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三代目・中丸幸三

上生菓子「彩」

小 正 月

日前後を指し︑元旦の﹁大正月﹂

15

歳時記

1月

と対になる︒旧暦では︑大正月が新月で︑

小正月は新年最初の満月の月︒暮れから忙

しく働いた女たちが骨休めできる日でもあ

り︑﹁女正月﹂とも呼ぶ︒

小正月には︑小豆がゆを食べたり︑正月

飾りを焼いたりする習慣が各地に伝わって

いる︒小豆がゆを食べる習慣は︑平安時代
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には既にあったらしく︑紀貫之の﹃土佐日
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記﹄にも記述がある︒また︑正月飾りを持

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

ち寄って焼くのは︑﹁どんど﹂﹁左義長﹂

応募先：〒400-0031

などとも呼ばれ︑その火で焼いた餅を食べ

※郵送の場合は2L判以上
（127㎜×

178㎜）
、メールの場合は2MB以上でお送りください

ると︑１年を無事に過ごすことができると

所、 電話番号、 写真の簡単な説明・撮影場所・撮影
年月日、 写真

信じられている︒小豆がゆもどんど焼き

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

も︑１年の無病息災を祈願するためのも

【応募要項】

の︒伝統が廃れつつある中で︑大切にした

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。

い行事である︒

あなたの撮った写真が
表紙になる！

今年の恵方は
北北西

2
2・3

2
約9cm

1本 410円
［販売店舗］
グルメマルシェ、
東治郎 セレオ甲府

たまご焼き
かんぴょう
カニかま
しいたけ煮
きゅうり

節分

3

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

ご予約承ります

4個入…540円 6個入…810円

2・3

甲府の節分の伝統菓子 がらがら を新
たな郷土銘菓に。大人でも楽しめるようヨ
ゲンノトリを描いたおみくじ札と、おみくじ
の大吉、中吉、小吉それぞれで数が異なる
かわいらしい飴を包みました。
味は桔梗信玄餅でおなじみの「黒蜜きな
粉」の他、桜の葉を使用した「葉桜」とほ
んのり香る「南部茶」の3種類です。

［販売店舗］
桔梗屋甲府本館・東治郎・黒蜜庵・花菓亭

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
約10cm 1本 345円 2本 690円
海鮮丸かぶり寿司
約10cm 1本 510円 2本 1,020円
各1本セット 855円

486円

［販売店舗］
グルメマルシェ

各380円

【販売店舗】
※先行販売
甲府本館、
和戸店、
美術館通り店、
一宮店、
セレオ甲府店、
大月店、
韮崎店、
上野原店、
富士吉田店、
イオン石和店、
櫛形店、
塩山店、
ラザウォーク店、
セレオ八王子店

［販売店舗］
桔梗屋甲府本館・東治郎・黒蜜庵・花菓亭

※価格は税込価格です ※写真はイメージです

新発売

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 。
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2月3日

