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歳時記

チュー リップ

ユリ科の球根植物︒原産地はトルコから中央ア

ジアにかけて︒オスマントルコ時代︑イスタン

ブールの宮殿では︑数多くのチューリップを管理

世紀半ば︑

16

していた︒

チューリップの名は︑トルコ語でターバンを意

味する﹁ツルパン﹂から来ている︒

オーストラリアの駐トルコ大使がチューリップの

ANKORO-MOCHI

花の名を尋ねたのを︑現地のトルコ人が花の形を

4/1 新発売

聞いたのだと勘違いして答えたのが始まりだとい

世紀のオランダでは︑球根が投機の対象

17

う︒チューリップはその後︑ヨーロッパ全土に広

まり︑

日本で本格的に生産が始まったのは大正時代︒

にもなった︒

新潟県と富山県で生産が盛んだ︒赤︑白︑黄色な
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ど色とりどりのチューリップは︑春を代表とする

1

花として人気がある︒

甲府市丸の内3-20-2
「美味求真編集室」
宛
メールアドレス：kikaku@kikyouya.co.jp

今年もハイジの村では4月中旬からチューリッ

応募先：〒400-0031

プ祭りを開催︑色鮮やかなチューリップが園内を

178㎜）
、メールの場合は2MB以上でお送りください

彩る︒今年は例年と違い︑色とりどりのチュー

※郵送の場合は2L判以上
（127㎜×

リップの球根を混ぜ︑ランダムに植えるミックス

所、 電話番号、 写真の簡単な説明・撮影場所・撮影
年月日、 写真

植えを行っている︒さらにカラフルなハイジの村

必要事項： 氏名（ふりがな）※掲載の際に匿名、ペン
ネーム希望の方はご記載ください、 郵便番号、 住

ハイジの村詳細は8面へ

【応募要項】

を楽しむことができるだろう︒

あなたの撮った写真が
表紙になる！
美味求真の表紙を飾る写真を募集いた
します。季節を感じられる写真であれば、
風 景・植 物・人 物など自由です。応 募 要 項
をご確認の上、メールまたは郵送にてご応
募ください。掲 載させていただいた方 に
は、桔 梗 屋 商 品をプレゼント！また、お送
り頂きました写真は返却できませんのでご
了承ください。沢山のご応募をお待ちして
います。
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新入 社員
紹介

①血液型 ②趣味・特技 ③自分を動物に例えると ④自己PR

く す ざ き ちょう

じ

あ さ か わ ゆ う

き

お さ

だ

み

さ き

浅川裕紀

長田美咲

①不明

①O

②映画鑑賞、卓球

②映画鑑賞、車のメンテナンス

③ウサギ

③リス

④少し真面目で慎重な性格だと思ってい

④何事にも全力で取り組み会社に貢献で

ます。自分の力を発揮できるように少しず

きる様努めてまいります。
よろしくお願い致

つ頑張っていきたいです。

します。

な か む ら

り

さ

む ら ま つ

か

ほ

楠崎兆治

中村吏沙

村松夏歩

①A

①A

①B

②格闘技観戦

②森林浴、工作

②カラオケ

③半魚人

③犬

③猫

④営業力、
マネジメント力、人間性、全てを

④一つでも多くのことを吸収し、向上して

④何事にも前向きに、物事を客観的に見て

兼ね備えた人間になるべく一生懸命働き

いきたいと思います。よろしくお願い致し

仕事ができるよう持ち前の明るさで頑張り

ます。桔梗屋の良さを全国に広めます。

ます。

たいです。

応援
営業本部
直営店

市川 澄
新入社員の皆さん、入社おめでとうご
ざいます。
これから社会人として仕事をし
ていく上で、わからない事、辛い事、時に
は悩む事があると思います。そんな時は
私たち先輩社員を頼って下さい。私たち
も全力でサポートしますし、皆さんの縁の
下は任せて下さい。皆さんと一緒に働け
る日を心待ちにしています。

メッセ ージ
総務部
部長

営業本部
直営店 主任

廣瀬 元

渡邉 香里
新入社員のみなさん、入社おめでとう
ございます。
社会人になったばかりで不安なことが
たくさんあるかと思いますが、その気持ち
を乗り越える事ができれば、必ず自身のス
キルアップに繋がるはずです。
一緒に成長できるよう、頑張っていきま
しょう。

