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冬

至

日︒二十四節気の一つで︑1年

が長くなっていく︒古代の西洋では︑これを﹁太陽の

月

日を﹁キリストの誕

新生﹂として盛大な祭りが行われていた︒古代ローマ

では︑この祭りが行われた

﹁一陽来復﹂︒冬至の代名詞でもある︒日本ではこの

まりだという︒

日︑ゆず湯に入ったり︑カボチャを食べたりする風習が

ある︒ゆず湯は江戸時代末期︑銭湯が客寄せのために始

めたといい︑冬至にゆず湯に入ると風邪をひかないと信

じられている︒カボチャを食べる風習は︑明治に入って

から︒元気に年を越して︑良い年を迎えたい︒

月1日から

日まで新型コロナウイルス対策を

美味求真 月号の表紙はハイジの村のイルミネーション︒
今年も

31

12

ちを込めたブルーのイルミネーションや︑ ｍ の特大ツ

開催します︒今年は︑医療従事者への敬意と感謝の気持

行いながら︑夜間特別イベント﹁光のページェント﹂を

12

素敵な冬をお過ご し く だ さ い ︒

31

まで

［点灯時間］
日没〜21：00頃

9：00〜21：00

だけます︒園内を彩るイルミネーションを楽しみながら

リー︑中庭を彩るイルミネーションなどをお楽しみいた

12

〜

光のページェント
ハイジの村

歳時記

今年の冬至は

22

で昼の時間が最も短い日だ︒この日を境に日ごとに昼

12

生日﹂と定めて︑布教に活用したのがクリスマスの始

25

光のページェント
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ハイジの村
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㈱桔梗屋・マーケティング企画室ⓒ

山梨県笛吹市一宮町坪井工業団地
TEL（0553）47-3700
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※写真はイメージです

祝

成人の日
ご予約承ります

お赤飯

648円
972円
大
（750ｇ）1,404円
小
（300ｇ）
中
（500ｇ）

鶴の子餅

8個入（4.5寸重箱）

1,080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。
）

紅白饅頭
「祝」
焼印入

ふるさと菓子だより
ジオ
毎月第一木曜日Y BSラ
「ふるさと菓子だより」

5個入（4.5寸重箱）

1,080円
10個入 2,160円

864円

5個入

お赤飯には皮が 割れてしまう小豆は「縁 起が 悪い」とされていたという通説が

で放 送中の

あるため、はじけない「ささげ」が使われている。ささげは色が出にくいため、食
紅で色を付け、一晩水に浸け、翌日蒸かす。

ーマは
七五 三があった1 1月のテ
いのお菓子」
「子どもの節 句とお祝
ナウンサーのトークを
BSアナウンサー海 野ア
今月も中 丸相 談役とY
。
少しだけお届けします
鳥の子餅

子供の成長を彩るお菓子「一升餅」

〜お菓子屋の秘密兵器「セロベーター」〜
お菓子屋は家庭でお赤飯を蒸す時の蒸し器ではなく、40 ㎝角の四角い木のセ
イロを使い、何 段も積み上げて一 緒に蒸していく。一 番下から順 番に蒸しあ
がっていくお赤 飯の 一 番下の蒸し器を取り出す際 に使う道 具に、「セロベー
ター」という道具がある。セイロの角が出ている部分にセ
ロベーターをひっかけて手でハンドルを回していくと一

お餅の一升と人の一生をかけたお菓子で、立つか立たないぐ

段 階あがり、一 番下のセイロが 取り出しやすくなるとい

らいの赤ちゃんが 背負う。桔梗 屋でおすすめしているのが

う道具だ。ダジャレもきいているお菓子屋の秘密兵 器で

「鳥の子餅（立ち餅）」砂 糖が入っていないお餅を紅白に

ある。

彩った、鶴の子の形をしたお餅でひとつ20㎝ぐらいの大きさ。その年の子に比べ
ると大きいが、
「一生食べ物に困らないように」という願いが込められている。

V ol .