成人の日詰合せ…2,484円
ご予約商品

…1,080円

8個入（4.5寸重箱）

10個入…

ご予約商品

お赤飯
紅白饅頭

ご予約商品

…864円

5個入（4.5寸重箱）
※価格は税込価格です

小
（300ｇ）……648円
中
（500ｇ）……972円
大
（750ｇ）…

1,404円

弊社既存の焼印のほか、お好き
な文字やイラストをお作りするこ
とも可能です。
（焼印の制作には
1ヶ月程お時間がかかります。
）

1月10日㊗

［焼印例］

ご予約承りま
す

1,080円
2,160円

5個入…

﹁祝﹂オリジナル
焼印入

鶴の子餅

「祝」焼印入桔梗信玄餅どら５個
桔梗信玄餅ミルキー
バウムクーヘン ５個

2022年 今年の抱負
寅 年 生まれ

製造部

森の中の水族館。

小川 拓己
新年あけましておめでとうございます。
令和三年は「コロナ」対策を徹底した一年でした。

本社製造部

一見 ひろ子

新年あけましておめでとうございます。
昨年は森の中の水族館。開館２０周年ということで、

久保川 大輝
新年明けましておめでとうございます。
私は昨年、山梨市工場で桔梗信玄餅どらや信

昨年入社し四月から始まった研修は、学ぶことや覚

展示コーナーのリニューアルや写真・イラストコンテスト

玄軍配の他、季節のお菓子の製造に携わりまし

える仕事が多く大変でしたが、
とても充実していまし

の開催などを手掛けてきました。

た。覚えることが多く不安もありましたが、責任を

た。研修期間も残すところ僅かですが、
より多くのこ
とを学び覚えていきたいです。
今年は、研修で得た経験や知識、持てる能力を
総動員させ、一人前の社員として活躍できるように
励んでまいります。
皆様が健康に過ごせる一年になりますようにお
祈り申し上げます。

私は飼育業務の他にオリジナルグッズの開発、
デザイ

持って仕事に取り組むことで任せてもらえる仕事

ンなども担当しています。年々イラストを描く機会が増え

も増え、成長できた一年でした。
そして、今私は本

てきて、昨年は大きな作品を担当する機会もありました。

社工場で桔梗信玄餅の製造に携わっています。

今年も得意なイラストをフルに活用して森の中の水族

私の生まれる前から大人気だった桔梗信玄

館。
の魅力を多くの方に伝えていきたいです。
スタッフと

餅。その伝統の味を守る者として責任と誇りを

一致団結してこれからも沢山新しいことに挑戦していき

しっかり心に刻み、今年もより一層努力を重ねてま

ます。

いります。
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新型コロナウイルスのワクチン接種が進んだ昨年は︑少
しずつ復調が見られました︒まだまだ予断を許さない状況
ですが︑今年も時代の変化に応じて新商品︑新店舗を展開
し︑さらなる挑戦を進めていきます︒さまざまな商品をお
客様に楽しんでもらえればうれしいです︒
さて︑昨年は桔梗屋初の洋菓子ブランド﹁Rond．
﹂
を立ち上げ︑4月にJR八王子駅構内に︑6月にはJR甲
府駅改札前に店舗を構えました︒新ブランドに合わせ︑
﹁実りのマカロン﹂﹁実りのオムレット﹂などの商品も展
開し︑好評をいただいています︒一方で︑既存の商品も現
状に甘んじず︑見直しが必要です︒味︑形︑大きさなど︑
よりよい商品をお客様の手元に届けたいと考えています︒
当社の製品は地域性が高い商品のため︑信玄さんが行った
ところまでに限定して販売をしてまいりましたが︑コロナ
禍の観光客減少を受け︑全国スーパーの期間限定催事など
でもご好評いただきました︒今後も山梨ブランドとしての
また︑2012年より社内託児所を設置いたしましたが︑

特性を守りながら的確に対応していきます︒

イタリアントマトクラブのイチゴパフェや
桔梗屋東治郎・黒蜜庵のいちご大福に使用予定

○ミニにんじん各種

○いちご（各種）
○かぶ（各種）

明野プラント
○坊ちゃんかぼちゃ

例大祭
お客様 の 声

昨 年 月 日に桔 梗 信 玄 餅 工 場テーマパー
ク内︑東 治 郎一宮 店 前の﹁ 餅 も ちの社 ﹂の例 大 祭
を 行い︑桔 梗 屋グループ相 談 役 をはじめとする
役 員 が 出 席 して神 様への感 謝の気 持 ち と今 後
の発 展 を 願いました︒

イ デ ア 商 売 繁 盛 ﹂の ご 利 益 が あ り

敷 地 内 の﹁餅 も ち の 社﹂は︑﹁新 規 ア

◆一宮 浅 間 神 社 よ り 分 祀 さ れ た 本 社

とに通 じ ま す︒

ち ﹂と し て 所 有 す る こ と や 残 る こ

◆ 餅 は 粘 り 強 く 伸 び る こ と ︑ま た﹁持

餅もちの社の特徴
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YBSラジオ

毎月第1木曜日

ふるさと菓子だより

時頃〜放送中

今回のテーマは﹁お餅﹂︒年末年始の和菓子屋の風景が浮か
ぶお話しや︑中丸相談役のプライベートなお話しまで︒今月
も中丸相談役とYBS海野アナウンサーとの
トークをお届けします︒

