。大きなビーズから始め、指輪やキーホルダーを作っては友
人にあげたり、時には母の友人から依頼を受けることも。喜んでもらえることが嬉し
くて毎日のように作っていました。中でもお気に入りは、何日もかけて完成させた
15ｃｍほどの手のひらサイズのドレスたち。作り始めると夢中になってしまうので、次
はいつ作ろうかとタイミングを見計らっています。
私の所属している企
画室は、大きなパネルを
切ったり貼り付けたり
と、作成することが多々
あります。幼い頃から好
きだった作ること。今、
役に立っているのでは
ないかと思います。

粘土細工

ビーズ編み
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テレビ

メディアで紹介されました

3/16 日本テレビ「超門クイズ！真実か？ウソか？」

「クイズ！達人に聞きました」というコー
ナーで、
桔梗信玄餅工場
テーマパークとハイジの
村のバスツアーの様子
が紹介されました。

3/28

テレビ朝日「マツコ＆有吉
かりそめ天国」

トレーのフタの伸びしろから、最近伸びしろに
感動した商品について話す中で桔梗信玄餅の
伸びしろがスゴイという話題が出ました。

4/2 UTY「ウッティタウン６丁目」
「 えきば た！」というお 天 気・街 頭インタ
ビュー・イベント告知などをするコーナーで、
グルメマルシェのお弁当と東治郎のセルフ
チョイスの和菓子バラエティを紹介しました。

4/5 TBS「Nスタ」

10

工場アウトレット

7

社員特価販売

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

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

オリオンツアー「山中湖水陸両用バスでざ
ぶ〜ん体験♪野菜＆桔梗信玄餅詰め放題
とハイジの村スイス料理ビュッフェ食べ放
題！」の同行取材のなかで、
桔梗信玄餅工
場テーマパークの桔梗信玄餅包装体験や詰め放題の様子、
ハイジの
村のお食事の様子が紹介されました。

4/8

アニメ専門チャンネル アニマックス
「柿原徹也のひざくりげ ひびけ！戦国明言編」

人気声優が歴史上の偉人の 名言 にふ
れるために、
ゆかりの地を旅するという番
組で、
「 武田信玄の名言をめぐる旅」とい
うテーマで山梨を旅する中でお菓子の詰
め放題に挑戦しました。

4/11 UTY「山梨いまじん」
山梨で活躍している人を3分で紹介するとい
う番組内の冒頭で、長寿村 権六の「煮込み
かぼちゃほうとう」の映像が使用されました。

4/12

BSフジ
「クイズ！脳ベルSHOW」

奇跡のアイディアエピソードクイズという
コーナーで、
桔梗屋についての下記のよう
な問題が出題されました。
Q.社内から反対意見もあったある販売方法を実行したことで売上を
増加させたアイディアとはなんでしょう。
A.アウトレット店舗を作った。

4/14

YBS「YBSニュース」
UTY「UTYニュース」

手作りアイス工房

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）

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

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

桔梗信玄餅工場テーマパーク・金川公園
ふれあいの森芝生広場で行った第17回桔
梗屋工場祭りの様子が紹介されました。
ラジオ

4/11 FMフジ「GOOD DAY」

桔梗信玄餅誕生50周年と工場祭りを紹介しました。

4/14 YBSラジオ「Doing」

桔梗信玄餅工場テーマパーク・金川公園ふれあいの
森芝生広場で行った工場祭りが紹介されました。

自社農園
5月の収穫
笛吹ファーム
○玉ねぎ（紫）○ほうれん草
○玉ねぎ（白）○小松菜
○小カブ
○リーフレタス

採れたて新鮮野菜は
グリーンアウトレット1/2にて
○いちご
販売中
○トマト
（大玉、
ミニ各種）

明野プラント

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6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
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おひとつ

300円

山梨農業応援菓 山梨フルーツ王国

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

各２個入
各3個入

おひとつ

320円

950円
1,410円

桔梗信玄生プリンと
セット販売です

320円

︻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︒

︻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︒

おひとつ

甲府夜曲 おひとつ 250円

4玉入

甲斐の実り おひとつ 220円

水琴茶堂のあんみつ

ありがとうどらやき
おひとつ 150円

5個入巾着

表示価格は税別価格です

5/5

（祝）

2018/5/13(sun)

