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旬のイチゴを贅沢に！
季節限定

イチゴパフェ
自社農園ハイジの野菜畑で採れた
新鮮なイチゴを使用！
お手製ジェラートとの相性も抜群です

イチゴパフェ・・・・・・980円（税別）
ミニイチゴパフェ・・・680円（税別）

テイクアウト・・・680円（税別）

※テイクアウト容器での
お渡しです

甲州夢小路店

Strawberry parfait
※イチゴの収穫状況により、
他の園のイチゴを使用する場合もございます

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

オンライン
ショップ

http://www.kikyoushingenmochi.com

2019年（平成31年）3月

（2）

森の中の水族館。

メディアで紹介されました
テレビで紹介されました

1/26 日本テレビ

山 梨 県 立 富 士 湧 水の里 水 族 館

「ズームイン！サタデー」
「プロ野球熱ケ
ツ情 報 」という
コーナーで、読
売ジャイアンツ
の選手に「おみ
やげ 」をテーマ
にインタビュー
し、田中選手・若
林選手のおすす
めのお土産とし
て桔梗信玄餅、
桔梗信玄生プリンが紹介されました。

2/1 UTY「ウッティタウン6丁目」
みなみおばちゃんがイベントを紹介するコー
ナーで、
セレオ甲府で販売している恵方巻を
紹介し、
その中でグルメマルシェの丸かぶり寿
司・海鮮丸かぶり寿司も紹介されました。

2/4 UTY「ニュースの星」

森の中の水族館。で開催している特別展「〜色
んな所でみぃつけた！〜かくれんぼ展」が紹介さ
れました。

連続展示記録更新中！

2019年2月15日時点で525日
（休館日を含む）

かくれんぼ展
開催中〜4月22日
自分を隠す様々な技を持つ自然界の忍者
たち。君はその全てを探し出すことができ
るか…生き物と人間のガチンコ勝負！
ヌマガレイ、ハマクマ
展示 リーフフィッシュ、
トランスルーセント・グラスキャッ
生物 ノミ、
ト、淡水アナゴ、二ホンウナギ、バタフ
ライフィッシュ、アカメ、モクズショイ、
ミツヅノ
コノハガエル、
コケガエル、マタマタなど
※生き物の状態等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

森の中の水族館。

1〜3月の平日

忍野入口

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。

●参加費：入館料のみ

自衛隊
北富士駐屯地
自衛隊入口

138

おりがみでいろんな生き物をおってみよう！

10：00〜16：00 対象：年齢制限なし 参加費：入館料のみ

毎日開催

2/8 NHK「Newsかいドキ」

特別展
〜色んな所でみぃつけた！〜

週 末 イベント

手土産をテーマ
に「桔梗信玄餅
とコラボ 商 品
続々登場、その
秘密に迫る」と
題して、コラボ
商品を誕生させ
ている秘密など
について専務へ
のインタビュー
の様子が放送
されました。

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
マミズクラゲ

至富士吉田

貝がら工作体験
●毎週日曜日 10：00〜15：00
●参加費：入館料のみ

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

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

展示の変更の様子
2/13 NHK「Newsかいドキ」

バレンタイン前
日、県 内 のチョ
コなどスイーツ
事情というコー
ナーで、桔梗屋
専 務 中 丸 純が
出演し、
「ハート
の焼印入桔梗
信 玄 餅どら」
「キットカット桔
梗信玄餅味」
「チロルチョコ桔梗信玄餅宇治抹茶」を紹介し
ました。
YouTube・ペリスコープで紹介されました

2/7 「バンドリ！TV LIFE」生配信
BanG Dream!という、
現在放送中のアニメ作
品の声優さんが出演する「バンドリ！TV LIFE」
という生配信の番組で、桔梗信玄餅揚パンが
紹介されました。

飼育スタッフの
日常

現在開催中の特別展
「～色んな所でみぃつけた～かくれんぼ展」
への、展示替えの様子をご紹介します。

１階の企画水槽では、まず生き物を取
り出した後に、水槽をきれいにしてい
きます。水槽のサイズも大きく、ほぼ逆立ち状
態での作業ですが、レイアウトを考えるのは楽し
く、自然のもの以外でもレイアウトに使える物を
考えて使用しています。
の水と床板を抜き、

