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メディアで紹介されました

リメイク作品 大 募 集

テレビ

5/17 日本テレビ
「ヒルナンデス！」
「 沿 線フォトさんぽ 」というアルバムに書かれたキー
ワードだけを頼りに、聞き込みをしながら名物スポット
を探索し、思い出アルバムを
完成させていくコーナーで、
大月店にキーワードを聞き
込みにきました。また、
スタジ
オで桔梗信玄餅最中の試食
を行いました。

○募集内容

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 桔梗屋 美味求真編集室

作品紹介 東京都 渡辺様「お人形」

5/20 テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」
モノやサービスの人気やトレ
ンドをランキング形式で紹介
する「白熱！ランキング」という
コーナーにて、
「名菓の工場
見学」と題し桔梗屋の工場見
学が紹介されました。

桔梗信玄餅の包装紙を使用したリメイク作品

5/22 UTY「ニュースの星」
ハイジの村「ジャーマンアイリ
ス祭り」の様子が紹介されま
した。

5/26 テレビ朝日「パネルクイズ アタック25」
25枚のパネルを巡り、4人の
解答者がクイズに挑戦するク
イズ番組。出題されるクイズ
のなかで、参考画像として森
の中の水族館。の「どじょう」
の画像が使用されました。

6/4

『この人形は十数年前に作られたものです。長い
間ケースに入れて何気なく見ていたのですが、あ
る日突然片づけをしていて思い出しました。処分
する前にひとつひとつなつかしい想いにひたって
おりました時、この人形を見て「桔梗屋」の文字が
目に留まり、このまま処分するのはやめようと、皆
さまに見ていただこうと思い立ち、今日に至りま
した。』とのお手紙と共にお持ちいただきました。
想いのこもったお人形をありがとうございます。
大切に飾らせていただきます。

出店しました

YBS「ワイドニュース」

ハイジ の 村「 第 2 回 世 界 の
バラ展」の様子が紹介されま
した。
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UTY「ニュースの星」

ハイジ の 村「 第 2 回 世 界 の
バラ展」の様子が紹介されま
した。

お客様から届いた声をご紹介します
神奈川県

牧野様

巾着の袋がとてもかわいくて、
旅行の時に必ず持っていき、こ
まかい物を入れてスーツケー

スの中に入れてます。次に買うときは、持って
いるものとは違う色を買おうと思っています。

神奈川県

大矢様

ご応募
ありがとう
ございます

アミュプラザ長崎inかもめ広場

「アイスクリーム万博 あいぱく長崎」

桔梗信玄ソフト+をはじめ、新発売の桔
梗信玄ソフトミックスなどを販売しました。
中でも、桔梗信玄ソフトミックスは行列が
できるほど大人気でした。
桔梗信玄ソフトミックス
は、桔梗信玄餅工場テー
マパーク(グリーンアウ
トレット1 / 2 、テーマ
パークカフェ)、黒蜜庵
セレオ甲府店にて販
売しています。

佐々木様

工場祭り「数当てクイズ」
1等 電動アシスト自転車 当選者

スターで焼いて食べました。と
ても美味しかったです！
！

フットサル

山梨市工場

長田 祥三

私は、小学校から大学までサッカーと共に学生時代を過

ごしてきました。桔梗屋に就職してからは、仕事中心の生活
でサッカーをやる機会はあまりなく、何か気軽にリフレッシュ

できるスポーツがしたいと思っていた10年前に、フットサルと出会いました。
フットサル場で働いている友人に誘われ、個人参加のフットサルに行きだすと楽しさに魅せられていき
ました。個人参加という事で、10代〜50代まで幅広い年代の人達とチームを組みます。見ず知らずの人
とプレーすることに、初めは緊張しましたが、フットサルを通じて交友関係も広がり、新たな友人も出来ま
した。フットサルは言わば、5人対5人のサッカー。攻守の切り替えが早く、体力
の消耗が激しいスポーツで、なまっていた私の体を鍛え直すにはうってつけで
した。私の仕事は体力も使うので、仕事にも生きていると思います。私にはま
だ子供がいませんが、将来、自分の子供と一緒にフットサルが出来たら…とい
う夢を密かに抱いています。