※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。

ありがとうどらやき

1,700円

おひとつ 380円

出世

Happy Mother’s Day

10個入

400円

水琴茶堂の梅くずきり

端午の節句

ありがとうどらやき

130円

子どもの健やかな成 長 を 願 う
兜の形 をした昔ながらの柏 餅

5/13（日）
母の日

おひとつ

こし 餡・つぶし 餡・みそ 餡

（小）
表示価格は税別価格です

おひとつ 380円

兜形 山梨県産米柏餅

お赤飯

600円
900円
（大） 1,300円

4玉入

かしわ餅
まつり

表示価格は税別価格です

5/6まで限定販売

（中）

400円

販売店舗／桔梗屋東治郎一宮店・山梨フルーツ王国
（釈迦堂PA上り線）
店・甲斐の味くらべ

商品受注センター ☎0553-47-3701

ご予約
商品

870円

勝沼・塩山
シャインマスカットゼリー

＋

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

明野の
ブルーベリーゼリー

やまなし
ギフトコンテスト
最優秀賞

910円

山梨県産ブランド米﹁五百川﹂を
使 用した自 然な甘 味と︑
お米の
風味が香るお米のプリンです

4個入

近日発売

まあるい風せんに入った山梨県産のフルーツのゼリーです
つまようじでぷっちんと刺してお召し上がりください

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

日頃の感謝の気持ちを
お花に託して贈りませんか。
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4月14日（土）、4月15日（日）、桔梗
信玄餅工場テーマパークと金川の森
芝生広場の特設会場に約3万8千人の
お客様が訪れ、今年も大盛況の工場
祭りでした。たくさんのご来場ありがと
うございました。

大盛況

第17回

数当てクイズ

『週に一度は食うじゃん
「ほうとう」』生歌 上村直子
工場祭り
翠櫟太鼓部
半年遅れの収穫祭

正解

お菓子の詰め放題

サクライザーショー

甲府囃子

カラオケ大会

かがみもち(夫婦太神楽)

おじさんバンド

桔梗信玄餅
数当てクイズ
［布袋の数］
816個
赤の袋
299個
白の袋
188個
紺の袋

お客様のアイデアコンクール最優秀賞表彰式・新製品開発トークショー
4月14日(土)に開催した第17回桔梗屋工場祭りのメイ
ンイベントとして、
「お客様のアイデアコンクール最優秀
賞表彰式」
と
「新製品開発トークショー」
を行いました。
このコンクールは、2017年10月に行った「山梨農業
応援菓 山梨フルーツ王国

トイレが新しく
なりました！
工場棟2階男女従業

BonBonNu」に使用する、
山梨県産農産物の味のア
イデアをお客様から推薦
いただくものでした。たくさんのご応募の中から、富士河口湖町在住の渡辺い
すず様の「甘酒を使う」
というアイデアが最優秀賞となり、表彰されました。

員用トイレが新しくなり

表彰式の後には、渡辺様のアイデアを基に実現した山梨県産ブランド米「五

ました。綺麗なトイレを

百川」を使用したお米のプリン「米の雫」の製品開発への取り組みや開発秘話

いつまでも気持ちよく使

などが、
「五百川」の発売元である吉字屋穀店代表取締役 飯島潤氏と桔梗屋相

えるよう、お手入れをし

談役 中丸眞治により語られました。

ていきたいと思います。

お米のプリン「米の雫」は近日発売予定です。お楽しみに。

森の中の水族館。チョウザメタッチング
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

メダカの学校
開催中〜7月2日

〜メダカについて知ろう〜

昔から私たちのとても身近な存在であるメダカは、飼育の歴史も長く沢山
の改良品種が作られています。そんな改良種のメダカや世界各国に生息
する様々なメダカの仲間の観察をしたり、絶滅危惧種に指定されている
二ホンメダカの正しい保護について学んでみたりしましょう！

企画展

歌に出てくる生き物 開催中

〜7月2 日

昔から親しまれている音楽や童謡には、生き物が登場します。企画展では、
タイト
ルや歌詞に使われている生き物と曲を紹介。生き物を身近に感じてみましょう！

体の構造や色などをよく考えながら自分でパーツに色を塗り、組み立てて
サカナやカメなど生き物のキーホルダーやマグネットを作ってみよう！
○対象：年齢制限なし(小さいお子様は保護者同伴)
○参加費：入館料+435〜560円

