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厄除
招福
2

3

4個入…500円 6個入…750円

2・3
1本 …380円

今年の恵方は
東北東

2

2・3

2

月

毎年大人気の「節分
大福」。今年も2月3日の節分
に数量限定で販売いたします。
餅は山形県産のもち米を杵
で搗きあげ、北海道産の大粒黒大豆を入れて、
なめらか
で食べごたえのある餅に仕上げました。おかげ 様で毎
年大好評を頂いておりますので、早期ご予約をおす
すめします。

2

日

3

320円

ハーフサイズ 2本 入

640円

ハーフサイズ 1本

470円

ハーフサイズ 2本 入

940円

海鮮丸かぶり寿司

丸かぶり寿司・海鮮丸かぶり寿司

たまご焼き
かんぴょう
カニかま
しいたけ煮
きゅうり

恵方巻きのルール

※価格は税別価格です

450円

す
ご予約承りま

富士山麓にある自社農園
ハイジの野菜畑で採れた青
大豆を炒りました。

丸かぶり寿司
ハーフサイズ 1本

桔梗信玄餅をお土産に実家に帰っ
た時のことです。桔梗信玄餅と一緒
三 枝 様 に桔梗信玄餅のストラップもお土産
に持参しました。リアルに再現した
ストラップで縛り方まで細かく作られていて、みん
なで盛り上がりました。もちろん誰がもらうか取り
合いになり、こんなに喜ばれるなんて、家族で大笑
いしました。

790円

ハーフサイズ 各1本 セット

❶太巻きを１人につき１本準備する

福を巻き込むことから巻き寿司。縁を切らないよう包丁を入れずに丸ごと１本。

❷恵方を向く

としとくじん

恵方とは、その年の歳徳神の方角のことで、その年の最も良いとされる方角。

❸願い事をしながら、黙々と最後まで食べる

ご紹介します
お客様から届いた声を

甲府市

きゅうり
たまご焼き
いか
とびこ
エビ
かずのこ
サーモン
マヨネーズ

しゃべると運が逃げてしまうので、食べ終わるまでは絶対に口をきいてはいけません。

今年初めて５歳の息子を連れ、初詣縁日へ行きました。毎年行きたいなぁと

上野原市 思いつつ行けず…午後から行ったのですが、とにかく楽しいことばかりで
上 条 様 あっという間に時間が過ぎました。息子は初めての桔梗信玄餅の包装体験

や工場見学、大根もち、獅子舞、お囃子など、どれも楽しくて
「来年も来たい！」
と何度言ったか分からないほど嬉しかったようです。お餅つきもでき大満足でした。帰って
きてからも、たくさん詰めた桔梗信玄餅や桔梗信玄生プリンを食べていました。包装体験で
教えていただいたことを家でも何回も教えてくれました。親子で来年からは毎年お正月の恒
例にしたいなぁと思います。ありがとうございました。

森の中の水族館。
山 梨 県 立 富 士 湧 水の里 水 族 館
特別展

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

みぃつけた！
かくれんぼ展

マミズクラゲ
連続飼育記録更新中！

2019年1月17日時点で496日
（休館日を含む）
毎日開催

開催中〜4月22日

水槽の中にいる生き物を探しながら、生き
物の生態や習慣を楽しく学ぼう！
リーフフィッシュ、
ヌマガレイ、ハマクマノ

展示
トランスルーセント・グラスキャット、
生物 ミ、

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

1〜3月の平日

10：00〜16：00
おりがみでいろんな生き物をおってみよう！ 対象：年齢制限なし 参加費：入館料のみ

週 末 イベント

淡水アナゴ、二ホンウナギ、バタフライ
フィッシュ、アカメ、メガネカラッパ、
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