お客様
の声

小さい頃から行っていた桔梗屋工場祭りに、
今年は初め
て息子を連れて行きました。バスやお祭り屋台に大興奮
でとても楽しめました。まさか当たるとは思わなかったの
で、
家族みんなで大喜びです！ありがとうございました。

信玄軍配を購入しました。
トー

私の
趣味・特技
Vol.14

美味求真編集室宛に
皆様の力作をご郵送ください。

（3）

2019年（令和元年）7月

山 梨 県 立 富 士 湧 水の里 水 族 館

イベントスケジュール
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

貝殻工作体験・バックヤードツアー
貝殻工作体験・エサやり体験
おさかなペイント・マイうちわを作ろう
おさかなペイント・マイうちわを作ろう
森の中の工作体験。
・マイうちわを作ろう
昆虫標本作り・マイうちわを作ろう
森の中の工作体験。
・マイうちわを作ろう
貝殻工作体験・バックヤードツアー
貝殻工作体験・エサやり体験
おさかなさんを作ろう・マイうちわを作ろう
おさかなストラップ作り・マイうちわを作ろう
おさかなさんを作ろう・マイうちわを作ろう
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ちぎり絵アクアリウム・マイうちわを作ろう
ちぎり絵アクアリウム・マイうちわを作ろう
貝殻工作体験・バックヤードツアー
貝殻工作体験・エサやり体験
色んな生き物さわってミ〜ナ・マイうちわを作ろう
昆虫標本作り・マイうちわを作ろう
色んな生き物さわってミ〜ナ・マイうちわを作ろう
おさかなストラップ作り・マイうちわを作ろう
色んな生き物さわってミ〜ナ・マイうちわを作ろう
森の中の工作体験。
・
貝殻工作体験・バックヤードツアー
森の中の工作体験。
・
貝殻工作体験・エサやり体験
チョウザメタッチング
チョウザメタッチング
チョウザメタッチング
チョウザメタッチング
ザリガニ釣り体験・マイうちわを作ろう
ザリガニ釣り体験・バックヤードツアー
ジェルキャンドル作り・
貝殻工作体験・エサやり体験
ジェルキャンドル作り・マイうちわを作ろう
ジェルキャンドル作り・マイうちわを作ろう
森の中の工作体験。
・マイうちわを作ろう
昆虫標本作り・マイうちわを作ろう
色んな生き物さわってミ〜ナ・マイうちわを作ろう
貝殻工作体験・バックヤードツアー
貝殻工作体験・エサやり体験
色んな生き物さわってミ〜ナ・マイうちわを作ろう
おさかなさんを作ろう・マイうちわを作ろう
色んな生き物さわってミ〜ナ・マイうちわを作ろう
ちぎり絵アクアリウム・マイうちわを作ろう
色んな生き物さわってミ〜ナ・マイうちわを作ろう
貝殻工作体験・バックヤードツアー

月

森の中の水族館。

夏休み
特別イベント
予告

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
特別展

〜金魚のお祭り〜夏の大金魚展
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令和元年 月 日

ダルマ赤出眼金

〜9月30日

金魚が作られてきた歴史を知るとともに見分け方などを知ろう
○場所：水族館1階企画水槽および2階展示コーナー

水泡眼

普段見られない水族館の裏側を見てみよう！
○対 象：4歳以上(各回先着10名)
○参加費：入館料のみ

夏休み

10：00〜11：30、13：30〜15：00

水族館で観察したさかなをボードにペイントしたり、
自分だけのオリジナルのさかなを作ったりしよう。

マイうちわを作ろう

生き物をかたどった厚紙のうちわに色を塗り、
マイうちわを作ろう！
○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+100円