石膏ボードに水族館で観察したサカナや自分だけのオリジナルのサカナ
をペイントしてみよう！
○対象：小学生以上(小学生未満

要相談)

○各回先着20名

参加費：入館料+500円

フライフィッシング講習会

5月27日
10：00〜15：00
フライ(毛針)の元となる水生昆虫についての学習とフライ・タイイングの
実習。フライ・キャスティングの練習と釣りを楽しむ為のマナーの学習。

○対象：中学生以上 小学生（保護者同伴）初級８名・中級８名※先着順）
○参加費：初級 入館料のみ 中級 入館料+保険料127円

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

こいのぼりに好きな色を塗って、オリジナルのこいのぼりを作ろう♪作っ
たこいのぼりは持ってかえれるよ！
○参加費：入館料+100円

19日 ・20日
おさかなペイント 510月：00〜11
：30 13：30〜15：00

各回先着50名

5月1日 ・2日
こいのぼりを作ろう 10
：00〜12：00 13：30〜15：30
○対象：各日先着100名

㊗〜6日
10：00〜12：00 13：30〜15：30（最終日は〜15：00）
チョウザメと触れあったり、スタッフの解説を聞いたりして、海にいるサメ
との違いや肌の感触、チョウザメの養殖について勉強しよう！

毎日開催

28日 〜30日 ㊗
森の中の工作体験。410月：00〜12
：00 13：30〜15：30

5月3日

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

2018年（平成30年）5月

（6）

桔梗屋グループ

イベント情報

Kikyouya Group event information
桔梗屋甲府本館メセナギャラリー

☎055-233-8800

甲府市指定無形文化財
「甲府囃子保存会」

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

■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。

5/24
（木）ブーケ・寄せ植え
5/27
（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

塩山店ギャラリー

☎0553-33-1026

☎0551-25-4700

体 験教 室

ドライフラワー手作り体験

ハイジの村
写真展

（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）

■開催中

ジェルキャンドル作り

●日時：5月3日
（木・祝）
〜6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）

アルプホルン演奏体験

●日時：5月4日
（金・祝）
●体験料：無料
（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）
●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）
山梨県立美術館

展覧会

☎055-228-3322

「100万回生きたねこ」佐野洋子の世界展
■開催中〜6月17日
（日）
出版40周年を迎えた佐野洋子作「100万回生きたねこ」
は、世
代を超えて読み継がれている大ロングセラーの絵本です。本展で
はその「100万回生きたねこ」
を中心に、代表的な絵本やエッセイ
の原画、版画作品を展示することで、絵本作家・エッセイスト佐野
洋子のユニークで豊かな世界を紹介します。

山梨県立文学館
特設展

展覧会

☎055-235-8080

生誕120年 井伏鱒二展
旅好き 釣り好き 温泉好き

■4月28日
（土）
〜6月17日
（日）
井伏鱒二の生誕120年を記念して、下部温泉、増富ラジウム温
泉、疎開した甲府など、井伏が山梨各地に残した足跡や、俳人の
飯田蛇笏・龍太親子との交流を、当館収蔵の原稿、書簡、書画な
どを中心にたどっていきます。

作品募集中

山梨県立美術館開館40周年記念―愛されて40年―

：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）

愛犬フォトコンテスト5月
●テーマ
「初夏のお散歩」
●募集期間 5月1日
（火）
〜5月31日
（木）
●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

桜の花が
ている日に
きれいに 咲い
したよ
初めてお散 歩

5月の行事予定

25日(金)身体測定
春の遠足 遊亀公園 29日(火)防犯訓練
5月生まれのお誕生会 30日(水)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。

☆注意

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

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

おひつじ座

てんびん座

「仕事運」13日まで積極的発言を。14日から29 「仕事運」13日まで反対意見は丁寧に対応。14
日まで同調して。30日以降、良い情報入手。
「金 日から29日まで根回しを。30日以降、名案出る。
運」19日まで新製品購入吉。20日以降、家族の 「金運」19日まで輸入品買い時。20日以降、仕事
意見参考に！
「健康運」16日まで無理禁物。17 関連購入吉。
「健康運」16日まで腰痛注意。17日
日以降、
ジムへ。29日・30日吉。4日・5日注意。
以降、体調回復。25日・26日吉。12日・13日注意。
全体運／
1日から20日 ☆
異性運のみ ☆☆☆☆☆
(10/24〜11/22)
21日から31日 ☆☆