営業本部 直営店

和菓子を通じて季節感を味わっている人が多い。
次回の放送は12月2日です。お楽しみに。

全国的に有名なのは甘くないお赤飯だが山梨県内では甘いお赤飯が多い。

私

お赤飯

「人生の節目節目に和菓子がある」とし、
それがお菓子屋の喜びだと相談役は話した。

お祝いの時に今でも欠かせないお赤飯
〜山梨特有の甘いお赤飯の話題に〜

桔 梗 信 玄 餅と

※価格は税込価格です

※鶴の子餅・お赤飯はご予約商品です。詳細は同面「成人の日」をご覧ください。
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古畑 羽菜

お客様 の 声

中学生の頃にお菓子作りに興味を持ち始め、山梨なら

神奈川県

ではのお菓子「桔梗信玄餅」を製造、販売している桔梗
屋で働きたいと思っていました。現在私が所属している直

林様

「出身はどこ？」と尋ねられ「山梨です」と答えると「桔

営店では買い物に来てくださる方が喜んでいる姿を直接見ることが出来る

梗 信 玄 餅おいしいよね」とかなりの確率で言われることが

ので、接客という仕事に魅力を感じています。

誇りです

高校を卒業して桔梗屋に入社し、今年で2年目になりました。新入社員の
頃に比べ出来ることは増えましたが、まだまだ教わることが沢山あるので、
少しでも早く先輩方や周りの人達に認めてもらえるようになりたいです。

東京都

元橋様

今年成人を迎えるので、社会人になったばかりの未成年の頃よりも責任

桔 梗 信 玄 餅を食べるとき息をとめて食べないとむせてし

感を持って行動し、一人前の大人へ成長するために日々精進していきたい

まうことがあると知人に話したところ、甲府に住んだことが

です。

ある知人が正しい食べ方をしていないからと言って教えてく
れたのが全 部を風呂敷にあけて手でもみもみして食べる方
法でした。地元の方々はそうやって食べているのですね。ち
ょっとびっくりしました。
2

少人数でも
さまざまなお味を楽しめます

和菓子も洋菓子も楽しめるギフト
お子様がいるご家庭にもおすすめです

お歳暮

お歳暮詰合せ

まごころギフト

お歳暮詰合せ

ありがとうギフト

大 切なあの方へ
まごころをこめて

桔梗信玄餅２個入×2
桔梗信玄餅どら×2
桔梗信玄棒5本入
桔梗信玄餅最中×4
桔梗屋の月餅 甲斐の月 黒ごま×2
桔梗屋の月餅 甲斐の月 木の実×2
桔梗信玄餅ミルキーバウムクーヘン×2

桔梗信玄餅５個箱入
桔梗信玄餅どら×3
桔梗信玄餅最中×2
信玄軍配 黒蜜きな粉5個入
桔梗信玄餅ミルキー
バウムクーヘン×4

3,838円

3,352円

ご家族の多い方へ
おすすめです

日持ちするものが多いので
企業様への贈り物にも最適です

人気のお菓子を
バランスよく
詰め合わせました

お歳暮詰合せ

こだわりギフト

お歳暮詰合せ

桔梗信玄餅２個入×2・桔梗信玄餅どら×3
桔梗信玄餅万寿4個入
桔梗屋の月餅 甲斐の月 黒ごま×2
桔梗屋の月餅 甲斐の月 木の実×2
桔梗信玄餅ミルキーバウムクーヘン×3
団十郎十八番×2・アラレ詰合せよっちゃばれ×3

厳選ギフト

お歳暮詰合せ 特選ギフト

桔梗信玄餅２個入×2・桔梗信玄棒10本箱入
桔梗信玄餅どら×3・桔梗信玄餅最中×4
桔梗信玄餅ミルキーバウムクーヘン×3
黒蜜かすてら×4・黒糖フィナンシェ×3

4,183円

桔梗信玄餅２個入×3・桔梗信玄餅どら×3
桔梗信玄餅最中×4・桔梗屋の月餅 甲斐の月 黒ごま×2
桔梗屋の月餅 甲斐の月 木の実×2
桔梗信玄餅ミルキーバウムクーヘン×4
黒蜜かすてら棹 1本