今年も残すところ一ヶ月

年の瀬になるとお餅の支度で大忙しなイメージ

がある和菓子屋だが︑残念ながら今は和菓子屋さ

んで忙しいところはそんなにないと思うと話した

ちんもち

◆ や わ ら か く ︑伸 び 伸 び と ︑角 が ない

るようになったころから和菓子屋でお餅の注文を受けることはかなり減っ

当然だった︒しかし︑パック切り餅や鏡餅などをスーパー︑コンビニで売

う手書きのポスターを出してお正月用のお餅の注文をお店で受けることは

相談役が子どもの頃はこの時期になると︑店頭に︻賃餅承ります︼とい

相談役︒

日 々 を 過 ご せ ま す よ う にと の 願い

そとまい

あがったお餅をすぐに大きいお供え餅にして職人技を披露しご家族を驚か

めたころのお話も︒餅つきを行っている日に偶然を装って居合わせ︑つき

思い出に残っているお餅のエピソードとして奥様中丸会長と付き合い始

思い出に残っているお餅のエピソード

という作業を行っている桔梗屋の餅は味やコシがしっかりとしている︒

使ってはいるが︑昔ながらの杵つきの原理でつき︑餅をひっくり返す手返し

おしるこなどで煮てしまうとコシが切れてだらりとだれてしまう︒機械を

スーパーなどで売っているミキサーのような機械で作った餅は︑お雑煮や

に効率が悪いなと思いながらも︑これが本当だと感じていた︒

あったそうだが︑仕上がりの質が外米によって変わってくるので︑子供心

の頃から手伝いをしていたそう︒外米を全て合わせて餅をつく菓子屋も

め個別に作っており︑かなり手間がかかっていた︒相談役は小学校3年生

に容器を用意する必要があったので︑工場や家中のザルや鍋︑釜などを集

また﹁外米﹂は家庭によって米の量や種類︑品質が違うためお客様ごと

のような習慣はあったとされる︒

ろから﹁賃餅﹂という呼び方が派生したという説がある︒江戸時代からこ

ちんもち

とよび︑外米を預かりお餅をつき︑そのつき賃として賃金をいただくとこ

ことを﹁内米﹂︑お客様が自分で手配した米や持参した米のことを﹁外米﹂

うちまい

子屋や米屋にお餅をつくことを注文していた︒米屋さんから仕入れた米の

むかし田舎の農家では近所で協力して自宅でお餅つきをするあるいは菓

賃 餅 ︵ちんもち︶
とは？

てきたそうだ︒

が 込 め ら れ ていま す︒

ま す︒

15

せたという相談役︒お餅がむすんだご縁だったというお話も︒

来月1／6の放送もお楽しみに︒

202 2.1
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今後は１時間ごとに有休取得を可能にするなど︑さらに働き

少しコロナが落ち着き、約2年ぶりに山梨へ。桔梗屋さんの桔梗信玄餅が大好きなので
必ず持って帰ります。実家の母も喜んでくれました。ソフトクリームもとてもおいしかったで
す！またすぐにでも買いに行きたいです ♡

昭和56年生まれ
明治大学商学部を卒業後、
フランスへ渡り修行。
2011年に桔梗屋に入社。
桔梗信玄餅に洋菓子のエッセンスを取り入れた
関連商品開発に携わり、
2012年、専務取締役に就任。
2019年12月20日付、代表取締役社長に就任。

○紅芯大根
○水菜（各種）

○ミニ大根（各種）

○ほうれん草（各種）

○辛味大根

笛吹ファーム

神宮司様
甲府市

中丸 純

やすい環境づくりを進めていきます︒今年はしっかりとした

いちご栽培中
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3歳になった息子は食べものにいつも興味津々です。家族や従兄弟が食べていた
桔梗信玄餅も「なにたべてるの？」と聞いてきて、
「ぼくもたべるー」とぺろりと完食
してしまいました。それから桔梗信玄餅は息子の大好物になりました。
驚いたのは、先日のこと。立ち寄ったサービスエリアで見かけるや否や袋を手に
取り、買う気食べる気満々の息子。その姿を見て思わず夫婦で笑いました。美味しい
から早く食べたいよね！と心の中で思いつつ、きな粉が舞い散るので車の中では我
慢しようねと言い聞かせるのに一苦労です。ただ息子のおかげで私も前より桔梗信
玄餅が好きになりました。