1F

水槽
仕上げにタオルでふいてきれいに！

２階の企画水槽は小型の水槽がほと
んどなので、あらかじめバックヤードで
水槽内のレイアウトを組んでおきます。今回は
擬態する生き物を多く展示しているので、枝や
落ち葉、コケなどを採集して使用しています。

2F

コケガエルの水槽の保温のやり方に
悩むスタッフ
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ご紹介します
お客様から届いた声を
永年勤続されている方がこんなに多くいらっ
神奈川県 しゃるなんてとても素敵な会社なんだなと思
森 永 様 いました！一家そろって桔梗信玄餅が大好きで
すが、社員さんの愛がたくさん詰まっているか
らなんでしょうね☆
子どもに
「また桔梗屋に行きたい」
とせがまれ

神奈川県 高速をとばして通っています。
「美味求真」、始
高 橋 様 めは社内報？と思って流し読みしていました

自社農園

明野プラント

いちご栽培中
イタリアントマトクラブの
いちごパフェや
桔梗屋東治郎・黒蜜庵の
いちご大福などに
使用しています

が、じっくり読むと楽しい！最近は、美味求真を
もらいに行っているのかも。

いちご大福

娘も4月より社会人となります。桔梗屋さんの
社 員さん が 大 切にされ、アイデアの 提 案を
佐 藤 様 色々な立場の方がされているのが分かりまし
た。社内の風通しの良さが、人気の基となって
いるのですね。親として、とてもうらやましく思います。
また、いちご生クリームどら焼と桜きんつば、ぜひ味わって
みたいです。おいしそう！
！今年は恵方巻フルーツロールをい
ただきました。とても美味しかったです。

静岡県

(※永年勤続表彰、社長への直接提案制度の表彰は2019年2月号
「美味求真」
に
掲載しています)

ミニイチゴ
パフェ

（甲州夢小路）

3月の
イチゴパフェ

収穫

※テイクアウト用容器での
お渡しです。

笛吹ファーム

○ブロッコリー ○カリフラワー
○菜花 ○カブ ○ほうれん草

明野プラント

○いちご

1月31日、甲府市出身の大相撲力士 竜電関が、桔梗信玄餅工場テーマパー
クを訪れました。後援会の挨拶ということで、握手や記念撮影、お話しをさせ
ていただきました。これからも社員一同、竜電関を応援しています。

私の
趣味・特技
Vol.11

手 話

ハイジの村 レストランボルケーノ

頑張れ！竜電
関

おひとつ45円＋税

利根川 あいこ

皆さんは、手話を見たことがありますか？手話は、耳の不自由な方が言葉のかわりにコミュ
ニケーションをとるために使われています。まさに、目で読む言葉といえますが、表現力が大
切で、表情とジェスチャーも必要とされます。以前の職場で、ろう者の方々と出会う機会が
多く注文の際に、注文の他にも指さしで何か聞きた
いようでしたが、相手の伝えたいことをくみとれな
かったことがありました。この出来事が、私が手話を始めたきっかけで
す。まだ、始めて一年半程ですが、毎週1回の講習会へ参加し、少しずつ
会話ができるようになりました。
今の職場にもろう者の方が来店され手話で話しかけると喜んで頂き、
「私達○○から来ました。歯が少し悪いのですが、やわらかいメニューは
どれですか？」
などの質問に答えることが出来るようになり、心が通じ
合っていると実感しています。
手話で以前よりも多くの方々と関わりをもつことで、人としても豊かに
なれると思いました。今では手話を学ぶことが私の趣味となっています。
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信玄桃
一部直営店では4/3まで販売します。※価格は税別価格です