入社おめでとうございます。社会人とし
て活躍していく皆さんは、希望と期待に満
ちている事と思います。
この今の気持ちを
どうか大切にして頂きたいと願っておりま
す。私も入社して22年経ちますが当時の
新鮮な気持ちを大事にしております。
これ
から、何かわからない事や疑問に思う事
がありましたら、相談してください。

ANKORO-MOCHI
昔ながらのおいしさはそのままに、
味のバリエーションを増やした
可愛らしい見た目のあんころ餅です。

4月1日（金）
新発売

渋皮栗

皮付おさつ

自社農園産いちご

ココナッツ

さくら

アールグレイミルク

2

プロが 選 ぶ 観 光 食 事 、土 産 物 施 設 1 0 0 選
お客 様 の 声

東京都

益池 様

看護師になった頃、注意されてばかりの私。そんな時、患者
さんがそっと白衣のポケットに入れてくれたのが桔梗信玄餅
でした！「がんばれ」という手紙と一緒に。
それを食べて「もう少し続けようと」と思えました。とてもお
いしくて心が温まりました。今年で15年目。頑張ります。
東京都

橋本 様

コロナ禍でなかなか山梨に帰省できませんが、実家の母が
「カップまで食べられる桔梗信玄餅極」を届けてくれて食べま
した。すごいです。感激しながら食べました。おいしかったです

YBSラジオ

ふるさと菓子だより

桔梗信玄餅工場
テーマパーク
株式会社旅行新聞新社主催の第42回
「プロが 選 ぶ 観 光 食事 、土 産 物 施 設
100選」にて土産物施設部門として「桔
梗信玄餅工場テーマパークが第9位、観
光食事施設部門の10 0選として「ハイジ
の村」が選ばれました。
旅行のプロたちが審査・選考し毎年
認定しているこの賞。ハイジの村、桔梗
信玄餅テーパパークともに3度目の入賞
でした。

今月も中丸相談役とYBS海野アナウンサーとの
トークを少しだけお届けします。
3月は桃の節句にちなんだお菓子のお話を。

4月より放送日時が変更致します

桃の節句の思い出

全国第9位入賞

毎月第1火曜日 11：20〜

山梨は桃の節句というと桃の花が 咲く4月頃のイメージが昔からあっ
た。調べたところ全国的には新暦に合わせて3/3が桃の節句というとこ
ろが多いが、地方では旧暦の3月にあたる4/3が桃の節句というところが
多い。

にした関 西 風のもの、ピンク色の皮に餡 子
を 包 んだものを桜 の 塩 づけ の皮 で 包 んで
いる。
③昔ながらの桜餅貝合わせ
山梨では貝合わせの桜餅が一番馴染み深
いという方が多いのではないだろうか。お団

