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信玄さんのほぼ行ったところまで

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

オンライン
ショップ

き な 粉 を 練 り 込んだ 軍 配の形のしっとり としたサブレに

時販売

10月下旬より随

桔 梗 信 玄 餅でお 馴 染みの黒 蜜 を 使ったマシュマロをはさみました

き な 粉 と黒 蜜の風 味が広がるギモーヴサンドです

新発売

桔梗信玄餅のやさしい味わいを
キットカット で実 現 しました

11

ご当地
キットカット

http://www.kikyoushingenmochi.com
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千歳飴
3本入 370円
5本入 560円
7本入 740円

七五三のお祝い・お返しに

慶びの

七五三祝い

「祝」焼印入り

七五三祝い

黒蜜かすてらと
甲斐の月詰合せ

黒蜜かすてら1棹・ 甲斐の月6個入

桔梗信玄餅どらと
桔梗信玄餅ミルキーバウムクーヘン

1,800円

ご 予 約 商 品

桔梗信玄餅どら5個・
桔梗信玄餅ミルキーバウムクーヘン5個入

七五三
11月吉日

2,300円

お赤飯
小
（300ｇ）

「祝」
焼印入

600円

中
（500ｇ）

900円

鶴の子餅

8個入

1,000円

メディアで紹介されました

「ニノさん」
9/23 日本テレビ
※山梨県では10/5放送

大
（750ｇ）

テレビ東京「夢遺産
〜リーダーの夢の先〜」

9/25 UTY「ウッティタウン6丁目」
高根町在住の植松さんの育てたかぼちゃに
ついて取りあげるなかで、ハロウィンイベント
開催中のハイジの村でかぼちゃが飾られてい
ることも紹介されました。

テレビ朝日
「ニッポン視察団」

TBS「バナナマンの
9/30
せっかくグルメ」

友人がお土産に桔梗信玄餅を届けてくださいまし
た。美味求真を読み、又、山梨へ行こうと思いました。ハ
坂 野 様 イジの村は大好きで何回も訪ねました。お菓子の詰め
放題は長い列で待つ事は大変ですが、何時も熱くなる
我が家の大イベントです。
独身時代お土産に頂いた桔梗信玄餅の箱は、今も私の宝物入れに使っ
ているんですよ。こっそり開けて中身を見ながら思い出にふける私です。
夫が社員旅行で工場見学に参加し、お土産で桔梗信
玄餅とプレミアム桔梗信玄餅吟造り、桔梗信玄餅どらを
工 藤 様 買ってきてくれました。どれもおいしかったのですが、そ
の中でもプレミアム桔梗信玄餅吟造りが特に美味しか
ったです。その他の商品もぜひ食べてみたいです。

埼玉県

森の中の水族館。

古根川 瞭

私の趣味はルアーフィッ
シングです。主に狙ってい
る魚はスズキやメバル、カ

サゴなどといった沿岸や湾内でよく釣れる魚たちです。母方の実家が

地元の方々に聞き込みしたおすすめのお店でご
当地グルメを食べる番組で、
黒蜜庵きなこ亭 甲州
夢小路店と桔梗信玄餅パフェが紹介されました。

瀬戸内海の因島という島にあることもあり、幼いころから帰省しては
釣りを楽しんでいました。ルアーフィッシングを始めたのは高校生の頃
から、また自分で作ったルアーで魚を釣ったことがきっかけで、より熱