おひとつ

180円

ノンアルコール・砂糖不使用

1,300円

どらやきにお好きな文字やイラストを
入れて贈りましょう。オリジナルの焼印作
成承ります。※焼印の製作には1ヶ月程
お時間がかかります。

1本

水琴茶堂の甘酒

900円

◆大
（750ｇ）

桔梗信玄餅どら

◆中
（500ｇ）

﹁祝﹂オリジナル焼印入

お赤飯

600円

1,000円

ご予約
商品

700円

米 と 麹 だ け でつ くった ︑
自然な甘さの甘酒です︒

鶴の子餅

ご予約
商品

8個入（4.5寸重箱）

◆小
（300ｇ）

日

巾着ひなまつり

600円
ご予約
商品

3

あられ6袋入
︵素焼3袋・砂糖衣掛3袋︶

ピーチゼリー入りの白餡を包んだ、
6個入
桃の形のお饅頭「信玄桃」。

3

600円

3月3日はひなまつり
女の子の健やかな成長や
幸 せ を 願う大 切 な日
季 節 感じる花 々を 一 緒 に 飾って
お 祝 いしましょう
※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 9：00〜19：00
http://koi87.com/

春 の お彼岸

［期間限定］
3/18 〜3/24
ご予約承ります

ひば焼饅頭

アラレ詰合せ

おひとつ

よっちゃばれ

…120円

5個入

…700円

おひとつ …100円

食物繊維の豊富なもち麦の
プチプチとした食感と、昔な
がらの素朴な味わいをお楽
しみください。
おひとつ 130円

7枚入

…1,000円

14枚入

…1,800円

9個入…1,000円

美味しい・ヘルシー

6個入 780円

もち麦入り

もち麦入りで

つぶし餡・こし餡・きな粉

仏用小麦饅頭

※価格は税別価格です
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春のお菓子
道明寺桜餅

関西風 おひとつ 130円

道明寺粉でこし餡を包んで桜の葉を巻い
た、
もちもち食感の桜餅です。
東治郎セレオ甲府店限定
甲府本館、

自社農園産いちご

いちご大福

おひとつ

190円

桜きんつば

おひとつ

120円

自社農園ハイジの野菜畑のいちごをつぶし餡 刻んだ桜の葉の塩漬け入り桜餡に薄くのば
入りのやわらかな大福で可愛らしく包みました。 した小麦生地をつけしっとり焼き上げました。

長命寺焼き桜

関東風 おひとつ 150円

薄く焼き上げた小麦生地でこし餡を包み、
桜の葉を巻きました。

よもぎ饅頭

おひとつ

110円

よもぎ入りのしっとりとした生地に、
たっぷり
のつぶし餡を閉じ込めました。

桜まんじゅう

おひとつ

120円

刻んだ桜の葉を入れた、
ほんのりピンク色の
餡が春らしい、
小麦生地のお饅頭です。

昔ながらの桜餅 貝合せ おひとつ 130円
風味豊かな桜の葉と、可愛らしい桜の花を
添えた桜餅です。

昔ながらのよもぎ草餅 貝合せ おひとつ 120円
よもぎの風味が春の息吹を感じる、
つぶし餡
の草餅です。

花見団子

1本 130円
桜色、緑色、
白色の三色のお団子。それぞ
れ桜餡、
つぶし餡、
こし餡を包んでいます。

東治郎セレオ甲府店限定
甲府本館、

うぐいす餅

おひとつ

130円

お餅でこし餡を包み、
うぐいす粉をまぶし
た、春告げ鳥を思わせるお菓子です。

きみしぐれ

おひとつ

180円

春を感じる色合い、
口の中でほろほろと優し
い甘さが広がります。

※いちごの収穫状況により、他の園のいちごを使用する場合もございます。

自社農園産いちご

いちご生クリームどら焼 おひとつ 180円
自社農園産いちごを使用した甘酸っぱい
いちごクリームと、
つぶし餡をはさみました。

商品受注センター TEL0553-47-3701

※価格は税別価格です
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桔梗屋グループ

Dolce vita

イベント情報

毎月
2回
開催

☎055-227-1752

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

☎055-227-5187

お好きな時間に楽しめるフリータイムレッスン

Kikyouya Group event information

桔梗屋甲府本館メセナギャラリー

ドルチェ・ヴィータ

☎0553-33-1026

3/21
（木・祝）ブーケ
3/24
（日）ブーケ・寄せ植え
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