相談役が子どもの頃、祖母がこの時期になるとお米を炊いておかゆ状

子を作るように餡子を生 地で包み込むので

にしたものに麹やさんから買ってきた麹菌をまぜて甘酒を作ってくれたと

はなく生 地自体を先に蒸して、楕円形 の 生

いう。木で作ったお櫃というものに入れてまぜて一晩火を落としたコタツ

地に伸ばしたもので丸い餡 子を折りたたん

に入れて放っておくと次の日の朝甘酒ができている。これが非常におい

でつくる。

しかったそうだ。

道明寺桜餅

4 種類目は貝合わせと同じ材料だが、お団

加工していないのに昨日炊いて置いたお米がなぜ甘酒になっているの

子のように丸く餡子を包んでその後、ある程

か不思議だった。今では酒粕をつかった甘酒を思い浮かべる方も居ると

度平たくしたものを桜の葉の塩 漬けでまい

思うが米麹で作ったアルコールが入っていない甘酒もまろやかでふんわり

た桜餅。私どもでは手抜きの桜餅と呼んでいると相談役。無駄な作業を

した甘さが美味しい。と話した。

なくし、効 率よく物 作りをすることは安く作れるし、均 一に作れる。間

昔ながらの桜餅貝合わせ

違っていることではないが、和菓子屋の場合はある程度伝統、古いもの

甘酒商品化

のよさも生かすことも大事だと話した。

相談役は今でこそ甘酒も大手メーカーさんが作って一年中スーパーな

効率を追い求めるために、人手でなくてもよいところは機械化していこ

どで売っているが、当時 何でこんなにおいしいものを一年通して売らな

うと努力することは良いことだ。しかし、もともと折りたたみ型で作って

いのかと思っていた。仕事を始めた10数年前に調べた時、麹で作った甘

いた桜餅までもお団子のような形に作り、あとから平たくするという和菓

酒が夏の俳句の季語ということを知った。江戸時代から夏場に栄養ドリ

子屋も多くなったが、それは残念だと話した。

ンクとして水分補給や栄養補給の為に夏に飲んでいたものだった。全国
的には年間通して売っているお店が少なかったが、うちで売ったらどうか

時間も手間もかかるものを続けられる秘訣は

と考え、瓶詰にして販売をした。母親には桃の節句にしか売らない商品

相談役は和菓子屋には「これは譲れない」というこだわりがないとお

を何で夏に売るんだと怒られたが、結果的には現在全国的に年間を通し

客様に認められる商品はつくれないと話した。桔梗信 玄 餅を約5 0年前

て販売する商品になった。

に売り出したとき桔梗信玄 餅の形態のお菓子はどこにもなかった。いち
いち風呂敷をほどいて食べるお菓子はめんどくさい、売れるはずがないと

桜餅は4種類!?

いう評判が多かった。しかし今でも売り上げが伸びており、お客様に喜ば

桜餅と言えば日本地図を思い浮かべて２種類ではないかという海野ア

れている。「日本文化の象徴である風呂敷を包装に取り入れてくれて嬉し

ナウンサー。相談役は4種類の桜餅の説明をした。

かった」「風呂敷をほどくドキドキ感がたまらない」「遊び心のあるお菓

①長命寺焼き桜

子をよくぞ開発してくれた」という声も沢山いただいた。

長命 寺というお寺の近くにあった隅田川

桔梗信玄餅の風呂敷は今でも手作業で包装し続けている。「コストの

の 近くの 和 菓子屋さんが作って有名になっ

かかる作業だ」「包 装する機 械も買えるだろう」というアドバイスをいた

た。焼き桜と呼んでいる生 地で餡 子を包ん

だいたこともあるが、風呂敷を手作業で包 装し続けることは譲れない、

でいる。

売り出した時のお客様の声も大事にしている。と相談役。

②道明寺桜餅

桔梗信玄餅から風呂敷をなくしてしまえば商品価値がゼロに限りなく

お 米をあまりすりつぶさずに食べられる
ようにした道 明寺 粉という材料をお団子状
3
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長命寺焼き桜

近くなってしまう。おいしさの中には楽しさ美しさ遊び心という文化性が
加わって初めて人気のある商品として命が永らえていると話した。

山梨県立美術館 特別展フランソワ
・ポンポン展

4/16（土）〜6/12（日）

特別展メニュー

フランソワ・ポンポン展
特別メニュー 1,800円

（税込）

フランソワ・ポンポン展にちなんだ特 別メ
ニューです。富士の介、甲州ワインビーフ、
甲州地どり、富士桜ポークなど山梨県産の
食材をふんだんに使用しました。メイン料
理は富士桜ポークでハムとチーズを包み、
油で焼いた伝統的なフランス料理です。

Menu
富士の介のポアレ
ブルギニョンバターと共に
甲州ワインビーフのロースト
甲州地どりのムース
生ハムとのハーモニー
あけぼの大豆の枝豆ビシソワーズ
富士桜ポークのコンドンブルー
白パン
バター
コーヒーor紅茶

山梨県甲府市貢川1-4-27
（山梨県立美術館内レストラン アートアーカイブス）
TEL 055-232-3855 9：30-17：00

いちご

自社農園産

Mother's
Day

イチゴパフェ

テイクアウト 730円
［販売店舗］
甲府本館 カフェギャラリー
黒蜜庵きなこ亭 甲州夢小路店
HanaCafe Kikyou
長寿村権六 小淵沢店
ハイジの村 ロッテンマイヤーズカフェ