UTY
「ウッティタウン6丁目」

中するようになりました。工作も好きで、ルアーの動きや釣れた時のこ
とを考えながら作るのがおもしろく、い

みなみおばちゃんのねぎりまっせというコー
ナーで、
レストランボルケーノの「野菜たっぷり
スペシャルプレート」が紹介されました。

ざ釣れた時は言葉に表せない嬉しさが
「森の中の水
あります。私の所属部署は

10/8 YBS「ててて！TV」

なので、普段から魚と触れ合う機
族館。」
会は多く、釣り

旬の話題を紹介する「とんでけ中継」という
コーナーで、森の中の水族館。で開催中の企
画展「養殖魚展」と「なが！○○が長い生き物
たち」が紹介されました。

9/27 SBSラジオ「聴くディラン」

表示価格は
税別価格です。

お客様から届いた声をご紹介します

私の
趣味・特技
Vol.7

「外国人がはるばる買いに来る日本のご当地
みやげベスト30」という企画で、桔梗信玄餅が
紹介されました。

10/3

1,000円
2,000円

静岡県

成 功を収めている経
営 者やリーダーの 原
動 力となった「 夢 」を
紹介する番組で、弊社
相談役 中丸眞治が取り上げられ、
「若い頃の夢」や「今の夢」のインタビューな
どの様子が放送されました。

9/29

10個入

テレビ

出演者や一般の方が気になっていることをス
タジオで議論する企画のなかで、桔梗信玄餅
の食べ方について取り上げられました。

9/24

5個入

1,300円

体 験 なども
行 って い る の

ラジオ

静岡県のSBSラジオ「聴くディラン〜お出かけスポット紹介〜」で、
ちょっと足を伸
ばして出掛けてほしい県外の面白い施設としてハイジの村が紹介されました。

で、この趣味で
の 経 験 をもっ
と生 か せ れ ば
と思います。

忘・新年会
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り
ご予約承

４名 様 か らご 予 約 可 能 な

セレオ甲府 TEL 055-232-3160 11：00〜22：00
掘りごたつ式の個室スクエア、宴会場サロン・ド・エクラン 16：00〜21：30

宴 会 場 を ご 用 意 して ︑

○FUJIの間10名様まで
○ALPSの間8名様まで
○FUJIの間、ALPSの間両面で18名様まで

皆 様のご 来 店 を お 待 ち していま す︒

セレオ甲府「エクラン・スクエア」

ます

セレオ甲府「サロン・ド・エクラン」
○立食で60名様まで
○着席で20〜30名様程度（ご相談ください）
※スタイルにより多少変わります

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

盛り込み料理 3,000円（写真はイメージです）

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。

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

富士北麓

富士吉田ファーム

水琴茶堂・菓々茶寮・
長寿村 権六・信玄

秋ソバ
収穫

そば粉は
自社農園産 100％

「新そば」食べ放題！

期間限定

11月23日〜

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。

北杜市 ハイジの村クララ館内
TEL 0551-25-2601

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

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

写真はイメージです

11月の収穫
笛吹ファーム
○かぼちゃ ○百目柿
○紫小松菜 ○カブ
○赤軸ほうれん草

明野プラント
○ベビーリーフ

明野ファーム
○大根 ○紅芯大根
○辛み大根 ○人参

お歳 暮
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お歳暮詰合せ

お歳暮詰合せ

まごころギフト

厳選ギフト

・桔梗信玄餅２個入２袋
・桔梗信玄棒5本入１袋
・桔梗信玄餅どら３個
・桔梗信玄餅ミルキーバウムクーヘン２個
・家傳きんつば３個
・黒糖フィナンシェ３個
・黒蜜かすてら２個

・桔梗信玄餅2個入2袋
・桔梗信玄餅どら6個
・桔梗信玄餅
ミルキーバウムクーヘン4個
・濃い黒蜜1個
・黒蜜きな粉ジャム1個
・黒蜜かすてら1棹

3,182円

4,702円

お歳暮詰合せ

お歳暮詰合せ

ありがとうギフト

特選ギフト

・桔梗信玄餅２個入３袋
・桔梗信玄餅どら４個
・桔梗信玄餅ミルキーバウムクーヘン３個
・家傳きんつば４個
・黒糖ようかん３個

・桔梗信玄餅2個入2袋
・桔梗信玄餅どら7個
・桔梗信玄餅
ミルキーバウムクーヘン7個
・家傳きんつば4個
・団十郎十八番4個

3,458円

4,972円

商品受注センター TEL0553-47-3701

早期ご予約で送料無料

※表示価格は税別価格です

11/1〜11/30の期間中に対象商品
（上記4種）
を含んだ発送を
ご予約のお客様 対象商品：お歳暮ギフト※但し同一お届け先ご住所を対象

桔梗信玄餅のやさしい味わいを
キットカット で実現しました

ご当地
キットカット
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新発売

武田信玄公ゆかりの地である
山梨県笛吹市とのコラボ企画

地域・期間限定レアバージョン

「イケメン戦国◆時をかける恋」
武田信玄公のコラボパッケージ
桔梗信玄餅のパッケージにゲームで登場する
イケメン戦国武将「武田信玄公」のイラストが
描かれた特別限定使用！
！