株式会社桔梗屋

明野ファーム

1月の収穫

米持様
静岡県

代表取締役社長

企業の土台づくりにも一段と力をいれていきます︒

明野プラント

i n t e r v i e w
T o p
自社農園

さらなる挑戦で、お客様の期待に応えていく

餅もちの社

※一部取り扱いのない
店舗がございます。

10個入…

やまなし
ギフトコンテスト
最優秀賞

南部茶

珈琲・和菓子
アワード2016
金賞受賞

新発売

葉桜

2,160円

黒蜜きな粉

1,080円

5個入…… 756円
10個入… 1,512円

元日から

［期間限定1/5まで］
（数量限定）

５個入…

あ け ま し て お め で と う ご ざい ま す

今年も﹁おいしさ﹂
﹁ 楽 しさ﹂
﹁美しさ﹂︑
そ して﹁健康﹂をお届 けいたします

6個入……1,458円

上生菓子詰合せ﹁彩﹂

756円

10個入… 1,512円

新 春 を 華やかに彩る上 生 菓 子 ︒今 年
の干 支 と お 題 菓 子 を 詰 合 せ た﹁ 彩 ﹂を
お年 賀にどう ぞ︒

（ご予約商品）

5個入……

やまなし
ギフトコンテスト2018
最優秀賞

12個入………

）

新 年 を 華 や かに 彩 る 迎 春 菓

インターナショナル・
ハイクオリティー・
トロフィー

新 年の ご 挨 拶に

（

※一部取り扱いのない店舗が
ございます。

プレミアムと呼ばれて十有余年⁝
◆甘みを半分に抑えたコシのあるお餅
◆香り高い丹波種の黒大豆のきな粉
◆伝統の濃い黒蜜に国産アカシアの
蜂蜜をブレンド

［期間限定1/5まで］

International
High Quality Trophy
受賞

）

1,728円
2,592円
16個入……… 3,456円
24個入……… 5,148円
24個木箱入… 6,264円

モンド セレク ション
年連続 金賞受賞

15個入…2,511円

インターナショナル・
ハイクオリティー・
トロフィー

﹁寿ぎ ﹂

赤い鹿 子 柄 の 化 粧 箱 に
入った 桔 梗 信 玄 餅 ︒お 祝い
の日にぴった りです ︒

10個入…1,711円

（

8個入………

3

年始ギフト

モンド セレク ション
年連続 金賞受賞

International
High Quality Trophy
受賞

3

花びら餅

ご当地
キットカット

お正月
きっと勝っとで
開運招福 ミニ9枚入……

842円

4個入…
8個入…

各 380円

496円
972円

水 琴 茶 堂の甘 酒

新年あけましておめでとうございます
今年も、Dolce vitaを
宜しくお願い致します

宮中で六 〇 〇 年もの間、
正月おせちのひとつとして、
つくられた和菓子です。

5個入……1,296円

10個入……2,592円

［期間限定12/30〜1/5］
（数量限定）

※一部取り扱いのない店舗が
ございます。

648円
1，
576円

1本………
2本入…
※アレンジメント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。

FAX 055-227-8287
営業時間 9：00〜18：00 1月1日 10：00〜17：00
info@koi87.com http://koi87.com/

※黒蜜庵 セレオ八王子店／黒蜜庵きなこ亭 山梨県立文学館店／
ハイジの村／アート・アーカイブスのみ2日初売り

開運の縁起物として、
また魔よけとして…

907円

982円
1,458円
8個入… 1,965円
12個入… 2,916円
4個入……
6個入…

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

開 運アラレ達 磨

TEL 055-227-5187

2015

※価格は税込価格です
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屋外 アウトレットおやつ市

2022年1月1日・2日・3日 午前10時〜午後4時
コラボ信玄袋が
大集合

新年最初の
運試し

期間・場所限定で販売している
様々な柄の袋に入った
桔梗信玄餅を販売します!