全体運／
1日から20日 ☆☆☆☆☆
(4/20〜5/20)
21日から31日 ☆☆

お うし 座

さそり座

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

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

ふたご座
キ リ ト リ 線

「仕事運」13日まで団結して解決。14日から29
日まで察して。
30日以降、
本領発揮。
「金運」
19日
まで豪華購入幸運。20日以降、定番買いマル。
「健康運」16日までのど大切に。17日以降、遊び
はほどほどに。
25日・26日吉。
2日・3日注意。

い

全体運／
1日から20日 ☆☆
(6/22〜7/22) 21日から31日 ☆☆☆

や ぎ 座
(12/22〜1/19)

「仕事運」13日まで話し合いを。14日から29日
まで助けあり。30日以降、柔軟対応を。
「金運」
19日まで直感で購入。20日以降、
自分へのごほ
うび吉。
「健康運」16日まで暴飲暴食NG。17日
以降、持病注意。18日・19日吉。25日・26日注意。

応募総数

し し 座

(7/23〜8/22)

名
正解者
名

75

おとめ座

(8/23〜9/22)

【前回の当選者】
伊藤 教善 様（静岡県）
正木 峰子 様（東京都）
根岸 沙帆 様（千葉県）

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」13日までアイデアは即実行！14日から
29日まで固執注意。30日以降、名案浮かぶ。
「金
運」19日まで出費幸運！20日以降、節約美徳。
「健康運」16日まで足ツボ刺激を。17日以降、無
謀行為禁止。25日・26日吉。20日・21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 ☆☆

「仕事運」13日まで秘策が効く。14日から29日ま 「仕事運」13日まで初志貫徹を。14日から29日
で順調。30日以降、油断禁物。
「金運」19日まで まで近場にツキあり。30日以降、翻弄注意。
「金
無駄遣い自粛。20日以降、感性での出費吉。
「健 運」19日まで無駄増えそう。20日以降、大胆出
康運」16日までアウトドアに挑戦。17日以降、歩 費悪くなし。
「健康運」16日まで小吉。17日以降、
行増やして。14日・15日吉。29日・30日注意。
睡眠多めに。18日・19日吉。
22日・23日注意。