販売店舗

東北自動車道
菖蒲PA

高坂PA
（上り）

笛吹地域
期間限定販売！
佐野SA
（上り）

道

車

動
自
越

関

蓮田SA（上り）
守谷SA
（下り）
車
道

三芳PA
（上り）

常
磐
自
動

圏央道

葉

京

石川PA
︵上下︶

藤野PA︵上下︶
談合坂SA︵上下︶

狭山PA
（外回り）

道
路

厚木PA（内回り・外回り）
港北PA
︵上り︶

中井PA
︵上下︶

海老名SA
︵下り︶

中央自動車道
谷村PA（上下）
足柄SA
︵上下︶

︵上下︶

駿河湾沼津SA

牧之原SA（上下）

富士川SA
︵上下︶
日本平PA
︵上り︶

東名高速道路

清水PA

静岡SA
︵上下︶

長篠設楽原PA
︵下り︶
岡崎SA

新東名高速道路

初狩PA︵上下︶
釈迦堂PA︵上下︶

姨捨SA（上下）
梓川SA（上下）

みどり湖PA（上下）
辰野PA
諏訪湖SA（上り）
（下り）
中央道原PA
小黒川PA
（上下）
八ヶ岳PA
（下り）
（上下）
双葉SA
（上下）

浜名湖SA

販売店舗

赤城高原SA（上下）

境川PA︵上下︶

長野自動車道

恵那狭SA︵下り︶

信玄さんの
ほぼ行ったところまで

桔梗屋直営店、
中央自動車道各PA・SA売店
10/27〜 東名・新東名高速道路他のPA・SA売店

湾岸幕張PA
（下り）

シャインマスカット
好評発売中

販 売 日 10月下旬より随時販売
販売店舗 桔梗屋直営店、山梨県内各観光地、土産品店、ホテル売店、道の駅、地図内全域のPA・SA売店

マミズクラゲの
連続飼育記録が
国内２番目に！
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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。

ラクレット 1,700円
森の中の水族館。
で展示している
「マミズクラゲ」の飼育が、2018年９月
９日時点で365日
（休館日を含む）
と１年以上途切れずに続き、国内で２番
目の連続飼育記録となりました。淡水に生息するマミズクラゲは寿命が
3〜4ヶ月と短く、飼育方法が確立していません。2015年から本格的に飼
育・研究を開始し、2017年9月９日から森の中の水族館。館内で繁殖個体
を使用した連続展示を行っています。現在も飼育が順調に進んでおり、
今 後も記 録を更 新し、飼 育・
研究を行っていきます。

季節
限定

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
OPEN10：00〜17：00（L.O. 16：30）

モンブランパフェ
980円

表示価格は税別価格です。

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）

〜光のページェントを楽しむクリスマス〜

Christmas Dinner 2018
in HEIDI’S VILLAGE
Menu

12/1（sat）〜12/25（tue）17：00〜（L.O.20：00）

サーモンフュメのサフラン手まり寿司
はSpecial Dayです
12/18（tue）
えぞ鮑のインペリアル風
歌謡曲 9,180円」
「クリスマスソングと昭和の
牛ロースのロースト 2色ソース
スープ 紫いものポタージュクリームスープ
魚料理 魚介類のポワレ 甲州名物あわびの煮貝のリゾットトマトソース添え
肉料理 ビーフシチューパイ包み焼き
甲州地鶏のガランティーヌ ソースビガラード トリフ風味のマッシュポテトと共に
※写真はイメージです
デザート明野産ラ・フランスのコンポ―トとプチフール盛り合せ
パン
ご予約先
コーヒー
前菜