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

﹁初詣縁日﹂
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2019年元日・2日・3日

テレビ

12 UTY
24「ウッティタウン6丁目」
アナウンサー黒澤さんと気象予
報士 小塚さんがハイジの村を訪れ、
「光のページェント〜スイスの森の
冬景色〜」で行っているプロジェク
ションマッピングや、
ナイトマルシェ
の様子が紹介されました。

元 日から 3 日まで桔 梗 信 玄 餅
工 場 テ ー マ パー ク で 開 催 し た
﹁ 初 詣 縁 日 ﹂︒お天気にも恵まれ︑
敷 地 内にある 餅もちの社から 並ぶお 祭 り 屋 台 や︑お 菓
子 の 詰 め 放 題 が 当 た る 福 引 付 プレ ミ アム 商 品 券 な ど
が 人 気 を 集 めまし た ︒特 設 ステ ージ での 迎 春 イベント
では ︑尺 八や 琴 ︑獅 子 舞 ︑書 初 めの 演 出 ︑か がみも ち 夫
婦 太 神 楽 な ど で 会 場 を 盛 り 上 げ まし た ︒ま た ︑ち びっ
こ 限 定 の 餅つき 大 会 では 子 供 た ち の 元 気 な 声 が 敷 地
内に 響 き ました ︒今 年もたくさんのお 客 様にご 来 場 頂
き ︑素 敵 な 笑 顔 と と もに 賑 やかに 新 しい一年 を スタ ー
トすることができました︒

大盛況

テレビ東京
12
25 「よじごじDays」
「クリスマス企画 具志堅サンタが
あなたの町へやってくる！山梨県芦
川町編」という企画で、
将来、
桔梗信
玄餅工場テーマパークで働きたいと
いう夢をもつ小学生の夢の後押しを
するため、芦川町の小学校の生徒6
名が具志堅さんと一緒に桔梗信玄
餅工場テーマパークに訪れ、
工場見
学や包装体験、
インタビューをした
様子が紹介されました。

桔梗信玄餅工場テーマパーク

メディアで
紹介されました

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

ミニ
イチゴパフェ
イチゴパフェ

いちご大福
ラジオ

YBSラジオ
「新春特別番組
平成ソングde開運ラジオ！」
1

1

初詣縁日の会場から生中継でに
ぎわいの様子が紹介されました。

。
出 店しました
山梨県代表として
2019年1月11日〜20日
開催場所：東京ドーム
桔梗信玄餅工場テーマ
パークでも大人気の桔梗信
玄ソフト+、そして桔梗信玄
餅と仲間たち合わせて16商
品を販売しました。その中で
も、桔梗信玄ソフト+やキッ
トカット桔梗信玄餅味が人
気を集めました。

2月の収穫
笛吹ファーム

○ほうれん草
○小松菜 ○カブ
○カリフラワー ○紫小松菜

明野ファーム

○辛味大根

明野プラント

○ブロッコリー
○いちご

（甲州夢小路）
※テイクアウト用容器でのお渡しです。

日本のまつり・故郷の味 ふるさと祭り東京
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永年勤続表彰
10年表彰者（平成20年入社）

製造部 本社工場 ・・・・・・・・ 一瀬 裕士
営業本部 商品センター ・・・・ 野澤 直人
営業本部 商品センター ・・・・ 金子 和生
営業本部 グルメシステム・・ 丸山 りえ
製造部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 塚原 弘明
財務部 売掛管理係 ・・・・・・・ 前田 学
営業本部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 遠山 正昭
営業本部 営業事務 ・・・・・・・ 雨宮 由紀子
製造部 本社工場 ・・・・・・・・・ 望月 亨
営業本部 営業課 ・・・・・・・・・ 河西 守
財務部 経理計算課 ・・・・・・・ 秋山 弘美
製造部 本社工場 ・・・・・・・・・ 高橋 直子
営業本部 商品センター ・・・ 中島 靖子
製造部 本社工場 ・・・・・・・・・ 川村 清美
製造部 本社工場 ・・・・・・・・・ 望月 正子
製造部 本社工場 ・・・・・・・・・ 高橋 いく枝
製造部 本社工場 ・・・・・・・・・ 松土 りか
上野原店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 岩下 紀子
大月店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大井 清美
和戸店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 古屋 夏美
塩山店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大島 美知代
塩山店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 芦沢 奈穂美
ハイジの村 ・・・・・・・・・・・・・・・ 小泉 円
富士吉田店 ・・・・・・・・・・・・・・・ 羽田 由美子
富士吉田店 ・・・・・・・・・・・・・・・ 藤原 佐知子
富士吉田店 ・・・・・・・・・・・・・・・ 曽根 慎子
富士吉田店 ・・・・・・・・・・・・・・・ 伊東 京子
上野原店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 清水 由季子
上野原店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中島 マリ子
ハイジの村 植栽 ・・・・・・・・・ 柳本 正行
都留店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 蟹沢 峰子