☎0551-25-4700

体 験教 室

ドライフラワー手作り体験

桔梗屋グループ写真展

（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）

○開催中〜

ハーバリウム

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

山梨県立美術館

展覧会

☎055-228-3322

デザインあ展
こどもたちのデザイン的思考をはぐくむことをねらいにNHK Ｅテレで放送
されている番組「デザインあ」。
この番組のコンセプトを、実際の体験に発展
させた展覧会です。身のまわりに意識を向け
（みる）、
どのような問題がある
かを探り出し
（考える）、
よりよい状況を生み出す
（つくる）
という一連の思考
力を感性、
すなわち
「デザインマインド」
を、多彩な作品を通して体験すること
ができます。※展覧会名・内容は変更になる場合がございます

展覧会

☎055-235-8080

開館30周年記念 新収蔵品展 手書きのリズム
○開催中〜3月24日(日)
作家の手書きの原稿や手紙には、文字の強弱や書かれた速度など、独
特のリズムがあります。芥川龍之介の戯曲「浅草公園」の原稿は、ペン書
きの文字が整然と並び、吹き出しの書き加えや訂正の跡からは文章を丁寧
に推敲したことがうかがえます。本展では、
このほか飯田蛇笏、津田青楓、
田中冬二の書、深沢七郎、武田泰淳の原稿など、2018年に当館で新た
に収蔵した資料を中心に、約80点の資料をご覧いただけます手書きの文
字から、作家の個性を見つけてみてください。

ゲストとともに幸せをシェア
HEIDI’S FLOWER GARDEN

♥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

4/6 9:00〜18:00
人気のオリジナルコース料理無料試食付
春爛漫！スプリングブライダルフェア
♥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
河口湖

モイストポプリ

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

今年初めての雪に大はしゃぎです

3月の行事予定
５日(火) ひな祭りお楽しみ会(予定)
１９日(火) お別れ会 ２５日(月) 身体測定
２９日(金) 防犯訓練 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

Bridal Fair

3/24 9:00〜18:00 初めてでも安心！模擬挙式＆人気の
ハンドリラクゼーション無料体験付ブライダルフェア

要ご予約
参加無料

愛犬フォトコンテスト3月
テーマ
「桜咲け」
募集期間 3月1日
（金）
〜3月31日
（日）
応募方法 event.kikyouya.g@gmail.comまで

○４月13日
（土）
〜6月9日
（日）

山梨県立文学館

作品募集中

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】9：00〜21：30

無休

四季を通じて叶うロケーションウエディング
HEIDI’S VILLAGE 花の教会

3/17 9:00〜17:00 お好きなドレスの試着付
憧れのプリンセス体験ブライダルフェア
♥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）

4/27 9:00〜18:00 模擬挙式＆お好きなドレスの試着付
チューリップ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）
要ご予約
参加無料

HEIDIʼS VILLAGE 花の教会
TEL.0551-25-4702

【営業時間】9：00〜17：00

山梨県北杜市明野町浅尾2471
3/31まで火曜定休（祝日の場合開園）
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間違い捜しクイズ

3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 ☆
異性運のみ ☆☆☆☆☆

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」時は流れるに任せるがマル。
「金運」1 「仕事運」細やかな配慮が運を上げる。
「金運」
日は衝動買いNG。2日から26日まで情報交換 1日は家族への出費が吉。2日から26日は交際
後に購入吉。27日以降、寄付行為お勧め。
「健康 での出費有意義。27日以降、節制が美徳。
「健
運」おやつは低カロリーな和菓子を。
ドライフ 康運」事故を防ぐために信号無視は絶対しな
ルーツも良い。26日、27日吉。21日・22日注意。
いで。3日・4日吉。22日・29日注意。

お うし 座

(4/20〜5/20)

全体運／
1日から20日 ☆☆☆
21日から31日 ☆☆

(10/24〜11/22)