2022.5.8

Momに笑顔を届けよう
※写真のお花はイメージです。
ご希望に合わせてお作り致します。

TEL 055-227-5187

FAX 055-227-8287
info@koi87.com 営業時間 9：00〜18：00
http://koi87.com/

いちごの
クリームソーダ 550円

イチゴパフェ 1,200円
［販売店舗］
甲府本館 カフェギャラリー
美術館内レストラン アートアーカイブス
ハイジの村 レストランボルケーノ

自社農園ハイジの野菜畑で採れた苺と
手作りジェラートを使った
特製のイチゴパフェ︒

季節
限定

いちごみるく
500円

［販売店舗］
ハイジの村 レストラン ボルケーノ

いちごの
クリームソーダ
テイクアウト

550円

［販売店舗］
長寿村 権六 小淵沢店

［販売店舗］
長寿村 権六 小淵沢店
ハイジの村 ロッテンマイヤーズカフェ

いちごの
フルーツティー
400円
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春の新商品

S t rawberry

新発売

新型コロナウイルスの影 響でいちご狩りのお客さまが減り、
残ってしまったハイジの野菜 畑のいちご。
このままだとフードロスになってしまうと生まれたのが春の新商品です。

新発売
限定

いちごのロングシュー

おひとつ

限定

いちごのエクレア おひとつ 220円

300円

生クリームとカスタードクリームを
使用したロングシューに、
自社農園産いちごをトッピングした
贅沢なシュークリームです。

ピンクが可愛らしい いちごチョコレートに、
自社農園産いちごのフリーズドライをふりかけた
春色のエクレアです。

新発売

新発売
限定

いちごのミニオムレット おひとつ 180円

ストロベリーチョコ おひとつ 300円

ふんわりとした生地に生クリームと
自社農園産いちごをトッピング。
ほどよい甘さの生クリームがいちごと相性抜群です。
ミニサイズなのでおやつにぴったり。

フリーズドライにした自社農園産いちごに、
ホワイトチョコを合わせました。
いちごの酸味とチョコレートの甘さをお楽しみください。

新発売

販売
店舗

可能性無限大

ュガー
ストロベリー＆シ
ピ
シ
レ
ジ
アレン

Rond.
東治郎（美術館通り店・富士吉田店）
ハナカフェキキョウ・山梨フルーツ王国（釈迦堂上り）店
アレンジレシピは今後も順
次紹介予定です。
皆様のアレンジレシピも
お待ちしております。

ュガーを使った
ストロベリーシ
だけの
える
和
混 ぜるだけ
介
お菓 子をご 紹
簡 単アレンジ

贅沢ストロベリーシュガートースト
［ 材料 ］
食パン…1枚（お好きな厚さのもの）
バター…適量
ストロベリーシュガー…適量

ストロベリーシュガーポップコーン

❶ お好みの食パンにバターを塗る
❷オーブントースターで食パンを焼く
❸ お好みでストロベリーシュガーを振りかける

❶

ストロベリー＆シュガー

おひとつ

❷

1,000円

❸

いちごミルク

自社農園産いちごのフリーズドライ＆シュガーです。
ヨーグルトや紅茶、アイスクリームにも合います。
バターをたっぷり塗ったパンにさっとかけてシュガートーストにも。
お菓子にもお料理にも幅広くお楽しみいただけます。
販売
店舗
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Rond.
東治郎（美術館通り店・富士吉田店）
ハナカフェキキョウ・山梨フルーツ王国（釈迦堂上り）店

2 0 2 2 .4

ヨーグルト

フレンチトースト

紅茶

event information
桔梗屋グループイベント情報

桔梗屋甲府本館メセナギャラリー

森の中の水族館。

☎055-227-1752

特別展

佐藤正明展

☎0555-20-5135

〜生き物たちにご注意ください〜

キケンな生き物展

日時 開催中〜

日時 ４月6日
（水）
〜7月11日
（月）

山梨県立美術館に展示
されている光り輝く野外彫刻
「ザ ビッグ・アップル」の制作
者で、現在はニューヨークで
活躍している甲府出身の芸
術家、佐藤正明氏の作品を
展示しています。

毒や鋭いトゲを持つような人間にとって危険な生き物と生き物と関わる際の注
意点を学んでみよう。
生き物／コバルトヤドクガエル、モンハナシャコ、デンキウナギ、デンキナマズ、ハ
ナミノカサゴ、
コンゴウフグ、
ピラニアナッテリー、
レッドカンディル、
ゴンズイ、
ヤシガ
ニ、
ヒョウモンダコなど ＊生き物の状態等により随時変更有