福引

迎春

イベント

お菓子と食の

桔梗信玄餅
工場テーマパーク
桔梗屋本社工場敷地内で開催

獅子舞・お囃子

水琴茶堂
粋心亭

会場：屋外スペース〔 出 演 〕甲府囃子保存会

工場アウトレット 1
社員特価販売 2

2日・3日

上平井

プレミアム商品券
桔梗屋
商品券

大吉

桔梗信玄餅工場テーマパーク
アクセスマップ

1,000

お買い上げ毎に
円 福引1回

その場で
できる

お菓子の詰め放題

無料引換券

当日使える

お買物券

中吉 200円分
お買物券

小吉

100円分
年 に一度 の お 楽 し み

新春

元日〜3日まで
通常
価格

!!

2,608円を

1,000

円

︵税込︶

お土産に お菓子の福袋
大人気！

※写真は
イメージです

当日使える

中身はコレ！

各店数量限定

東治郎
一宮店

桔梗信玄餅工場
テーマパーク

11：00〜
12：30〜
14：00〜

ポップコーン（味各種）
カラフルわたあめ
※写真は
イメージです
えびせん
桔梗信玄しるこ
フランクフルト
し
ゃかし
ゃかポテト
カレー
甲州赤飯（甘い赤飯）
鶏皮餃子
いちご飴
サイコロステーキ
つきたて餅（あんこ・きなこ） りんご飴
いちごチョコ
焼きそば
甘酒・ビール・ジュースなど
唐揚げ
ドリンク
じゃがバター

サッカーゴールゲーム
駄菓子と懐かしのおもちゃ
風船（お散歩バルーンなど）
お面
シャボン玉
宝つり

新型コロナウイルス感染拡大防止対策実施中 ●お客様全員へアルコールの手指消毒と検温のお願い ●消毒液設置 ●出入口の指定 ●座席は間隔を空けてご案内 など

※屋外アウトレットおやつ市は新型コロナウイルス感染拡大の状況により中止する場合がございます ※体温37.5°
C以上の方及び風邪症状のある方は入場をご遠慮させていただきます

元日初売り店
甲州夢小路店
韮崎店、
上野原店、
和戸店、
一宮店、
美術館通り店、
大月店、
都留店、
富士吉田店、
セレオ甲府店、
小淵沢店

セレオ甲府店
JR八王子駅改札内店

セレオ甲府店
大月店

小淵沢店
笛吹店

社員特価販売

イオン石和店

Yamanashi
Fruit Kingdom

！
！

2日初売り店
セレオ八王子店
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202 2.1

福銭プレゼント！！
元日から
限定配布

櫛形店、
ラザウォーク甲斐双葉店、
塩山店、
山梨フルーツ王国
（釈迦堂PA上り線）
店、
明野店

餅もちの社で
お祓いを受けた

山梨県立文学館店

アート・アーカイブス

税込1,500円以上お買い上げの
お客様に先着順数量限定プレゼント！

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

佐藤正明展

企画展

☎0555−20−5135

※12/28〜1/1休館

ハンター展

日時 開催中〜令和4年4月4日
（月）

日時 開催中〜

獲物を捕まえて食べる方法がそれぞれ異なる捕食者に焦点を当て、実際に狩
りをする姿を観察しながら生き物の習性を学んでみよう。

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。

塩山店ギャラリー

森の中の水族館。山梨県立富士湧水の里水族館

☎055-227-1752

企画展

田んぼの小さな生き物展

日時 開催中〜令和4年4月4日
（月）
現在は少なくなってきている、里山と呼ばれる場所に住む小さな生き物たちと、
人間の共存について学んでみよう。
☎0553-33-1026