全体運／
1日から20日 ☆☆☆☆
21日から31日 ☆☆

「仕事運」自己アピールに努めるほど収穫あり。
才能を信じて。
「金運」1日はプチ冒険出費。2日
から26日は家族と相談しての出費吉。27日以降、
お付き合い出費お勧め。
「健康運」いつもの無理
は避けるべき。6日・16日吉。23日・25日注意。

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

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

ふたご座

い

て

座

キ リ ト リ 線

「仕事運」反対でもどこかに歩み寄る価値を探 「仕事運」内部事情を鑑みて行動すべき時。
「金
すとなんとかなる。
「金運」1日は貯めて。2日か 運」1日は定番買いベスト。2日から26日はネッ
ら26日は旅行や勉強に投資を！27日以降は節 ト購入で快感得る。27日以降、家族の意向を優
約賢い。
「健康運」足ツボマッサージに目覚め 先。
「健康運」菜食主義になるくらい野菜をどん
ると快適。30日・31日吉。6日・7日注意。
どん摂取して。26日・27日吉。13日・14日注意。
全体運／
1日から20日 ☆☆☆☆
(6/22〜7/22) 21日から31日 ☆☆

か に 座

や ぎ 座
(12/22〜1/19)

全体運／
1日から20日 ☆☆
21日から31日 ☆☆☆

「仕事運」
自分らしい意見が受け入れられやす 「仕事運」アイデアが浮かんだら臆せず発表
い時。積極的に！
「金運」1日は出費控えて。2日 を！
「金運」1日は最高の買い物運！2日から26
から26日は貯蓄見直したい。27日以降、的確な 日は定番買いを。27日以降は小さな冒険出費
判断でき買い物日和。
「健康運」器具を使った 悪くない。
「健康運」スポーツに目覚めて元気
健康法にトライ。7日・15日吉。28日・29日注意。 に。1日・2日吉。22日・23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20日 ☆☆
21日から31日 ☆☆☆☆

「仕事運」根回しが重要な時。
「金運」1日はチ
ープに。2日から26日はおしゃれ関係かパート
ナーと相談出費マル。27日以降、我慢が大切。
「健康運」休日は弱っているところを十分に休
めて。26日・27日吉。3日・4日注意。

名

59

正解者
名

55

おとめ座

(8/23〜9/22)

【前回の当選者】

(1/20〜2/18)

全体運／
1日から20日 ☆☆
21日から31日 ☆☆☆

「仕事運」いつものペースを崩さずに進めるが
一番。
「金運」1日は収支にこだわらずに。2日から
26日は自分にふさわしい出費大吉。27日以降、
出費を控えて正解。
「健康運」長年の持病いたわ
って。無理NG。22日・31日吉。11日・18日注意。

全体運／
1日から20日 ☆
異性運のみ ☆☆☆☆☆
21日から31日 ☆☆

「仕事運」役割を自覚して臨機応変に対処を。
「金運」1日は交際費惜しまずに。2日から26日
は小遣い帳をつけてみて。27日以降、冒険出
費OK。
「健康運」遠方へなるべく徒歩で出向く
と良い。28日・29日吉。6日・7日注意。

鶴田 エミ 様（東京都） 梅田 直枝 様（東京都）
栗山 洋子 様（静岡県） 伊藤 弥生 様（甲府市）
田村 あや子 様（神奈川県）

みずがめ座

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」今年最高の知性運。
どんどんアピー
ルを！
「金運」1日はネット購入間違いなし。2日
から26日は成り行き任せが吉。27日以降、本来
の使い方でOK。
「健康運」上半身のエクササイ
ズに目覚めて。6日・7日吉。26日・27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。