4,410円

5,239円

TEL0553-47-3701（商品受注センター）http://www.kikyouya.co.jp

12/12までの期間中に同一お届け先に4,000円（税込）以上の発送をご予約のお客様
※クール便手数料別途 ※桔梗屋東治郎、花菓亭、黒蜜庵の店頭、桔梗屋オンラインショップでのご注文を対象
※常温・冷蔵・冷凍と荷物が分かれる場合は、
それぞれの温度帯の荷物の中身が4,000円以上になる場合のみ送料無料が適用されます

城下町の昔を訪ねる

お城の金千四百両余

百姓治郎兵衛が盗む

今も御金蔵稲荷が

しんさき

甲府駅のすぐ北東︑朝日二

て こ う じ

丁目界隈は︑江戸時代は新先

手小路という武家屋敷地だっ

た︒そのためか今も路地に入

●対象：制限なし
（小学生未満は保護者同伴）
●参加費：入館料＋800円〜

ごきんぞういなり
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10：00〜12：00、13：30〜15：30
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
！

ると閑静な住宅地で朝日公園

●対象：制限なし
（小学生未満は保護者同伴）
●参加費：入館料＋300円

、26日

もあり︑その北側に御金蔵稲荷

10：00〜12：00、13：30〜15：30
無地のエコバックに、水族館んオリジナル
スタンプやデコペンなどで絵を描いて自分
だけのオリジナルバックを作ってみよう
！

ジェルキャンドル作り

12月25日

という︑変わった名のお稲荷

、19日

さんがある︒

エコバッグを作ろう

12月18日

御金蔵とは甲府城内にあった︑﹁お金﹂を保管

森の中の水族館︒イベント

3

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

する蔵のことだ︒明治三十三︵一九〇〇︶年に甲

山 梨 県 立 富 士 湧 水の里 水 族 館

府中学校︵現甲府一高︶が甲府城跡に移転してか

らは御金蔵は倉庫として利用され︑昭和五︵一九

三〇︶年に甲府中学の移転に伴い現在地に移さ

れ︑御金蔵稲荷に生まれ変わった︒当時の稲荷は

わたりやぐら

空襲で焼失︑現在は再建された二代目である︒

お う て も ん

この稲荷︑盗難除けに御利益があるという︒そ

れは甲府勤番追手門に付いていた渡櫓から大金が

盗まれた︒小判が三百九十三両二分︑甲州金が千

二十九両三分︑現代の約一〜三億円といったとこ

ろか︒当時︑本来の御金蔵は焼失していたため︑

渡櫓を金庫代わりにしていた︒だから御金蔵を

破ったわけではないが︑余りにも被害額が大きい

ので御金蔵のイメージと結びついて後世に伝えら

れたのだろう︒

桔 梗 屋 1 3 0 周 年 と こ う ふ 開 府 5 0 0 年 を 機 に ︑甲 府 が 小 江 戸

と 呼 ば れ た 頃 の 痕 跡 を 訪 ね て い く ︒山 梨 新 報 に て 月 1 回 連 載 中

森の中の水族館。

小江戸甲府

早期ご予約で
送料無料

※表示価格は税込価格です
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20th Anniversary

企画展

ハンター展

令和 3 年１2 月 8 日（水）〜
令和 4 年４月４日（月）
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。
場 所／水族館１階企画展コーナー
生き物／タライロン、
アーチャーフィッシュ、
シルバー
アロワナ、
リーフフィッシュ、
ヌマガレイ、
モンハナシャ
コ、エボシカメレオン、
アオダイショウ、
イエアメガエ
ル、
ピラニア・ナッテリー、
タガメ、
カエルアンコウ等
＊生き物の状態等により随時変更有

企画展

田んぼの
小さな生き物展

令和 3 年１2 月 8 日（水）〜
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。
場 所／2階展示コーナー
生き物／ニホンバラタナゴ・アカヒレタビラ・ヒ
バカリ・ヒガシニホントカゲ・シマゲンゲロウなど
＊生き物の状態等により随時変更有