桔梗屋グループ新年会

1月15日
（火）
ハイジの村

1月18日
（金）
ハイジズフラワー
ガーデン
2会場、2日に分かれて
桔梗屋グループ新年会を
行ないました。
両会場合わせて約350
人以上の従業員が出席
し、ハイジ の 村 調 理 長
自慢の洋風会席を味わ
いながら、さまざまな景
品が当たるお楽しみ抽
選 会 や 新 入 社員による
余興などで大盛り上がり
の新年会でした。

社長への

直接提案
制度

役職を問わず、従業員にいいアイデアがあれば社長へ直接提案をし取り入れ
るという制度です。優秀賞には社長より表彰状と金一封が授与されました。
2018年度は5名の従業員と、1名の取引先業者の方が表彰されました。

製造部

石原 健一

○お菓子のプレゼントを提案
○桔梗信玄餅工場テーマパークに喫茶店をつくるという提案

15年表彰者（平成15年入社）
総務部 庶務課 ・・・・・・・・・・・ 鈴木 桂
財務部 仕入課 ・・・・・・・・・・・ 矢﨑 智枝子
山梨パッケージ ・・・・・・・・・
・・ 河野 秀夫
製造部 本社工場 ・・・・・・・・・ 岩波 朝美
製造部 本社工場 ・・・・・・・・・ 杉原 秀子
営業本部 営業事務 ・・・・・・・ 小林 志乃
製造部 山梨市工場 ・・・・・・・ 石原 幸子
製造部 本社工場 ・・・・・・・・・ 鶴田 登司子
製造部 山梨市工場 ・・・・・・・ 中村 八重子
イオン石和店 ・・・・・・・・・・・・・ 角田 まみ
美術館通り店 ・・・・・・・・・・・・・ 神宮司 いくこ

桔梗信玄餅工場テーマパークで行っているお菓子の詰め放題で、整理券がもら
えなかったお客様へお菓子をプレゼントするというアイデアと、売店や工場見
学がはじまる前にお客様が利用できる喫茶店をつくるというアイデアでした。
営業本部 直営店

○新入社員の声出しの研修の提案
○美味求真への「お客様の声」の掲載の提案

新入社員に声出しの研修を行うというアイデアと、毎月HPに載せている
「お客
様の声」
を広報誌
「美味求真」
にも掲載するというアイデアでした。

20年表彰者（平成10年入社）
製造部 山梨市工場 ・・・・・・・ 柿嶌 由加子
製造部 本社工場 ・・・・・・・・・ 岡 昭雄
製造部 本社工場 ・・・・・・・・・ 石川 永志
製造部 本社工場 ・・・・・・・・・ 石井 彬
製造部 本社工場 ・・・・・・・・・ 石川 国江
製造部 本社工場 ・・・・・・・・・ 石井 亜都子
製造部 本社工場 ・・・・・・・・・ 岩間 春子
櫛形店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 内藤 敦子
イタリアントマトクラブ1st・・・ 小林 節子
里吉パッケージ工房 ・・・・・
・・ 橘田 久美子