体 験 イ ベ ント

※価格はすべて税込・入館料別途

森の中の工作体験。
塩山店ギャラリー

☎0553-33-1026

ハイジの村の写真展

日

時

4月23日
（土）
、24日
（日）10：00〜11：45、13：30〜15：30

体験料 入館料＋450円〜560円

こいのぼりを作ろう

日時 開催中〜

日

時

4月29日
（金・祝）
、30日
（土）10：00〜11：30、13：30〜15：00

体験料 入館料＋100円

ハイジの村
体 験 イ ベ ント

☎0551-25-4700
※価格はすべて税込・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・ハーバリウム・モイストポプリ）
日

山梨県立美術館

☎055-228-3322

時 毎日、
10：00〜15：00

体験料 500円〜

特別展

フランソワ・ポンポン展
日時 4月16日
（土）
〜6月12日
（日）
フランスの彫刻家フランソワ・ポンポン(1855〜1933)の日本で初めての回顧
展です。ロダンの下彫り職人としてキャリアを積んだポンポンは、20世紀初頭に動
物彫刻家として歩み始め、
《シロクマ》に代表される、単純でありながら優美な形状
をもつ独創的な動物彫刻で世に認められました。その作品は現代でも親しみを感じ
られる普遍性を持っています。本展ではポンポンの作品と資料を多数所蔵する群
馬県立館林美術館等の作品により、動物彫刻の新たな表現を拓いたポンポンの
魅力をご紹介します。

山梨県立文学館

☎055-235-8080

特設展

生誕130年 芥川龍之介展 旅の記憶
日時 4月23日(土)〜6月19日(日)

ハーバリウム

モイストポプリ

愛犬フォトコンテスト4月
テーマ
「わんこの春」
募集期間 4月1日
（金）
〜4月30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

記
「社内託児所ハイジ」探訪

「 羅生門 」
「 河童 」
「 歯車 」などの作品で近代文学を代表する作家となった芥川
龍之介 (1892˜1927 東京生まれ)。生誕 130年を記念して、当館が所蔵する
日本有数の芥川資料のコレクションを中心に芥川の魅力を紹介します。

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

4/24
（日）ブーケ
4/28
（木）寄せ植えorブーケ
10：00〜17：00

豆まきをして、
みんなでオニをやっつけました！

4 月の行事予定
お花見

（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

※写真はイメージです
Dolce vita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。
●お問合せ：Dolce vita TEL055-227-5187

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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あなたへ幸運を呼び込む

おひつじ座
（3/21〜4/19）

西洋占星術

「仕事運」10日まで率直に発言を。11日から29
日まで練り直して。30日は名案が浮かぶ。
「金
運」5日まで買い物が吉。6日以降、交際費を多
めに。
「健康運」15日まで運動が大切。16日以
降、飲酒は控えて。1日・2日吉。15日・16日注意

［全体運］1日〜19日★★★★★ 20日〜30日★★

かに座

（6/22〜7/22）

「仕事運」10日まで和を重んじて。11日から29日
まで主張を。30日はイメージを重視。
「金運」5日
まで資産を確認。6日以降、最高の購入時。
「健
康運」15日まで持病のケアを。16日以降、水泳
や温泉が吉。26日・27日吉。1日・2日注意

［全体運］1日〜19日★★★ 20日〜30日★★★★

てんびん座
（9/23〜10/23）

「仕事運」10日まで対立意見を傾聴。11日から
29日まで一段落。30日は好機。
「金運」5日まで思
いつきの購入〇。6日以降、やめる決断を。
「健
康運」15日まで長年の方法が吉。16日以降、野
菜を十分に取って。5日・6日吉。28日・29日注意

［全体運］1日〜19日★★ 異性運のみ★★★★★ 20日〜30日★

やぎ座

（12/22〜1/19）

「仕事運」10日まで転換期。11日から29日まで
認められる。30日は修正を。
「金運」5日まで食
費を重 視 。6日以 降、スマートフォンの購 入が
吉。
「健康運」15日までヨガに挑戦。16日以降、
首の運動を。22日・30日吉。8日・9日注意

［全体運］1日〜19日★★ 20日〜30日★★★★

4月

おうし座

（4/20〜5/20）

by レイナ里亜

全体運／★★★★★最高

「仕事運」10日まで影響あり。11日から29日まで
自論を明確に。30日は継続を。
「金運」5日まで
誘惑多し。6日以降、判断できる。
「健康運」15日
まで無理は禁物。16日以降、良い方法が見つ
かりそう。22日・23日吉。17日・18日注意