頭にかんざし

風が吹く

孫の笑み

桃の花

仲澤 賢

竜沢 栄子

萩原 睦子

田沢 幸子

親王飾りと

﹁桃の花﹂

・桃の花

咲いて重たき

桃の花

今月のテーマ

・桃の花

眼下に見える

・笑顔だね

・甲州路

花見酒

空に囲まれ
横関 義英

廣瀬 昭美

小宮山 秀子

・桃色の

げつめい

桃の花

ピンクのネオン

雛壇飾る

辺り一面

め

伊藤 敏子

野沢 𠮷紀

野沢 百合子

窪寺 つや子

・月明に

・女の孫の

出番まち

人の波

目ざめた桃の木

今日は特別

・梅香り

・桃畑

待つ私

いけし桃の木 なごむ部屋

咲いて収穫

・すいばんに

・桃の花

髙部 敏江

吉村 節子

桃の花

優雅なり

ままごと遊び

添えた菓子皿

・児が庭で

・桃の花

岡田 敏子

風間 ますみ

桃源郷

春びより

ピンク一色

桃の花々

・どこまでも

・庭先に

皆様の素敵な俳句︑川柳をお待ちしております︒

寒 さ も 和 ら ぎ ︑少 し ずつ 春 ら し い 暖 か な 陽 気 に

なってきました ︒今 から咲き 始める 桜や桃 ︑菜の花な

次回の募集テーマ﹁
は 桜餅﹂です︒

編集室 から

ど 春のお 花 が 楽 しみです ︒お 花 見のお 供には春のお 菓 子 が 欠 か せま せんよね︒

そ ん な 三 月で す が ︑新 しい 出 会 いの 季 節で も あ り ま

いちご大 福 ︑花 見 団 子 ︑桜きんつば︑どれも美 味しいので迷ってしまいます ︒

食 事 メニューのリニュー アルな ど ︑今 か ら 様 々 なこ と が

す ︒新 た なコラ ボ 商 品 の 販 売 や ︑新 店 舗 の オ ー プン ︑お

始まるのでワクワクしながら準 備 を 進めています ︒続 々

井上沙紀

と 情 報 を 発 信 していくので ︑美 味 求 真 と ブログを チェッ

クして く だ さいね ︒

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 三月十一日︵月︶です︒

「仕事運」苦手分野は助け合って乗り切って。
「金運」1日は大きな出費が吉。2日から26日は
長く使う物へ投資を。27日以降、珍しい視点で
選択を。
「健康運」暴飲暴食を改めたい。自炊
で和食を。1日・2日吉。23日・24日注意。

さそり座

2019年（平成31年）3月
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4/5 NEW OPEN!
(Fri)

武田神社前

武田氏館跡歴史館内に
2店舗オープン！

武田信玄

、信
みのカフェメニューの他
黒 蜜 庵きなこ亭でおなじ
、
そば
、勘 助たちの名が付いた
虎、信 玄、勝 頼、由布 姫
。
れるカフェ形 式のお店です
うどんメニューが食べら

山本勘助

蕎麦・カフェ 由布姫

お土産・記念品
「桔梗信

玄」

桔 梗 信 玄 餅の仲 間たち
はもちろん、
こうふ開 府 50 0年
を記 念した
「信玄軍配」
やキーホルダー、印鑑ケー
スな
ど、
こうふ開 府 50 0年の記
念 品 販 売の 他 、
「
桔
梗
信
玄
文庫」
として、桔 梗 屋が所 蔵する
武 田 氏 、信 玄 公 関 係
の書 籍を20 0冊 以 上 展
示します。

〜 信 玄 公 へ のお手 紙 募 集！〜
信玄公へ思いを伝えるお手紙を募集します。下記の応募事項をご確認
の上、ハガキもしくはメールにてご応募ください。
先着100名様には「蕎麦・カフェ由布姫」でご利用いただけるペアお食
事券をプレゼント！皆様の熱い思いをお待ちしております。
※手紙は、店内への掲示やHP等に掲載させていただきます。
あらかじめご了承ください。

店内にレプリカ展示
応募要項
◆締
切／2019年3月31日
（日）
◆必要事項／①氏名
（ふりがな）
ペアお食事券をご希望の方は必須。
※掲示の際に匿名、ペンネーム希望の方はご記載ください。

②郵便番号 ③住所 ④電話番号 ⑤信玄公への思い
◆応 募 先／〒400-0031
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