ハイジの村

各店舗で配布しているハイジの村の夜間イベントで使用できるチラシを管理で
きるよう、1枚ごとに番号を入れるようにするというアイデアでした。
製造部

本社工場 ・・・・・・・・・ 志村
本社工場 ・・・・・・・・・ 鈴木

みどり
如久江

武井 彩華

○商品名のロゴ作成

特技の書道をいかし、
「 信玄軍配」
の商品名を書いたことによる特別
表彰。

25年表彰者（平成5年入社）

製造部
製造部

能出 広志

○ハイジの村の夜間チラシへのナンバリングの提案

総務部 浄化槽管理係 ・・・・・ 村田 茂
営業本部 営業課 ・・・・・・・・・ 尾崎 昭
山梨パッケージ ・・・・・・・・・
・・ 田場 悟
営業本部 営業課 ・・・・・・・・・ 小田切 利彦
営業本部 直営店 ・・・・・・・・・ 加藤 隆久
製造部 本社工場 ・・・・・・・・・ 深沢 直美
製造部 本社工場 ・・・・・・・・・ 和田 末子
製造部 本社工場 ・・・・・・・・・ 末木 久子

30年表彰者（昭和63年入社）

福田 凌

ハイジの村

河野 叶

○クリスマスディナーでのピアノの生演奏

趣味のピアノをいかし、クリスマスディナーで生演奏をし、会社に貢献したこと
による特別表彰。

特別賞

アネシス経営労務研究所

清水 貴 様

桔梗屋HPの採用案内、求職者の為のPRについての提案

（5）

2019年（平成31年）2月

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苺と
手作りジェラートを使った特製のイチゴパフェ

イチゴパフェ

・・・・・・・・・980円（税別）

ミニイチゴパフェ

・・・・・・・・・680円（税別）

甲府本館 カフェギャラリー 甲府市青沼1-3-11
9：00-18：00 ※季節変動あり
（L.O.17：00）

イタリアントマトクラブ 笛吹市石和町上平井451-4
TEL 055-230-5225 OPEN10：00-17：00（L.O.16：30）

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
TEL 0555-73-8388 OPEN10：00~21：30（L.O. 21：00）

☎055-233-8800

黒蜜庵きなこ亭 甲州夢小路店
山梨県甲府市丸の内1-1-25（甲州夢小路内）
TEL 055-254-7788 10：00-18：00
○カフェギャラリーと黒蜜庵きなこ亭はイチゴパフェ680円です。
○黒蜜庵きなこ亭はテイクアウト用容器でのお渡しです。
○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。

私の
趣味・特技
Vol.10

大切なあの人へ
どらやきに 愛 を 込 めて …

バレンタイン
桔梗信玄餅どら
180円（税別）

おひとつ

オリジナル焼印 ご注文承ります。
焼印の製作には1ヶ月程お時間がかかります。

商品受注センター 0553-47-3701

商品センター

杉淵 優樹

私の趣味は、アクアリウムや生き物の飼育です。
興味を持ち始めたのは小学生の頃からで、近辺の
川で友達と魚を採集し自宅で観察をしていました。
現在は、熱帯魚・淡水魚・サワガニ・イモリ等を飼
育しており、全部で水槽が12漕、その他飼育ケースが10点程あり
ます。他にも、セキセイインコのヒナやヒョウモントカゲモドキという爬虫類を新たに育て始め
ました。
アクアリウムや生き物の飼育を本格的に始めたきっかけは、流木や石を使ってレイアウトを
考え、そのレイアウトにあった水草や魚を導入して、1から水槽を作っていくことが楽しく、見
た目も綺麗なアクアリウムは、家族や自分の日々の癒しになること、また、飼育している生き
物それぞれに個性があり面白く感じたからです。最近では、濃い紫色や青白いサワガニが
次々と脱皮を始めています。脱皮したては、まだ体がやわらかいので、周りのサワガニ達に襲
われないように注意が必要です。抜け殻は乾燥させ、標本にしています。
私は昨年の4月に入社し、ハ
イジの村へ勤務しておりまし
たが、11月から本社へ異動し
てきました。まだ慣れないこと
もありますが、細かな仕事も多
いので、趣味で培った経験を
活かし、日々努力をして早く仕
事を覚えていきたいです。