ふたご座

（5/21〜6/21）

［全体運］1日〜19日★★ 20日〜30日★★★★★

しし座

（7/23〜8/22）

★★★★良好

★★★普通

※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。

★★無難

「仕事運」10日まで話し合いを。11日から29日ま
で模索期間。30日は本領を発揮できる。
「金運」
5日まで良い事あり。6日以降、
セーブを。
「健康
運」15日まで流行の運動に挑戦。16日以降、生
活を見直して。6日・7日吉。19日・20日注意

［全体運］1日〜19日★★★ 20日〜30日★★

「仕事運」10日まで大胆に。11日から29日まで反
省点が見つかる。30日は仲間が増える。
「金
運」5日までぜいたくＯＫ。6日以降、極端な方法
もあり。
「健康運」15日まで注意して。16日以降、
癒しが必要。2日・11日吉。24日・25日注意

おとめ座

（8/23〜9/22）

「仕事運」10日まで裏方で活躍。11日から29日
まで賛同を得る。30日は謙虚に。
「金運」5日まで
節約を。6日以降、高額購入で満足できる。
「健
康運」15日まで自炊を。16日以降、
サプリメントは
適量に。21日・23日吉。7日・19日注意

［全体運］1日〜19日★★★★ 20日〜30日★★

［全体運］1日〜19日★★ 20日〜30日★★★★

「仕事運」10日まで小さな意見も尊重。11日か
ら29日まで反発を覚悟。30日は山場を超える。
「金運」5日まで急な出費あり。6日以降、満足で
「健康運」15日まで急変に備えて。16日以
さそり座 きる。
（10/24〜11/22） 降、
良策を得る。17日・18日吉。25日・30日注意

「仕事運」10日まで快調。11日から29日まで後輩
との接点が鍵。30日は対立しそう。
「金運」5日ま
で新製品の購入が吉。6日以降、
家族に相談を。
いて座 「健康運」15日まで上半身を強化。16日以降、生
（11/23〜12/21） 活習慣を改善。
1日・11日吉。13日・27日注意

［全体運］1日〜19日★★ 20日〜30日★ 異性運のみ★★★★★

［全体運］1日〜19日★★★★ 20日〜30日★★

みずがめ座
（1/20〜2/18）

「仕事運」10日まで情報を収集。11日から29日ま
で柔軟に。30日は運が開く。
「金運」5日まで欲し
い物を購入してOK。6日以降、衝動を抑えて。
「健康運」15日まで持病悪化が心配。16日以
降、食事で対策を。5日・7日吉。12日・30日注意

［全体運］1日〜19日★★★ 20日〜30日★★

「桃の花」

今月のテーマ

宮下千尋
井上一江
元井弘
小林みのり
武田玲子
益池早苗
伊藤敏子
髙部敏江
窪寺つや子
武田和巳
吉村節子
高山久美子
野田睦子
森澤一幸
堀田百恵
竜沢栄子
落合努
田澤幸子
萩原睦子
小宮山秀子
鶴田良子
横関義英
樋口敦一
松嶋宏
廣瀬昭美

編集室から

前回の答え

応募総数
名
正解者
名
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前回の当選者
神山華蓮様（東京都）
佐藤陽菜様（甲府市）
鈴木かの様（甲府市）

7

2 0 2 2 .4

樋口千雪様（甲州市）
岩澤智実様（千葉県）

今月の 美 味 求 真も情 報 盛りだくさ
ん。自社農園のイチゴを使用した新商
品が目白押しです。中でもストロベリー
＆シュガーは企画室メンバーで様々なレ
シピを考えたので、今後の美味求真や
ブログでご紹介しますね。
お菓子だけでなくイチゴパフェやいち
ごのクリームソーダなど、デザートやドリ
ンクでも自社農園のいちごをたっぷり味
わうことができます。
真っ赤であま〜いハ
イジ の 野 菜 畑 の いち
ご、ぜひ楽しんでいただ
きたいです。
井上沙紀