フルコース ￥5,400 ハーフコース ￥3,500
※写真はフルコースです

定

10個入
650円
18個入 1,100円
24個入 1,500円

期間限

※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」

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。

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
2日前までにご予約をお願いいたします

※24個入はご予約商品です
表示価格は税別価格です。

TEL：0551-25-4700

入園券売場でも承っております
※表示価格は税込価格です

「いい夫 婦の日」は
日頃の感 謝の気 持ちを伝える日です。
パートナーやご両親、
大切な人に気持ちを届けましょう。
※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/
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（6）

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」

山梨県立文学館

企画展

展覧会

☎055-235-8080

草野心平展

■開催中〜11月25日
（日）

草野心平
（1903〜1988）
は、
蛙と富士山を愛した詩人として広く知られて
います。生命の賛美と庶民の生活感情を蛙の詩に託し、
書や絵画では富士
山の魅力をダイナミックに表現しました。今年歿後30年を迎える草野心平の
作品と生涯を紹介します。

■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。

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

塩山店ギャラリー

☎0553-33-1026

毎月 11/22（木）寄せ植えorブーケ
2回開催 11/25
（日）寄せ植え
10：00〜17：00
（休憩時間 12：00〜13：00・
最終受付 15：00）

※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

「そだち展」

●お問合せ：Dolce Vita TEL055-227-5187

■10月27日
（土）
〜
12月19日
（水）
最終日は
12：00まで

ハイジの村
体験教室

オリジナルのクリスマスリースを作ろう

展覧会

☎055-228-3322

山梨県立美術館開館40周年記念

シャルル＝フランソワ・
ドービニー

●日時：11月10日
（土）
〜12月25日
（火）
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・ハーバリウム）
●日時：毎日 10：00〜15：00
●体験料：1,000円〜
（税込・入園料別途）

作品募集中

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

☎0551-25-4700

愛犬フォトコンテスト11月
●テーマ
「きれいな紅葉」
●募集期間 11月1日
（木）
〜11月30日
（金）
●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

―バルビゾン派から印象派への架け橋―
■開催中〜12月16日
（日）

シャルル＝フランソワ・
ドービニー
（1817-1878）
は画業の早い時期から
戸外での制作をおこない、
ありふれた自然が見せる美しさを主題として生涯
作品を制作し続けた画家です。ゆったりと流れる河川、雄大な海岸、花々が
咲き誇る平原といった対象を、
ありありと写し出し、写実主義の風景画家と
して同時代から高い評価を確立しました。
名声の確立後も新たな表現の探求をやめることなく、
より一層大胆で
瑞々しい画風へと展開し、印象派の先駆として位置づけられることとなり
ました。
山梨県立美術館開館40周年、
さらには画家の没後140周年の節目の年
となる本展は、
ドービニーの画業に焦点をあてる国内初の展覧会となります。

十五夜の日は
お月見だんごがおやつです
おいしかったね
6日(火) お誕生会
15日(木) 七五三
11月の 26日(月) 身体測定
行事予定
29日(木) 防犯訓練
30日(金) 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

11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22日 ☆☆☆
(3/21〜4/19) 23日から30日 ☆☆☆☆

絵中に七ヶ所の間違いがあります。

☆注意

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

おひつじ座

てんびん座

「仕事運」16日まで早い決断と行動を。17日以 「仕事運」16日まで豊かな発想で活躍！17日以
降、考慮して。
「金運」16日まで迷って正解。17 降、少し掘り下げて。
「金運」16日まで最高の出
日以降、おしゃれ関係の出費吉。
「健康運」15 費のために検討を。17日以降、良い決断可能。
日まで機器使った運動良い。16日以降、瞑想 「健康運」15日まで積極的に運動を。16日以
で神経を休めて。28・29日吉。5日・6日注意
降、歯科検診へ。24日・25日吉。19日・20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 ☆☆

(10/24〜11/22)

全体運／
1日から22日 ☆☆☆☆☆
23日から30日 ☆☆☆

「仕事運」16日までいつものペースでOK。17日
以降、より慎重に。
「金運」16日まで直感で決
めて。17日以降、受け身で決断を。
「健康運」15
日まで夏風邪注意。16日以降、運動量を増や
して。6日・7日吉・28日・29日注意