昆虫標本作り

夏休み

昆虫の標本を作ることで昆虫の体の構造や、
生きていく仕組みを観察しよう。
○対 象：小学生以上（小学生未満要相談）各回先着5名
○参加費：入館料＋500円
○要予約

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！
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

水族館にいるたくさんの生き物を楽しく観察して
記念に残るストラップをつくろう！
○対 象：年齢制限無し
（小さいお子様は保護者同伴）
○参加費：入館料＋200円

夏休み

夏休み

色んな生き物
さわってミ〜ナ

○対 象：年齢制限なし(小さいお子様は保護者同伴)
○参加費：入館料のみ
※雨天時、強風時は、貝殻工作体験に変更いたします

夏休み

ちぎり絵アクアリウム

10：00〜12：00、13：30〜15：30
生き物のシルエットが描かれた色紙に、
ちぎった折り紙を貼り付けてちぎり絵を作ろう！
○参加費：入館料+100円

夏休み

おさかなさんを作ろう

10：00〜12：00、13：30〜15：30

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！
○参加費：入館料のみ

ザリガニ釣り体験

さかなの形をした白色の布に色を塗って、
オリジナルのさかなを作ってみよう！

ガラ・ルファふれあい体験

10：00〜12：00、13：30〜15：30

体験イベント

○参加費：入館料＋100円

10：00〜12：00、13：30〜15：30

エサやり体験 〈二重回遊水槽〉

○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＋800円〜

●毎週日曜日 11：00〜、14：00〜
●参加費：入館料のみ 先着20名

7月の収穫

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（代）9：30〜17：30

忍野入口

貝がら工作体験

●毎週日曜日 10：00〜15：00
●参加費：入館料のみ

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。

森の中の水族館。

●毎日開催 ●参加費：入館料のみ

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！

循環型
農業

バス停
さかな公園
至富士吉田

ジェルキャンドル作り

自社農園

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

○対 象：年齢制限なし(小さいお子様は保護者同伴) 各日先着100名
○参加費：入館料+100円

水族館でザリガニ釣りをして、ザリガニ釣りの面白さを体験してみよう。
○対象：小学生以上(小学生未満要相談)

12
13
14
15
16
17
18

10：00〜12：00、13：30〜15：30

チョウザメタッチング

10：00〜12：00、13：30〜15：30

11

○対

おさかなストラップ作り

10：00〜11：30、13：30〜15：00

森の中の工作体験。

10：00〜12：00、13：30〜15：30

10：00〜10：45、11：00〜11：45、
13：30〜14：15、14：30〜15：15

夏休み

おさかなペイント

○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

10：00〜12：00、
13：30〜15：30

夏休み

夏休み

月

裏側見学！バックヤードツアー

11：30〜、14：30〜、15：30〜

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

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

笛吹ファーム ○ピーマン ○ししとう ○ミニカボチャ ○オクラ

○玉ねぎ ○きゅうり ○なす ○ミニなす
○インゲン ○ブロッコリー ○じゃがいも ○ミニトマト
（各種）
○パプリカ ○ミニパプリカ ○ハグラウリ ○ハヤトウリ

明野プラント

○さくらんぼ

明野ファーム

○ズッキーニ ○辛味大根
○ミニ人参 ○人参

○トマト
（大玉）
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クリーム
もち
あんこ

しっとりと焼き上げた
どら皮にクリーム、もち、
あんこをサンドした
アイスどら焼きです。

おひとつ

250円

瀬音

3,170円〜

※写真はイメージです

おひとつ

330円

おひとつ

水音 3,020円〜

せせらぎ

涼菓セット
詰合せ

320円

1,600円〜

2,260円

プリンと
桔梗信玄生 す。
で
売
販
ト
ッ
セ
おひとつ

320円

おひとつ

4個入

300円

6個入

食べくらべセットも
ございます

8個入
12個入
＋

4個入
6個入
8個入

やまなし
ギフトコンテスト
最優秀賞

12個入

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
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