Valentine’s Day
大切な人、思いを寄せる人へ
あなたの気持ちをお花に込めて。

※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/
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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

Dolce Vita

ドルチェ・ヴィータ

☎055-227-5187

甲府市指定無形文化財「甲府囃子保存会」 お好きな時間に楽しめるフリータイムレッスン
■毎週土曜日 13：00〜

毎月
2回
開催

2/21
（木）ブーケ
2/24
（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。
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
※写真はイメージです

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

☎0553-33-1026

桔梗屋グループ写真展

ハイジの村

☎0551-25-4700

体 験教 室

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）

■開催中〜2月28日
（木）
桔梗屋グループの写真を展示します。

●日時：毎日 10：00〜15：00
●体験料：
1,000円から
（税込・入園料別途）

作品募集中

愛犬フォトコンテスト2月
山梨県立美術館
平成30年度

展覧会

☎055-228-3322

新収蔵品展

詳細はHPまたは下記までお問い合わせください。

■2月2日
（土）
〜3月3日
（日）
日本画からは野口小蘋、三枝雲岱、河内雅渓、近藤浩一路、のむら
清六、三枝茂雄など、洋画は埴原久和代、
わたなべゆう、菊島明など、
版画からは深沢幸雄など、工芸からは雨宮弥太郎、
と山梨にゆかりある
作家の作品を中心に、平成30年度に新たに美術館へ収蔵された作品
を紹介します。

山梨県立文学館

展覧会

●テーマ
「寒さを吹きとばせ」
●募集期間 2月1日
（金）
〜2月28日
（木）
●応募方法 event.kikyouya.g@gmail.comまで

☎055-235-8080

平成30年度 冬の常設展

期間限定公開「小林一三と文芸」
■開催中〜 3月10日
（日）
冬の常設展では、
「小林一三と文芸」
をテーマに展示を行います。
韮崎市出身の実業家・小林一三は、若い頃に小説家を目指し、実業
界で活躍するようになってからは様々な分野で執筆活動を行っていま
す。小林一三と文芸の関わりを著書、書簡などにより紹介します。

●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
優しいサンタさんが
ハイジに来てくれました
「うれしかったね」

2月の行事予定
3日(日)から5日(火) 豆まき
25日(月) 身体測定
26日(火) 防犯訓練
28日(木) 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

2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。

全体運／
1日から18日 ☆☆☆
(3/21〜4/19) 19日から28日 ☆☆

おひつじ座

☆注意

全体運／
1日から18日 ☆☆☆
(9/23〜10/23) 19日から28日 ☆☆

てんびん座

「仕事運」10日まで徹底した話し合いを。11日 「仕事運」10日まで先陣切って活躍を！11日以
以降、インスピレーション信じて。
「金運」3日ま 降、詳細にこだわって。
「金運」3日まで小冒険
で大きな出費は賭け。4日以降、節約を。
「健康 的出費小吉。4日以降、優先順位考えて購入
運」14日まで不摂生NG。15日以降食事の見直 を。
「健康運」14日まで腰と腎臓注意。15日以
しを！9日、10日吉。22日・23日注意。
降、休息充分に。4日・5日吉。24日・25日注意。

お うし 座

(4/20〜5/20)

全体運／
1日から18日 ☆☆
19日から28日 ☆☆☆

さそり座

(10/24〜11/22)

全体運／
1日から18日 ☆☆
19日から28日 ☆☆☆☆

全体運／
1日から18日 ☆☆
(5/21〜6/21)
19日から28日 ☆☆☆

ふたご座
キ リ ト リ 線

「仕事運」10日まで素晴らしい活躍できる。11
日以降、振り回されないで。
「金運」3日まで相
手の意見参考に。4日以降、目上に懇願を。
「健
康運」14日まで話題の運動に注目！15日以降、
早く寝るに限る。4日・5日吉。26日・27日注意。
全体運／
1日から18日 ☆☆
(6/22〜7/22) 19日から28日 ☆☆☆