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

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

ふたご座

い

て

座

キ リ ト リ 線

「仕事運」16日まであえて反対意見に歩み寄り 「仕事運」16日まで今年一番の知性運！17日以
を。17日以降、深く掘り下げて。
「金運」16日ま 降、振り返り時。
「金運」16日まで口コミ情報集
では購入は熟慮を。17日以降、運上昇。
「健康 めて。17日以降、安心して購入できる。
「健康
運」15日まで特に好調。16日以降、忙し過ぎな 運」15日まで上半身鍛えたい。16日以降、家庭
いように注意。5日・6日吉。27日・30日注意
料理増やして。28日・29日吉。17日・18日注意
全体運／
1日から22日 ☆☆☆☆
(6/22〜7/22) 23日から30日 ☆☆

全体運／
1日から22日 ☆☆☆
(12/22〜1/19) 23日から30日 ☆☆

か に 座

や ぎ 座

「仕事運」16日まで配慮を徹底。17日以降、再 「仕事運」16日まで変更覚悟を。17日以降、再
考すべき時。
「金運」16日まで家族で話し合う び決断して。
「 金運」16日まで無駄見直しを。
とマル。17日以降、円滑に出費。
「健康運」15日 17日以降、仕事出費優先。
「健康運」15日まで
までスタミナ食で乗り切って。16日以降、水泳 食材凝ると吉。16日以降、ウォーキング実行
で体力アップ。6日・7日吉。24日・29日注意
を。21日・22日吉・26日・27日注意

前回の答え
応募総数

し し 座

(7/23〜8/22)

全体運／
1日から22日 ☆☆
23日から30日 ☆☆☆☆

みずがめ座
(1/20〜2/18)

全体運／
1日から22日 ☆☆
23日から30日 ☆☆☆

「仕事運」16日まで積極的な動きがマル。17日 「仕事運」16日まで個性的意見に注目。17日以
以降、改善点に気付く。
「金運」16日まで小さな 降、軌道修正マル。
「金運」16日まで移動事へ
買い物も考慮を。17日以降、近場購入OK。
「健 の出費検討を。17日以降、お出掛け吉。
「健康
康運」15日まで急な症状警戒を。16日以降、水 運」15日まで屋外で運動を。16日以降、家での
分補給大切。28日・29日吉。14日・15日注意
運動効果大。24日・25日吉。1日・8日注意

名

81

正解者
77

名

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

おとめ座

【前回の当選者】
平野 麻衣 様（東京都）
平賀 哲也 様（東京都）
武島 清美 様（山梨市）

武藤 桂 様（岐阜県）
坂本 真史 様（大月市）

う お

座

(2/19〜3/20)

全体運／
1日から22日 ☆☆☆☆
23日から30日 ☆☆

「仕事運」16日まで柔軟性需要。17日以降、考 「仕事運」16日まで短所に気付く。17日以降、
え直すのもあり。
「金運」16日まで大きな買い 周囲の話に傾聴。
「金運」16日まで極端な選択
物検討を。17日以降、決断良い。
「健康運」15日 もあり。17日以降、集中すると運気上昇。
「健康
まで胃に優しい食事を。16日以降、サプリ頼り 運」15日まで寝る前に瞑想を。16日以降、炎症
過ぎNG。3日・4日吉。24日・25日注意。
や発熱に注意。6日・7日吉。24日・30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。