おひとつ

おひとつ

380円

みんなが贈りたい。
JR東日本おみやげグランプリ2018
総合準グランプリ受賞

950円
1,410円
1,900円
2,820円

国土交通省観光庁後援
おみやげグランプリ2015
フード・
ドリンク部門
グランプリ受賞

320円

甲府夜曲
水琴茶堂の梅くずきり

910円
1,350円
1,820円
2,700円

水琴茶堂のあんみつ
おひとつ

380円

おひとつ

250円

甲斐の実り

おひとつ

220円

【こし】北海道十勝産小倉あんをふんだんに使い、 【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
なめらかな口当たりに仕上げました。
ました。
【大納言】ふっくら炊き上げた小豆の風味豊か
【さくらんぼ】さっぱりとしたさくらんぼ入りのゼリ
な水羊羹です。
ーです。
【抹茶】抹茶の香りが広がる水羊羹は見た目も涼
表示価格は税別価格です
しげです。

南 ア ル プス ・ 八 ヶ 岳 の 天 然 氷 使 用

販売店舗 桔梗信玄餅工場テーマパーク
「テーマパークカフェ」／桔梗屋甲府本館「カフェギャラリー」
黒蜜庵きなこ亭（甲州夢小路）／山梨フルーツ王国（釈迦堂PA上り線）／信玄（セレオ甲府5階）／HanaCafe Kikyou（富士大石ハナテラス内）

今年も始めました︒

自社農園産いちごを
使用した手作りシロップ

天然氷とは 八ヶ岳の冬の自然の寒さだけで
じっくりと時 間をかけて作った氷のことです ︒氷は
時 間をかけてゆっくり凍らせると空 気も不 純 物も
含まない︑
透明な堅い氷になります︒天然氷は︑
たく
さんの時間と手間暇をかけて作った特別な氷です︒

桔梗信玄

もも

山梨県産

抹茶

宇治の

いちご

こだわりのシロップは全4種類。素材そのものを生かした自慢の味を召し上がれ。
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バラの園のスイーツ祭り

河口湖

各種ジェラート食べ放題
世界の紅茶飲みくらべ

開催中

ランチブッフェ付
スイーツブッフェ 90分

2,800

円
（税別）

コーヒー・紅茶付 11：00〜15：00

スイーツブッフェのみ 60分

1,500

円
（税別）

コーヒー・紅茶付 15：00〜17：30

土用餅とは
古 く か ら 夏 の 土 用 の 入 りに

食 べら れ た 歳 時 菓 で ︑お 餅 を 食 べ︑暑 さ を

乗 り切 り︑小 豆 で厄 除けを願います︒

締切日 7/22㊊
ご予約を承ります ご予約
甲府駅ビル2階

土用 の
丑 の日

山梨県南都留郡
富士河口湖町船津211

7/27
（土）

4個入・・
・500円

写真は3/4尾

6個入・
・
・750円
表示価格は税別価格です

3/4尾

1,850 円

1/2尾

1,250 円

士吉田店
カフェ＆ランチ 菓ヶ茶寮富

改装リニューアル！

甲州名物煮込みかぼちゃほうとう
や石臼挽き蕎麦など、
さまざまな
メニューを取り揃えています。お
食事をお召し上がりのお客様は、
けんちん汁と自社農園「ハイジの
野菜畑」でつくった野菜などを使
用した「俺らん家のおごっそう」
がおかわり自由の食べ放題でお
楽しみいただけます。