か に 座

「仕事運」10日まで裏方にヒントあり。11日以
降、チャンス来る。
「金運」3日までチープな買
い物が幸運。4日以降、プレゼント出費マル。
「健康運」14日まで十分注意を。15日以降、運
やや上昇。24日・25日吉。9日・10日注意。

前回の答え
応募総数

全体運／
1日から18日 ☆
異性運のみ ☆☆☆☆☆
(7/23〜8/22)
19日から28日 ☆☆

し し 座

て

座

「仕事運」10日まで良い新案浮かぶ。11日以
降、
ブレーキ重要。
「金運」3日まで今年最高の
買い物時。4日以降、ややセーブを。
「健康運」
14日まで運動量増やして。15日以降、休息グッ
ズにこだわりを。1日・4日吉。21日・27日注意。

や ぎ 座
(12/22〜1/19)

全体運／
1日から18日 ☆☆
19日から28日 ☆☆☆

「仕事運」10日までいつものペースで！11日以
降、発見あり。
「金運」3日まで寄付行為で運上
昇。4日以降、欲しかった物購入を。
「健康運」
14日まで歯の健診を。15日以降、ひと安心で
きそう。20日・21日吉。16日・17日注意。

みずがめ座
(1/20〜2/18)

全体運／
1日から18日 ☆☆☆☆☆
19日から28日 ☆☆

「仕事運」10日まであえて反対意見傾聴を。11 「健康運」10日まで才気みなぎる！11日以降、
日以降、画策必要。
「金運」3日まで娯楽出費ツ 継続は大事。
「金運」3日まで口コミ情報参考
キ呼ぶ。4日以降、地味な使い方良い。
「 健康 にして吉。4日以降、貯める方に関心を。
「健康
運」14日まで運動量増やして。15日以降、睡眠 運」14日まで風邪対策万全に。15日以降、家で
時間確保を。1日・9日吉。4日・5注意。
の不摂生NG。4日・5日吉。19日・24日注意。

名

115

正解者

全体運／
1日から18日 ☆☆
(8/23〜9/22) 19日から28日 ☆
異性運のみ ☆☆☆☆☆

名

102

おとめ座

【前回の当選者】
小澤 傑 様（富山県）
清水 裕之 様（東京都）
天野 祐 様（笛吹市）

全体運／
1日から18日 ☆☆☆☆
(11/23〜12/21)
19日から28日 ☆☆

い

井上 紀子 様（神奈川県）
剣持 典子 様（神奈川県）

「仕事運」10日まで整理整頓を徹底。11日以
降、2人での対話カギ。
「金運」3日まで家族へ
の出費幸運。4日以降、目上との交流出費を重
視。
「健康運」14日まで食材厳選を。15日以降、
運動トライ。1日・2日吉。20日・28日注意。

う お

座

(2/19〜3/20)

全体運／
1日から18日 ☆☆
19日から28日 ☆☆☆☆☆

「仕事運」10日まで感覚重視。11日以降、空気
を読むよう努めて。
「金運」3日まで急な出費魅
力的に映る。4日以降、判断戻る。
「健康運」14
日まで偏食やめたい。15日以降、上半身ストレ
ッチを重視。24日・25日吉。1日・14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。

﹁鶯﹂

今月のテーマ

・今はなき 庭の梅の木 ホーホケキョ
・人知れず 鶯の声 やぶの中
・ウグイスの なき声ひとつ 春はやく
・梅一輪 鶯ないて 春お呼ぶ
・選挙カー 声高らかに うぐいす嬢
・鶯も 鳴く枝撰ぶ 不老園
・鶯の はや来て遊ぶ 境川
・梅の木に うぐいす初音 きこえけり
さえず
・囀りの 良い音色聴き 梅を見る
・縁側で 白と緑の 春景色
・春求め 私も一緒に ホーホケキョ
・春よ来い 真冬のさなか ウグイスよ
と
こ
・庭木々を 飛び交う鶯 春告げり
・里山に うぐいす鳥の 声高く
・鶯の 来る家古木 切りにけり
・我が家にも 鶯の声 いの一番
・庭の梅 〝待ってたヨ〟とばかり 鶯の鳴く
・鶯の 声に誘われ 目覚めけり
・やわらかな うぐいすの声に うっとりと
・紅梅の 香りに群がる 鶯や
・鶯 春まちわびし 大空に
・ホーホケキョ 春を感じる 鳥の声