は じ め て の 五・七・五

キ リト リ 線

［全体運］1日〜19日★★★ 20日〜30日★★★★

たくさんのご応募をいただきありがとうございました︒

皆様の素敵な俳句︑川柳をお待ちしております︒

絵中に七ヶ所の間違いがあります。

うお座

（2/19〜3/20）

「仕事運」10日まで継続が大事。11日から29日
まで発言を増やして。30日はミスに注意。
「金
運 」5日まで流 動 的でO K 。6日以 降 、決 断の
時。
「健康運」15日まで足の注目。16日以降、頭
のマッサージを。9日・26日吉。14日・19日注意

・愛犬の 鼻のあたまに 桃の花
・ふるさとの 友に見せたい 桃の花
・あずさ乗り 桃源郷を 走り抜け
・目の中に 花花花や 桃の花
・車窓より 桃の花見て 春嬉し
・息子たち 桃の花より 桜もち
・梅︑さくら 次は私と 桃の花
・車窓には 桃源郷や 桃の花
・桃の香に よいし賑わう 花畑
・山すその ピンクのじゅうたん 桃の花
・髪飾り 桃の花付け 祝いかな
・桃の花 ピンクに染める 春の丘
・桃の花 菜の花爛漫や 甲州路
・中央道 車窓に香る 桃の花
・ひな壇に ひと枝飾りし ももの花
・桃の実の 程ほど重き 桃の花
・桃の花 富士も見下ろす 春景色
・富士見えて 菜の花も咲く 桃源郷
・温室の 一足早い 桃の花
こ
・桃の花 飾り雛様 娘の節句
・山際の 一面ピンク 桃の花
・白と桃 バランスのとれた 花弁かな
・桃の花 ピンクに染まる 街の色
・想い寄せ 美味求真 桃の花
・邪気払う 玄関先に 桃一輪

次回の募集テーマは﹁梅雨﹂ です︒

間違い捜しクイズ
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★注意

募集中 「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、
〒400-0031

甲府市丸の内3-20-2「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
4月11日
（月）
です。

自社農園

放題
30分間食付べ
）
（練乳

いちご
狩り

ハイジの村から車で3分
明野町日本一の日照時間に育まれた
ハイジの野菜畑にて開催中

期間限定 〜

明野プラント

〜

いちご栽培中

4月4日

5月5日まで 9：00〜15：00
小学生以上
3歳〜小学生未満

4月5日
〜5月5日

お問い合わせはハイジの村入園口
またはお電話にて

1,600円
1,100円

1,200円
3歳〜小学生未満 800円
小学生以上

自社農園

4 月の
収穫

笛吹ファーム

明野プラント

○ほうれん草（各種）

○いちご

○かぶ（各種）

明野ファーム

○ネギ（各種）

作品募集中

愛犬フォトコンテスト4月
●テーマ「わんこの春」
●募集期間 4月1日（金）〜30日（土）
●応募方法 HPまたは下記までお問合せください。
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
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

○菜の花

春 の 花 祭り

5月上旬〜
ジャーマンアイリス祭り

4月中旬〜 チューリップ祭り

3月末まで OPEN 9：00〜17：00 火曜日定休（祝日の場合は開園）

5月下旬〜 世界のバラ博

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

Location photo

撮影データ150枚程度

私服
スタッフ撮影 ￥110,000（税込）
プロ撮影 ￥165,000（税込）

洋装
プロ撮影 ￥154,000（税込）

プラン内容

＊プラン内ドレス1着
＊プラン内タキシード1着
＊新郎新婦様着付
＊花嫁ヘアメイク
＊衣裳小物
＊施設使用料
＊ロケ撮影1か所
＊写真撮影

Option

ブーケ、ブートニア、
フラワースタイリング
￥33,000（税込）〜
土日祝 +￥22,000（税込）

Bridal
Fair
北杜市

4/3

要ご予約・参加無料

「春爛漫!」

お好きなドレスの試着体験フェア
♥ブライダル相談 ♥会場見学 ♥ウェディングドレスの試着
♥お写真プレゼント ♥特製デザートプレート試食

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】4月から OPEN 9：00〜18：00

無休

http://www.kikyouya.co.jp/
［オンラインショップ］

http://www.kikyoushingenmochi.com
桔梗屋HP

フェイスブック
桔梗屋

インスタグラム
桔梗屋

インスタグラム
ハイジの村

携帯電話またはスマートフォンのアプリ等でQ Rコードを読み取るとそれぞれのサイトに繋がります

インスタグラム
Dolce vita

インスタグラム
森の中の水族館。
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