光り輝き

横断す

紅葉か

ロープウェイから
見る景色

﹁紅葉﹂

・紅葉を

三国峠を

今月のテーマ

・大空に

もみじ饅頭
食べながら

・紅葉の

もみじかな

紅葉狩り

孫とたわむれ

深き山里

・紅葉を

・秋麗

・秋風と

萩原 睦子

風間 ますみ

髙部 敏江

伊藤 敏子

坂野 美保子

田沢 幸子

野沢 百合子

白井 由美子

廣瀬 昭美

野沢 𠮷紀

横関 義英

高尾山

染められて

広がりて

紅葉狩

燃ゆるもみじや

いろとりどりに

山一面に

デートコースは

・だんご屋の

・山並みが

・草紅葉

・彼女との

追想す

幼き我が子

はなみずき

森澤 一幸

竜沢 栄子

・紅葉見て

胸にさす

井上 一江

岡田 敏子

窪寺 つや子

仲澤 賢

・ 花水木 紅葉の道 ゲート︵ボール︶に走る 小宮山 秀子

紅葉の舟

拾ひてそっと

競い合う

・清流に

・紅葉を

通勤す

生き生きと

街路樹ながめ

もみじ

紅葉まといて

・そまりゆく

日がつづく

はらづつみ

下戸にはつらい

秋の美食に

・水車小屋

・紅葉と

・紅葉狩り

皆様の素敵な俳句︑川柳をお待ちしております︒

だんだんと 風 が 冷 た くなり ︑少 しずつ冬の訪れを 感

じます︒

次回の募集テーマ﹁
は ゆく年﹂です︒

編集室 から

こ うふ開 府 5 0 0 年 記 念にリニューアルした 信 玄 軍 配 ︒シャインマスカット 味

が︑凍らせたり︑トースターで焼いたりしても美 味しいんで

に続き ︑黒 蜜きなこ 味 が 誕 生しました ︒そのまま 食べてももちろん美 味しいです

味で も 挑 戦 し たいで す ね ︒こ れ か らの 寒 く な る 時 期 には ︑

鈴木彩水

す ︒シャインマスカット 味では試 してみたので ︑黒 蜜 きなこ

方があったら︑ぜひ教えて下さい︒

トースターで温めるのがいいかな︒その他にもおいしい食べ

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九日︵金︶です︒

「仕事運」16日まで裏から見るとヒントあり。
17日以降、秘策が生きる。
「金運」16日までは
っきり決めないでOK.。17日以降、几帳面に。
「健康運」15日まで偏食・食べ過ぎ注意。16日
以降、屈伸運動を。22日・30日吉。7日・8日注意

さそり座
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ハイジの村

光のページェント
スイスの森の
冬景色

県下最大級の
イルミネーションの祭典 80万球
2018.12/1

〜31

まで

9：00〜21：00 ［点灯時間］日没〜

クリスマスディナー

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

グ
プロジェクションマッピン

Bridal Fair

HEIDI’S FLOWER GARDEN

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

11/23 ㊗ 9:00〜18:00 【人気のハンドリラクゼーション無料体験付】
暖炉の部屋でほっこりブライダルフェア

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。
11/11
9:00〜18:00 【初めての参加でも安心
！】
模擬挙式＆憧れのプリンセス体験付ブライダルフェア

12/8 9:00〜18:00 【お料理重視の方はぜひ！5組限定】
オリジナルウエディングメニューテイスティングフェア

12/22 ・23 ・24 ㊗17:00〜21:00 【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

♥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

♥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）

♥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

北杜市

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

♥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）

無休

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

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

開催中〜
平成31年1月21日

無休

〒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.morinonakano-suizokukan.com

日本をはじめ世界中で数多くの魚たちが、食用や観賞用などの様々な目的で養殖されています。特に山梨県
では豊富な水を使用したサケ・マス類の養殖が盛んで、ニジマスの生産量は全国第3位です。そこで、養殖とは
なにか、山梨県ではどのような養殖が行われているのか、生き物を観察しながら学んでみましょう。

開催中〜
平成31年1月21日

生物の中には、体長や身体の一部が長く進化したものや、人間と同じく
らい生きる、寿命が長いものが存在します。なぜ長いのか生物の観察や
解説パネルで学んでみましょう。

11月17日
魚拓を取ることを通じて生き物の不思議、生命の大切さ、自然環境の保護について考えよう！
①10：30〜 ②13：30〜
●対象：小学校高学年〜大人（小学生は保護者同伴）各回10名※先着順●参加費：入館料のみ
③15：00〜（各回約30分）
11月23日 ㊗・24日 ・25日
10：00〜12：00、13：30〜15：30

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）各回先着50名●参加費：入館料+435〜560円