富士吉田店 TEL 0555-21-1500

営業時間 ランチタイム 11：00〜15：00
カフェタイム 15：00〜18：00

眞治

富士吉田店・都留店
上野原店・韮崎店

令 和 最 初の夏

相談役 中丸

どんなお花を楽しみますか

株式会社桔梗屋

セレオ甲府店
大月店

邪道といわれても良い︑
おいしければ︒

夏のワイン！わたし流。

かち割り
ワイン

限定

郷土料理 信玄のうな重

一宮店・フォレストモール富士河口湖店
笛吹店

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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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

☎055-227-1752

中丸精十郎と
桔梗屋の歴史展

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ラワーレッスン
毎月
2回
開催

7/25
（木）ブーケ・寄せ植え
7/28
（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

○開催中〜

ハイジの村

桔梗屋ゆかりの画家 中丸精十
郎（1840〜1895）
の作品展を開
催中です。初公開びょうぶや、掛け
軸、紹介文などを展示しています。

女の子の美しい成長を願う
「スイスの花祭り」
日時：7月21日
（日）※詳細は8面をご確認ください。

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。

塩山店ギャラリー

☎0551-25-4700

☎0553-33-1026

桔梗屋グループ写真展
○7月1日(月)〜

体 験イ ベント

夏休み工作 涼しげなジェルキャンドルづくり
日時：7月13日
（土）
〜15日
（祝・月）
、20日
（土）
、21日
（日）
時間：11：00〜15：00
参加費用：800円〜
（税込・入園料別途）

ラベンダースティックづくり

日時：7月6日
（土）
、7日
（日）
、13日
（土）
〜15日
（祝・月）
、
27日
（土）
、28日
（日）
時間：10：00〜13：00
参加費用：500円
（税込・入園料別途）

ラベンダーつみとり体験

桔梗屋グループの写真を展示します。

参加費用：500円
（税込・入園料別途）

ハーバリウム

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）
日時：毎日 10：00〜15：00
体験料：500円〜
（税込・入園料別途）

モイストポプリ

セグウェイ園内ガイドツアー
山梨県立美術館

展覧会

☎055-228-3322

特別展 黄昏の絵画たち
近代絵画に描かれた夕日･夕景

作品募集中

○開催中〜8月25日(日)
本展は、
「夕日・夕景」のモティーフに着目し、東西両洋の画家た
ちの表現を紹介するものです。独特の光の移ろいや、情緒があるこ
の時刻の表情は、多くの画家たちの心を捉え続けてきました。19世
紀から20世紀にかけての西洋と、
その影響を受けながら独自の風
景表現を生み出そうとした近代日本を中心に、多様な表現をご紹介
します。

山梨県立文学館

展覧会

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）

☎055-235-8080

開館30周年記念特設展
「山と水の文学」
（仮題）
○7月13日(土)〜8月25日(日)
富士山、南アルプス、八ヶ岳など、豊富な水源を有する山々に囲ま
れた山梨県。その奥深い自然は多くの文学者たちを刺激し、優れた
小説・詩歌など文学作品を生み出す重要なテーマとなってきました。
小島烏水、若山牧水、尾崎喜八、深田久弥、新田次郎などの作品
により、山と水をテーマにした文学に焦点をあてた展覧会です。

愛犬フォトコンテスト7月

テーマ
「夏がきたぞ」
募集期間 7月1日
（月）
〜7月31日
（水）
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
遊亀公園動物園に行きました
「ふわふわなモルモットをだっこしたよ」

7月の行事予定
1日(月) プール開き
25日(木) 身体測定
15日(月) お菓子作り
29日(月) 防犯訓練
21日(日) スイスの花祭り参加 30日(火) 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
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

7月

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 ☆☆☆☆
(9/23〜10/23) 23日から31日 ☆☆

全体運／
1日から22日 ☆☆
(3/21〜4/19) 23日から31日 ☆☆☆☆

おひつじ座

「仕事運」19日まで好調。20日以降、軌道修正
を。
「金運」3日まで口コミ購入マル。4日から27
日まで使い道相談を。28日以降、大出費OK。
「健康運」1日はセーブ。2日以降、運動量増や
して。23日・24日吉。9日・10日注意。