スイスの写真展〜With ハイジの村〜
日時 開催中〜
スイスを表敬訪問した際に撮影をした写真と
ハイジの村の写真を展示します。

イカ墨で書初め
イカ墨で書初めをしてみよう！各回の始めにスタッフが
イカの解剖をしながらイカについて解説をしてくれるよ
開催日 令和4年1月2日
（日）
、1月3日
（月）
10：30〜12：00、14：00〜15：30
対 象 制限なし
参加費 入館料のみ

森の中の工作体験。
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
やカメなどの生き物のキーホルダーやマグネットを作ってみよう！
開催日 令和4年1月8日
（土）、9日
（日）、10日
（月・祝）10：00〜11：45、13：30〜15：30
対

象 制限なし
（小学生未満は保護者同伴） 参加費 入館料＋435〜560円

ハイジの村
山梨県立美術館

☎055-228-3322

シダネルとマルタン展

※1/1、1〜3月の火曜定休

体 験 イ ベ ント

※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）

日時 開催中〜2022年1月10日
（月・祝）
19世紀後半から20世紀前半にかけて活躍したアンリ・ル・シダネルと、
アンリ・マ
ルタンの二人を紹介する国内初の展覧会です。二人は印象派の表現を継承し、鮮

日

時 毎日、
10：00〜15：00

体験料 500円〜

やかな色彩と光が特徴的な作品を制作しました。特にシダネルは、
月夜や夕暮れ、
食卓や庭など、身近でありながら哀愁の漂う風景を神秘的に表現したことで知られ
ています。マルタンは、古典的な主題を描き、多くの公共建築の装飾（壁画）
を手が
けました。
本展では、印象派に続く世代の作品世界の魅力をご紹介します。

山梨県立文学館

☎0551-25-4700

☎055-235-8080

新収蔵品展

ハーバリウム

モイストポプリ

愛犬フォトコンテスト1月
テーマ
「冬のおでかけ」
募集期間 1月2日
（日）
〜1月31日
（月）
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

（土）
〜3月21日
（月・祝）
日時 2022年1月29日
夏目漱石の書簡、飯田蛇笏の俳句軸装、芥川龍之介の書簡、井伏鱒二の原
稿など、2020〜2021年にかけて、新たに収蔵した資料を展示します。

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

1/27
（木）寄せ植えorブーケ
1/30
（日）寄せ植え
10：00〜17：00

（休憩時間 12：00〜13：00・最終受付 15：00）

七五三のお詣りをしました。
「 元気に大きくなりますように！」

1月の行事

お誕生会

●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

6

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」2日まで高い目標を立てて。3日から26
日まで協調が重要。27日以降、反省が鍵。
「金
運」長く使う仕事関連商品の購入が吉。
「健康
運」24日までジムなどで運動を！25日以降、持病
をチェック。28日・29日吉。2日・17日注意

おうし座

（4/20〜5/20）

［全体運］1日〜19日★★ 20日〜31日★★★

かに座

（6/22〜7/22）

（9/23〜10/23）

「仕事運」2日まで敬意が不可欠。3日から26日
まで対策を十分に考えたい。27日以降、実行の
時。
「金運」美しい物の購入がイチ押し。
「健康
運」24日まで規則正しい生活を。25日以降、胃
への負担に注意。26日・27日吉。3日・9日注意

しし座

（7/23〜8/22）

「仕事運」2日までワンランク上を目指して。3日か
ら26日まで具体策が功を奏す。27日以降、熟考
を。
「金運」家庭重視の決断が吉。
「健康運」24
日まで階段を歩くなど日々の工夫を。25日以降、
腰痛に注意を。24日・25日吉。9日・10日注意

［全体運］1日〜19日★★ 20日〜31日★★★★

やぎ座

（12/22〜1/19）

by レイナ里亜

全体運／★★★★★最高

「仕事運」2日まで名案が浮かぶ。3日から26日ま
で徐々に開始。27日以降、再考を。
「金運」最近
で最もぜいたくがお勧めの時。
「健康運」24日ま
で足ツボマッサージが効果的。25日以降、枕の
高さを調節して。3日・13日吉。23日・25日注意