森の中の水族館。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

Christmas
Dinner
2021
in Heidi’s Village
山梨県産の食材（富士の介、梨北米、
甲州地どり、有機野菜、大塚にん
じん、放牧卵、
あけぼの大豆の枝豆、味噌）
を使用し、地産地消の山梨
県らしいクリスマスディナーにしました。
またデザートに使用している明
野町のハイジの野菜畑の苺もお楽しみください。

やまなしナポリタン

★オードブルバリエ
富士の介フュメの梨北米サフラン手まり寿司

梨北米のサフランライスで富士の介のマリネを握り、
隠し味にクリームチーズを使用した洋風手まり寿司です。

オードブルバリエ

ポタージュ

ポアソン

ビアンド

甲州地どりのムースと生ハムとのハーモニー

甲州地どりをムースにし生ハムで巻いた一品。
甲州地どり全体に生ハムの味と香りをまとわせたアクセントのあるオードブルです。

有機野菜のマリネ

北杜市高根町産の大根、にんじん、
カブをマリネし、
ルッコラとわさび菜を添えた野菜のオードブルです。

★スープ
大塚にんじんのポタージュクリームスープ パイ包み焼き
市川三郷町特産、大塚にんじんのポタージュクリームスープと、
サクサクのパイをお楽しみください。

★ポアソン
富士の介のミ・キュイ 放牧卵使用のピカタ仕立て
〜甲州味噌ソース あけぼの大豆 枝豆のソースと共に〜

富士の介（キングサーモンとニジマスをかけ合わせたやまなしオリジナルブランド魚）
に放
牧卵を絡ませて焼き上げたミ・キュイです。
ミ・キュイは「半生」
を意味するフランス語で、
絶妙な火加減で調理した富士の介はしっとりなめらかな食感が楽しめます。身延町産の
あけぼの大豆で作った味噌の洋風ソースと、自社農園産のエディブルフラワーを添えた
見た目の楽しめる魚料理です。

★ビアンド
牛フィレ肉のポシェと甲州地どりのディアブルとのコラボレーション

ゆっくりと煮込む調理法「ポシェ」で調理した牛ヒレ肉は、やわらかくジューシーな味わい
です。
しまりが良く旨味が詰まった肉質の甲州地どりは、伝統的なフランス料理「ディア
ブル」にしました。

ハイジの白パン

★パスタ

コーヒー

やまなしナポリタン

甲州地どりや野菜など山梨の食材を使用した、味噌が隠し味のナポリタンです。

デザート

★デザート
ハイジの野菜畑の苺の特製プレート

自社農園で収穫したいちご
（紅ほっぺ、
かおりの、
やよいひめ）
を使用したデザートが楽しめる、
苺づくしの一品です。

TEL：0551-25-4700

ご予約先

県内の優れた食材と観光に配慮した持続可能な農畜産の取り組みを
PRしようと行われた山梨県主催のメディアツアー。
県内外から30人以上のメディアが参加しました。
ハイジの村のレストランボルケーノでは甲州ワインビーフ、甲州地どり、富士の介、
シャインマスカットなど県産の食材をふんだんに使用したフレンチコース料理や山梨ワインを提供。
会場を彩る装花はDolcevitaが手掛け、県産の食材の展示も行いました。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策実施中
従業員の
体調管理徹底

スタッフ
マスク着用義務化

しっかり換気

施設内消毒清掃

桔梗屋では、各店舗や施設において、新型コロナウイルス感染拡大防止に向け
た取り組みを行っております。お客様が安心してご利用いただける環境づくりに
努めてまいりますので、
ご理解とご協力をお願いいたします。

トレーでの受け渡し

●検温 ●チェックシートの記入 ●入場制限
ハイジの村・
森の中の水族館。 混雑時には入場の制限を行う場合があります（森の中の水族館。のみ）座席は間隔を空けてご案内