お うし 座

(4/20〜5/20)

てんびん座

「仕事運」19日まで理詰めで。20日以降、想像
力カギ。
「金運」3日まで旅行・勉強費吉。4日か
ら27日まで耐久品購入を。28日以降、交際費
マル。
「健康運」1日は腰痛警戒。2日以降、器具
を使う運動を。28.日・29日吉。16日・17日注意。

全体運／
1日から22日 ☆☆☆
23日から31日 ☆☆

さそり座

(10/24〜11/22)

「仕事運」19日まで無理通さずに。20日以降、
方法発見。
「金運」3日まで極端な選択吉。4日
から27日まで長い目で見た計画を。28日以降、
控え時。
「健康運」1日は体力勝負。2日以降、
ト
ラブル注意。11日・22日吉。25日・27日注意。
全体運／
1日から22日 ☆☆
(11/23〜12/21) 23日から31日 ☆☆☆☆

全体運／
1日から22日 ☆☆
(5/21〜6/21)
23日から31日 ☆☆☆

ふたご座

い

キ リ ト リ 線

「仕事運」19日まで情報交換が吉。20日以降、反
省を。
「金運」3日まで今年一番の購入時。4日か
ら27日まで飲食費マル。28日以降、チープに。
「健康運」1日は歩く時間増やして。2日以降、軽
い運動を。28日・29日吉。13日・14日注意。

や ぎ 座

「仕事運」19日まで裏方意見注目。20日以降、
相手に任せて。
「金運」3日まで美術品購入吉。
4日から27日まで妥協出費あり。28日以降、感
情任せOK。
「健康運」1日は無理せずに。2日以
降、鉄分補給を。25日・27日吉。2日・9日注意。

応募総数

全体運／
1日から22日 ☆☆
(1/20〜2/18) 23日から31日 ☆
異性運のみ ☆☆☆☆☆

全体運／
1日から22日 ☆☆
(7/23〜8/22)
23日から31日 ☆☆☆☆

し し 座

「仕事運」19日まで本心固めて。20日以降、周
囲の感情注視。
「金運」3日まで会合出費マル。
4日から27日まで趣味に投資。28日以降、ぜい
たく購入吉。
「健康運」1日は睡眠十分に。2日
以降、肉食を。23日・24日吉。18日・19日注意。

名

57

正解者
名

51

おとめ座

(8/23〜9/22)

【前回の当選者】
渡辺 真生美 様（中央市） 鈴木 孝子 様（静岡県）
岡田 こだま 様（東京都） 木川 志保 様（静岡県）
村松 ひとみ 様（市川三郷町）

座

全体運／
1日から22日 ☆
異性運のみ ☆☆☆☆☆
(12/22〜1/19)
23日から31日 ☆☆

全体運／
1日から22日 ☆☆☆☆☆
(6/22〜7/22) 23日から31日 ☆☆

「仕事運」19日まで丁寧に進めて。20日以降、
マイペース再考。
「金運」3日まで募金吉。4日か
ら27日まで念願購入がツキ呼ぶ。28日以降、手
堅く。
「健康運」1日ケガ注意。2日以降、和食で
スリムに。11日・21日吉。23日・24日注意。

て

「仕事運」19日まで好機。20日以降、秘策検討。
「金運」3日までペア出費推奨。4日から27日ま
で穴場で購入を。28日以降、不動産関係吉。
「健康運」1日はサウナお勧め。2日以降、ゴル
フなどで運動を。23日・24日吉。1日・2日注意。

か に 座

前回の答え

全体運／
1日から22日 ☆☆☆☆
23日から31日 ☆☆

みずがめ座

「仕事運」19日まで傲慢NG。20日以降、後輩と
会話必要。
「金運」3日まで大物購入吉。4日か
ら27日まで100円ショップ活用。28日以降、贈
り物重視。
「健康運」1日散歩を。2日以降、仲間
と運動して。1日・2日吉。25日・26日注意。