皆様の素敵な俳句︑川柳をお待ちしております︒

野沢 百合子
野沢 𠮷紀
天野 祐
中澤 賢
萩原 睦子
伊藤 敏子
竜沢 栄子
田沢 幸子
廣瀬 昭美
横関 義英
高野 加恵
須田 ヨシミ
小宮山 秀子
柿﨑 昇
岡田 敏子
髙部 敏江
森澤 一幸
功刀 ひふみ
窪寺 つや子
佐藤 絵美
風間 ますみ
福島 愛子

次回の募集テーマ﹁
は 桃の花﹂です︒

編集室

2019年も︑もう2月︒平成
から
も残りわずかとなりました︒新し
い年号を楽しみにしつつも︑平成生まれの私は︑
なんだか寂
しく感じる今日この頃︒
そんな今月の美味求真の表紙は︑
ピンク色が可愛らしい
春のお菓 子 たち︒お店に並んでいるだけで︑春 が 来ている
な と 感 じま す よね ︒春 は 花 粉 症 に 悩 む 季 節でも あ りま す
が︑桜咲く暖かい春が待ち遠しいです︒
塩津歩

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 二月九日︵土︶です︒

「仕事運」10日まで上司に歩み寄りを。11日以 「仕事運」10日まで独断注意。11日以降、味方
降、協力求めて。
「金運」3日まで極端な選択が が近くにいる。
「金運」3日まで冒険慎んで。4日
吉。4日以降、長くもつものがマル。
「健康運」14 以降、複数購入OK。
「健康運」14日まで持病再
日まで就寝前にアロマを。15日以降、ヘッドマ チェックを。15日以降、無理がたたりやすい。
ッサージお勧め。20日・21日吉。4日・5日注意。
25日・26日吉。4日・5日注意。
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4月中旬〜
チューリップ祭り

5月上旬〜
ジャーマンアイリス祭り

愛犬フォトコンテスト2月
●テーマ「寒さを吹きとばせ」
作品募集中
●募集期間 2月1日（金）〜28日（木）
●応募方法 HPまたは下記までお問合せください。
ロードトレイン
ハイジ号
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

6月上旬〜
第2回世界のバラ展

愛犬と一緒に ※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
（ 3 0 0 円 ）1 セットのご購入が必要です
入園できます

※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

朝１０時の気温が
＋５℃〜０℃未満は

対象商品

１０％ＯＦＦ

０℃〜−５℃未満は

期間中
開催中▶▶▶2月17日（日）入園無料
ハイジの村

３０％ＯＦＦ

−５℃以下は

５０％ＯＦＦ

レストランボルケーノ

3月末まで OPEN 9：00〜17：00 火曜日定休

その日の気温で
値引きが
変わるよ！

特製

ハイジのアートドリア
（サラダ・スープ付）
￥１，
２００

※価格は税別です

ハイジの好きな

チーズフォンデュ（２名様より）
お１人様￥１，
５００

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

2/17 9:00〜18:00 人気のウエディングメニュー無料試食付
暖炉の部屋であったかブライダルフェア

♥模擬挙式 ♥会場見学 ♥展示 ♥ブライダル相談 ♥チョコレートのプチギフトプレゼント
♥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

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
♥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】9：00〜21：30

2/10 9:00〜17:00 バレンタイン直前♪プチギフト付
何でも聞ける相談会＆お好きなドレスの試着付ブライダルフェア

無休

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）
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】9：00〜17：00

3/31まで火曜定休（祝日の場合開園）