消毒液常備

飛沫防止シート設置

レジ待機位置の設定
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10個入……1,711円

お正月ギフト

寿ぎ

15個入……2,511円

餅は餅屋の

のし餅・
お供え餅
丁寧につきあげたお餅は、
伸びが良く程よいコシがあります。
桔梗屋自慢の味です。

3日前までにご予約下さい。

のし餅（1kg）
………………

1,404円

お供え餅 5号（直径約12cm）
………………

1,620円

※1号〜30号まで承ります

店舗・期間限定
12/30〜1/6

のし餅1kg
（12枚カット）
切れはし付き

絶妙なやわらかさのポイント
餅をつく時間は7分間。その間に少しずつ
熱湯を入れ、硬さを調節しています。

はなびら餅

5個入…1,296円

※価格は税込価格です

10個入…2,592円

シダネルとマルタン

展

商品受注センター

TEL.0553-47-3701

1 10日（月・祝）

開催中〜2022年 月

期間限定メニュー

シダネルとマルタン展 特別メニュー
1,800円

”BonneChance"

シダネルとマルタン展にちなんだフランスの料理で
す。魚料理のミ・キュイは「半生」を意味するフランス
語。絶妙な火加減で調理した旬のサーモンはしっとり
なめらかな食感が楽しめる一品です。手作りのディッ
プソースでお召し上がりください。サラダにはアカシア
の蜂蜜を使ったお手製ドレッシングを使用しています。
肉料理は伝統的なフランス料理です。
フランス産のポ
メリーマスタードを使用して若鶏を焼き上げました。

SHO・U・GA・TU

特別展限定デザートプレート 800円
日替わりケーキ（全 5 種）と手作りのバラジェラート
が楽しめるデザートプレートです。
シダネルの住んでいたフランスのジェルブロワはシ
ダネルが美しいバラ園を造ったのをきっかけとして村
中に バ ラなどの
花が植えられまし
た。今でも「バラ
の村」と呼ばれ観
光地として親しま
れています。

※ご予算に応じて
お作りいたします

TEL 055-227-5187
営業時間 9：00〜18：00
http://koi87.com/

価格は税込価格です

予告

桔梗信玄餅工場
テーマパーク

屋外アウトレットおやつ市 1 月2 日・3 日・4 日

新型コロナウイルス感染拡大防止対策を実施し、テイクアウト屋台、獅子舞、お囃子など迎春イベントを開催します。
〈会場〉笛吹市一宮町坪井1928

桔梗屋本社

1日は通常営業致します
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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

Dolce vita ドルチェ・ヴィータ

☎055-227-1752

日時 開催中〜
桔 梗 屋ゆかりの 画 家

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

中丸精十郎と桔梗屋の歴史展

☎055-227-5187

12/12
（日）寄せ植えorブーケ
12/16
（木）ブーケ
10：00〜17：00

（休憩時間 12：00〜13：00・最終受付 15：00）

中 丸 精 十 郎（ 1 8 4 0 〜
18 95）の作品展を開 催

●レッスン代：花代+材料費 4,000円

中です。びょうぶや 掛け

※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

軸、紹介文などを展示し
ています。

ハイジの村

☎0551-25-4700

体 験 イ ベ ント

※価格はすべて税込・入園料別途

オリジナルのクリスマスリースを作ろう
塩山店ギャラリー

☎0553-33-1026

日

時 12月25日
（土）
まで 10：00〜15：00

体験料 2,000円

ドライフラワー手作り体験

そだち展

（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）
日 時 毎日、
10：00〜15：00 体験料 500円〜

（月）
日時 開催中〜12月27日
障害者支援施設そだち園での、日々

ハーバリウム

クリスマス
ジェルキャンドルづくり

の取り組みの中で出来上がったさをり
織りや染色、ビーズ作品の展示販売を
行います。

日

※臨時休業または営業時間を短縮して
いる場合があります。HPをご確認いた

時 12月19日
（日）
、20日
（月）
〜25日
（土）

17：00〜20：00

体験料 800円〜

だくか、もしくはお問い合わせください

モイストポプリ

作 品 募 集 中

クリスマスリースコンテスト
募集期間 12月1日
（水）
〜8日
（水）
まで
応募方法 作品をハイジの村にお持ちください。
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＆商品券をプレゼント

愛犬フォトコンテスト12月
山梨県立美術館

☎055-228-3322

シダネルとマルタン展
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
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、

前回ゴールド賞受賞作品

テーマ
「クリスマスわんこ」
募集期間 12月1日
（水）
〜12月31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