「仕事運」2日まで理想を明確に！3日から26日ま
で上司の意向を理解して。27日以降、チャンス
到来。
「金運」月末に向かうほど買い時。
「健康
運」24日まで長引く症状に注意。25日以降、遠
出して体力を増強。2日・12日吉。26日・27日注意

［全体運］1日〜19日★★ 20日〜31日★★★

「仕事運」2日まで勘を信じて。3日から26日まで
最高にさえる。27日以降、
もう一度集中を。
「金
運」いつもと違う使い方が新鮮。
「健康運」24日
まで仲間と同じ運動が励みに。25日以降、温泉
で元気に。

［全体運］1日〜19日★★★ 20日〜31日★★

は じ め て の 五・七・五

武田和巳
武田玲子
風間ますみ
竜沢栄子
吉村節子
小野直子
萩原睦子
天野道
廣瀬昭美
須田巖
髙部敏江
横関義英
伊藤敏子
堀田百恵
小宮山秀子
田澤幸子
鶴田良子
森澤幸子
野沢百合子
井上一江
野沢吉紀
樋口敦一

名
正解者
名

新年あけましておめでとうございます。
2 0 2 1 年は桔 梗 屋 初 の 洋 菓 子ブランド
「Rond.」やカフェ＆ワインバー「葡萄酒一番
館」
をオープン。県産の果物を使ったご自宅で
楽しめるスイーツや、山梨のワインが気軽に味
わえるお店ということもあり、観光客だけでなく、
地元の方にも山梨の魅力を楽しんでいただけ
たのではと思います。
そして1月1日は小淵沢店をグランドオープ
ン。桔梗屋のお土産品だけでなく、
シュークリー
ムやエクレア、
まんじゅうなどおやつにピッタリの
お菓子の販売や、
お食事処も併設しています。
これからどんな美味しいお菓
子や料理に出会えるのかと
思うとわくわくしますね。
それでは、2022年も皆さ
まにとって、素晴らしい年に
なりますようお祈り申し上げ
ます。
井上 沙紀

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︒

「初詣」

・初詣 ゴルフ上達 神頼み
・初詣 願いは子等の 健康を
・大掃除 気持きれいな 初詣
・願い事 くるくる巡る 初詣
・おみくじに 良き事願う 初詣
・手を取って 歩いた子供も 一人立ち
・手を合わせ 静かに祈る 初詣
・初詣 コロナおがんで 元気だぜ
・洋服か 和服で悩み 初参り
・初詣 新たな気持 名前言い
・赤富士に 祈りを籠めて 初詣
・下駄を履き 小銭を確め 向かう杜
・恙無く 祈る気持は 決め言葉
・もろもろの 願い込めての 初詣
・清清しい 気分で歩む 初詣
・初詣 願い事いっぱい たのんじゃおう
・初詣 今年も同じ 願い事
・オミクロン コロナも封じて 初詣
・コロナ禍や 近場の神社へ 初詣
・新しい 服︑靴揃え 初詣
・妻と供 氏神神社 初詣
・悠仁と 身曾岐で過ごす 初詣

次回の募集テーマは﹁豆まき﹂ です︒
前回の答え

応募総数
202 2.1

うお座

（2/19〜3/20）

「仕事運」2日まで話し合いで決めて。3日から26
日まで直感で判断。27日以降、再度話し合い
を。
「金運」まず仲間の評価を聞いて。
「健康
運」24日まで多忙が影響しやすい。25日以降、
健康対策がひらめく。6日・7日吉。21日・22日注意

今月のテーマ

編集室から

7

おとめ座

（8/23〜9/22）

「仕事運」2日まで強い意志で決断を。3日から
26日まで細部まで配慮を。27日以降、積極的に。
「金運」ぜいたくがお勧め。
「健康運」24日まで
無理がたたりやすい。25日以降、整体院で体を
整えたい。6日・26日吉。12日・13日注意