全体運／
1日から22日 ☆☆☆
23日から31日 ☆☆

う お

座

(2/19〜3/20)

全体運／
1日から22日 ☆☆☆☆
23日から31日 ☆☆

「仕事運」19日まで感覚優先で。20日以降、話 「仕事運」19日まで職場の整理整頓。20日以
し合って。
「金運」3日まで無駄遣い警戒。4日か 降、決断時。
「金運」3日まで散財注意。4日から
ら27日までネット購入吉。28日以降、
こだわり 27日まで目立つ出費吉。28日以降、再利用で
NG。
「健康運」1日は体操を。2日以降、半身浴 節約。
「健康運」1日は歩く時間意識。2日以降、
お勧め。8日・15日吉。28日・29日注意。
検査怠らずに。12日・21日吉。28日・29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。

﹁風鈴﹂

ね

涼げに

虫も鳴く

風鈴の音や
萩原 睦子

伊藤 敏子

横関 義英

さそわれて

今月のテーマ

ね

竜沢 栄子

・アーケード街

仲澤 賢

・風鈴の音に

かぜが風呼び

ね

廣瀬 昭美

たが

夏を越す

音を呼ぶ

・風鈴の

やがて心の中で鳴り

ふうたく

・風鈴は

こうこつ

風鐸の音で

田澤 幸子

家違え

森澤 一幸

野沢 百合子

野沢 𠮷紀

牧野 洋子

吉村 節子

風間 ますみ

牧野 光江

井上 一江

小宮山 秀子

窪寺 つや子

髙塩 希菜

・着信音

恍惚として

さわがしく

風をよび

いと涼し

ガラス風鈴

風鈴の音色

風鈴の音

・鈴の音に

・窓辺の

・この猛暑

ここちよい

一つ鳴り

風をはこんで

忘れ風鈴

・ベランダの

はいおく

・廃屋に

・すずしげな

お持て成し

こもりうた

夕すずみ

夕すずみ

鈴の音色も

風鈴の音に

・涼しげな

・夏近し

音ねに誘われて

風鈴のねが

軒の風鈴

・リンリンと

・風鈴の

涼しげや

・夕風に

風はこぶ

音色と共に

ふうりんの音

髙橋 美代子

暑さやわらぐ

・風鈴の

・チリンチリン

風鈴の音に

髙部 敏江

吾子の泣き声
合唱す

・心良き
目をつぶる

・風鈴と

皆様の素敵な俳句︑川柳をお待ちしております︒

次回の募集テーマ﹁
は 西瓜﹂です︒

編集室 から

平 成 から令 和になって3ヶ月 が 経 と う としていますが ︑
2 0 1 9 年は早いもので残 すところ半 年 を 過ぎました ︒
本 格 的 な 夏 到 来 ︒海 開 きに 山 開 き ︑花 火 大 会 にお 祭 り と ︑イベント も 盛 り だ くさん
の7 月 ︒学 生の皆 さんは夏 休 みも 始 まり ︑どんな 風に過ごそ う か と 計 画 を 立てている
ことでしょう ︒
ハイ ジの 村では 7 月 1 日 か らラベンダ ー 祭 り ︑森の 中の 水 族 館 ︒でも 夏 休 み 特 別 イ
ベント が 開 催 されま す ︒夏 休 みの 宿 題 に 行 き 詰った と きは ︑遊 びに 出 か けて 刺 激 を 受
けるのもひとつの手 かもしれませんよ︒
エネルギ ー 補 給には︑冷 やして 飲 める﹁ 水 琴 茶 堂の甘 酒 ﹂が オススメです ︒土 用の丑
の日に鰻 を 忘れずに食べれば︑夏バテ対 策はバッチリ ︒夏の暑 さも 吹き 飛 ばしちゃいま
しょう ︒
小澤詳子