川島 哲斗 様（牧丘町）
小林 剛 様（甲斐市）

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。

光る汗

﹁新茶﹂

こ

新茶摘む娘に

今月のテーマ

・青い空

くちずさ

口遊む

新茶かな

鯉のぼり

茶摘み歌を

新茶の香りと

・飲みながら

・縁側に

コーヒーよりも

萩原 睦子

廣瀬 昭美

森澤 一幸

田澤 幸子

竜沢 栄子

・大福もち

老二人

香り楽しむ

野沢 𠮷紀

伊藤 敏子

新茶かな

飲む新茶

食べて一時

思いめぐらせ

ち

野沢 百合子

岡田 敏子

一番茶

・走り茶の

・茶畑に

も

見おろしいっぷく

・桔梗信玄餅

・茶畑を

新茶かな

横関 義英

風間 ますみ

お茶を飲む

小宮山 秀子

さわやかに

ほのぼのと

なきと言えども

新茶の味も

・こだわりの

・桜咲く

今年初の

新茶の香り

・ペアカップ

・友よりの

・ まってました 新茶の一ぱい ふーしあわせ 窪寺 つや子

皆様の素敵な俳句︑川柳をお待ちしております︒

爽 や かで 過 ご し や す い５月 が やって き ま し た ︒数

年 前 ︑新 入 社 員の時に初 めて 編 集 室 か らを 書 か せて

次回の募集テーマ﹁
は 蛍﹂です︒

編集室 から

今 月はハイ ジの村で 毎 年 恒 例のジャーマンアイ リス 祭 りが 開 催 されま す ︒

もらったのも５月だったので︑なんだか 感 慨 深いです ︒

品 種 4 万 株 ものジャーマンアイ リス が 楽 しめ るのは ︑ハイ ジの 村 な らではで す

可 憐な花だけでなく︑とても良い香りも楽しめるんですよ︒

ね ︒ジャーマンアイ リスは ︑様 々 な 色 合いのふりふり と し た

今 月 は 母 の 日 が あ るので ︑日 ご ろ お 世 話 に なってい る 母

井上 沙紀

を 連れ︑
ハイジの村へ遊びに行こ う かなと 思います ︒

180

全体運／
1日から20日 ☆☆☆
21日から31日 ☆☆

「仕事運」13日まで反発恐れずに。14日から29
日まで強気で発言。30日以降、部下と組んで！
「金運」19日まで節約小吉。20日以降、大胆出費
も時によりOK。
「健康運」16日までけが用心。17
日以降、慎重に。14日・15日吉・25日・26日注意。

全体運／
1日から20日 ☆☆
21日から31日 ☆☆☆

「仕事運」13日まで斬新な案浮かぶ。14日から
29日まで上司に相談を。30日以降、協力惜しま
ずに。
「金運」19日まで珍しい出費マル。20日以
降、おごると吉。
「健康運」16日まで背中をケア。
17日以降、休息を。30日・31日吉。7日・8日注意。

78

座

「仕事運」13日まで豪快に。14日から29日まで部
下の話傾聴。30日以降、波乱。
「金運」19日まで
おしゃれ出費吉。20日以降、気分転換に賭け事
も。
「健康運」16日まで持久力重視。17日以降、
流行の健康法を。2日・3日吉。22日・23日注意。

か に 座

前回の答え

て

﹁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︵木︶です︒

「仕事運」13日まで勘を働かせて。14日から29 「仕事運」
13日まで丁寧に。
14日から29日まで十
日まで賛同者増える。30日以降、継続が鍵。
「金 分な話し合いを。30日以降、本質見つめて。
「金
運」19日まで購入吉。20日以降、冒険的出費 運」19日まで極端な選択OK。20日以降、旅行出
OK。
「健康運」16日まで活動増やして。17日以 費吉。
「健康運」16日まで近場で運動を。17日以
降、偏食注意。14日・15日吉。27日・28日注意。
降、
生活改善必要。
27日・28日吉・4日・5日注意。

2018年（平成30年）5月
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予告

後藤みどり
・五十嵐淳子

アメリカ・イギリス・オランダなど世界のバラの展覧会

世界の バラ展
第1 回

5月26日から
開催

トークショー＆サイン会

「バラのある暮らし」
要ご予約

後藤みどり

6/10（日）15：00〜
ハイジの村
光のチャペルにて
参加料 3,000円
飲み物・お菓子付き

（税込・入園料込）

五十嵐淳子

毎日
●ジェルキャンドル作り 800円
（11：00〜15：00）
GW
●
ドライフラワー手作り体験
（10：00〜15：00最終受付）
5/3㊍㊗〜6㊐
●しゃぼん玉をつくろう 500円から
（11：00〜15：00） ●コイのえさやり体験 ●ヤギのえさやり体験
イベント
体験
●セグウェイ園内ガイドツアー
5/4㊎㊗ ●アルプホルン演奏体験 無料
表示価格は税込です
ハイジの村スタンプラリー

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〜

小学生4,000円 3〜6歳3,000円

特典

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）

OPEN 9：00〜18：00 無休
HEIDI’S FLOWER GARDEN

バラのディナーコース

バラの季節だけの

バラづくし

6/1〜30限定

フレンチ
フルコースディナー
写真はイメージです

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

Bridal Fair

HEIDI’S VILLAGE 花の教会

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

5/20

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 ♥ハンドリラクゼーション無料体験

6/16

9:00〜18:00

【お料理重視！】
ハーフコース無料試食と

ナチュラルガーデンウエディングフェア

♥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 ♥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

5/3

㊗〜5 ㊗ 9:00〜18:00

GWにデート気分で会場見学！

人気の人前結婚式＆ドレスの試着体験フェア

♥模擬挙式 ♥会場見学 ♥展示 ♥ブライダル相談
♥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）

6/24

9:00〜18:00

【イメージふくらむ】
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
♥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