［全体運］1日〜19日★★★ 20日〜31日★★

キ リト リ 線

色摩瞳様（甲府市）
酒井あずさ様（東京都）

［全体運］1日〜19日★★ 20日〜31日★★★★

「仕事運」2日まで几帳面に。3日から26日まで歩
み寄りたい。27日以降、基本に返って。
「金運」
収支を詳細に見て判断すべき。
「健康運」24日
まで運動量を増やして。25日以降、節制が大
切。9日・20日吉。11日・27日注意

［全体運］1日〜19日★★ 20日〜31日★★★★★

前回の当選者

「仕事運」2日まで手助けを。3日から26日まで勢
いに乗って好調。27日以降、裏方で支えて。
「金
運」計画的な使い方が大切。
「健康運」24日ま
で無理をしないことが重要。25日以降、生活の
見直しを。23日・24日吉。1日・2日注意

「仕事運」2日までルーティーンワークをチェック。
3日から26日まで好調。27日以降、堅実に。
「金
運」長年続けた貯蓄を継続。
「健康運」24日ま
でトラブルを避ける工夫が必要。25日以降、
自
いて座
（11/23〜12/21） 炊で健康的に。
27日・28日吉。14日・15日注意

（1/20〜2/18）

49

★注意

「仕事運」2日まで短期間の目標を設定。3日から
26日までトラブルが起きても落ち着いて。27日以
降、改善へ。
「金運」新商品に注目。
「健康運」24
さそり座 日まで以前からの方法を継続。25日以降、健康維
（10/24〜11/22） 持も良い方法を得る。
7日・16日吉。23日・24日注意

絵中に七ヶ所の間違いがあります。

石井雅代様（神奈川県）
髙橋利江様（新潟県）
志村富子様（甲斐市）

ふたご座

（5/21〜6/21）

★★無難

［全体運］1日〜19日★★★★ 20日〜31日★★

間違い捜しクイズ

56

★★★普通

［全体運］1日〜19日★★ 異性運のみ★★★★★ 20日〜31日★

みずがめ座

［全体運］1日〜19日★★★★★ 20日〜31日★★

★★★★良好

※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〜19日★★★★ 20日〜31日★★

［全体運］1日〜19日★★ 異性運のみ★★★★★ 20日〜31日★★★

てんびん座

1月

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
1月11日
（火）
です。

小淵沢店

桔梗信玄餅をはじめ桔梗屋のお土産品や、黒蜜にこだわった黒蜜庵、
洋菓子ブランド Rond. のお菓子が購入できる「桔梗屋 東治郎」。
ほうとうや石臼挽きそばが楽しめるお食事処「長寿村 権六」を併設しております。

PRE OPEN

1月1日 元日

特別イベント

12 月 28 日プレオープン
12/28 〜 12/31
プレオープン
記念

シュークリーム、エクレア各種

おやつ菓子お味見セール

３割引

３割引でバラ売り
１日３０食限定
季節のミニミニＤＯＮ

1,100円（税込）

１月１日グランドオープン
グランドオープン
記念

時間 12：00〜
出演 甲府囃子保存会

桔梗屋のお菓子を

GRAND OPEN
1/1 〜 1/3

獅子舞・お囃子

新発売

［営業時間］

八ヶ岳の牛乳まんじゅう

120円

60円

9：30〜18：00

（税込）

11：00〜15：00

おやつ菓子お味見セール

※季節により変動

桔梗屋のお菓子を

［住所］北杜市小淵沢町2976
TEL 0551-45-9333

小淵沢店

３割引でバラ売り

Location photo

Bridal Fair

撮影データ150枚程度

私服

1/30

スタッフ撮影 ￥110,000（税込）
プロ撮影 ￥165,000（税込）

要ご予約・参加無料

「ヘアメイク＆ウエディングドレス試着付」

ウィンターブライダルフェア

洋装

♥ブライダル相談
♥会場見学

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

♥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
北杜市

ブーケ、ブートニア、
フラワースタイリング ￥33,000（税込）〜

HEIDIʼS VILLAGE 花の教会

TEL.0551-25-4702

土日祝 +￥22,000（税込）

山梨県北杜市明野町浅尾2471 【営業時間】OPEN 9：00〜17：00 無休

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

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

桔梗屋

桔梗屋

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

Dolce vita

森の中の水族館。
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