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 七月十日︵水︶です︒

「仕事運」19日まで我慢。20日以降、周囲に意
見伝えて。
「金運」3日まで通常路線で。4日から
27日までお試し購入マル。28日以降、忍耐時。
「健康運」1日は肩こり改善を。2日以降、食べ過
ぎ注意。7日・16日吉。29日・30日注意。

☆注意
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夏休み夜間特別イベント

8月から

8/1 〜25

夜9時まで営業
みんなの夏を
もっと楽しく

ハイジの村の夏休み体験イベント

プロジェクション
マッピング

予告

日没後の教会は花で彩られ、
幻想的な姿をあらわします。

セグウェイ園内ガイドツアー ラベンダースティック作り
＆ 摘み取り体験

ドライフラワー
手作り体験
園内の花で作ったドライフラワ
ーを使ったハイジの村ならで
はの作品を作ろう。
体験料：500円〜
ポプリ
モイスト 験
手作り体

15分 1,100円〜

7月から
（スティック作りは6月
末〜7月の土日祝）

しゃぼん玉を作ろう

ヤギの
ユキちゃん
エサやり体験

エサ代
100円

夏休み工作 涼しげなジェルキャンドルづくり
世界にひとつ、
オリジナルキャンドルをつくろう
体験料：800円〜
開催日：7/13㊏〜15㊊㊗、20㊏、21㊐、
8/3㊏、4㊐、10㊏〜15㊍、17㊏、18㊐、24㊏、25㊐

ウム
ハーバリ 験
手作り体

※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。

愛犬と一緒に
入園できます

7月 ラベンダー

8月 ひまわり

※写真はイメージです

「スイスの花祭り」7/21（日）開催
０００円（税込）※入園料別途
スイスの伝統的な夏祭り「マイエ ●参加料 １，

ンツーク」をもとに、手作りのブー
ケとブートニア、花冠をつけてドレスアップした
女の子の美しい成長と男の子の健やかな成長
と幸せを願う「スイスの花祭り」を開催します。
9：00
9：30
７/21
9時半〜 10：40
11：15

受付開始
ブーケ・ブートニア・花冠作り
園内パレード
（雨天中止）
ファッションショー

OPEN 9：00〜18：00 無休

※花冠、
ブーケ、
ブートニア製作費を含みます。
※当日入園券売り場にてお支払いください。
※入園料 高校生以上 700円、
小中学生 350円、
小学生未満無料
●参加資格
3歳〜小学6年生までのお子様
※女の子はワンピースや上下白い服
（スカートとシャツなど）、
男の子は白いシャツに白か
アイボリーのズボン、
または半ズボンを着てご来村ください。※保護者の方もご同伴ください。
●応募方法
下記いずれかに①お子様のお名前（ふりがな）②年齢（学年）③ご住所④ご連絡先電話番号
⑤当日お越しになる保護者様のお名前と人数⑥グループで参加される場合はその旨をお伝えください。
TEL：0551-25-4700（ハイジの村） FAX：0551-20-2122 メール：mail＠haiji-no-mura.com
●締切 定員になり次第締め切らせて頂きます。

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 FLOWER GARDEN

ゲ ストととも に

HEIDI’S VILLAGE 花の教会

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

7/6 9:00〜18:00 まずはデート気分で行ってみよう
テーマパークウエディング体験フェア

7/27 9:00〜18:00 5 組 限 定 人気の試食付！
緑に囲まれたぶどう棚のチャペル体感フェア

♥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）

♥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

振 13
8/11 ㊗、12 ○、
17:00〜21:00
涼しいナイトブライダルフェア

8/24 9:00〜18:00 自然の中で体感！
憧れのリゾートウエディングフェア

♥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）

♥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）

山梨県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】9：00〜18：00

模擬挙式＆ドレスの試着付

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】4月から OPEN 9：00〜18：00 無休