記
「社内託児所ハイジ」探訪

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。

あなたの撮った写真が表紙になる！
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。
応募要項
●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記載ください
郵便番号
住所
電話番号、 写真の簡単な説明・撮影場所・撮影年月日
写真 ※郵送の場合は2L判以上（127mm×178mm）、メールの場合は2MB以上でお送りください
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@kik youya.co.jp

12月の行事予定

クリスマス会

！
み んなで 変 身
ィン！
ハッピーハロウ

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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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」13日まで勢いあり。積極的に提案
を。14日以降、先輩や上司との相談が必須。「金
運」長く使える高額 商品の購入は良さそう。
「健康運」13日まで油断は禁物。14日以降、運
動を習慣にして。4日・13日吉。27日・28日注意

おうし座

（4/20〜5/20）

［全体運］ 1日〜21日★★★★ 22〜31日★★

かに座

（6/22〜7/22）

（9/23〜10/23）

「仕事運」13日まで基本的に忠実に！14日以降、
異なる意見ほど歩み寄りたい。「金運」美的セン
スを高める事柄への出費がツキを呼ぶ。「健康
運」13日まで体調は良好。14日以降、心身のメン
テナンスが必要。26日・27日吉。2日・11日注意

しし座

（7/23〜8/22）

やぎ座

全体運／★★★★★最高

「仕事運」13日まで一工夫が突破口に。１４日以
降、言い訳より代案を出すことに集中。「金運」
家や家族に必要な物を家族と相談して購入。
「健康運」13日までバランスの良い食事を意識。
14日以降、喫煙を。1日・9日吉。25日・30日注意

さそり座

（10/24〜11/22）

「仕事運」13日まで理論より勘を信じたい。14
日以降、名案が浮かびやすい。
「金運」勉強や
海外関係への出費が有意義な時。「健康運」
13日まで急変に警戒を。14日以降、とりあえず
一安心できそう。24日・25日吉。2日・3日注意

みずがめ座
（1/20〜2/18）

［全体運］1日〜21日★★ 22〜31日★★★★★

「仕事運」13日まで良調。難題にも立ち向かっ
て。14日以降、細部への配慮が鍵。「金運」部下
や後輩のために使う交際費は吉。「健康運」13日
まで長年の無理がたたって悪化しそう。１４日以
降、回復傾向に。13日・14日吉。29日・30日注意

いて座

（11/23〜12/21）

「仕事運」13日まで最高の活躍時。積極的に行
動を！14日以降、安定を目指して。「金運」貯蓄
を増やす好情報を入手できそう。
「健康運」13日
まで良い眠りのため枕にこだわって。14日以降、
肝臓をチェック。4日・5日吉。26日・29日注意

［全体運］1日〜21日★★★★★ 22〜31日★★

うお座

（2/19〜3/20）

「仕事運」13日まで責任が増えるけれど立ち向
かって。14日以降、味方の協力に期待。「金運」個
性的な使い方で満足感を得られそう。「健康運」
13日まで水泳など積極的に運動を。14日以降、飲
酒は控えめに。29日・31日吉。17日・19日注意

［全体運］1日〜21日★★ 22〜31日★★★

「年越し」

名

12月1日から始まるハイジの村の
イルミネーション。
どうやったら綺麗に撮れるのかを毎
年研究しながらシャッターを切ってい
ますよ。明るさやシャッタースピードを
調整したり、三脚を使用したり、いろ
んな角度から撮ってみたり。今年も防
寒対策ばっちりでハイジの村へ行っ
てきます。みなさ
んもハイジの村
でたくさん写 真
を撮ってみてく
ださいね。
渡邉菜々

は じ め て の 五・七・五

正解者
202 1.1 2

「仕事運」13日まで反論や変更にも柔軟に対応
を。14日以降、朗報あり。「金運」可能性を広げ
る出費を。子どもや趣味への投資も〇。「健康
運」13日までSNSで話題の方法にトライ。14日以
降、体を鍛えて。15日・26日吉。10日・11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︒

名

池谷佳子様（東京都） 小野瀬華織様（神奈川県）
斎藤幸子様（甲府市） 日原正様（甲斐市）
野伏知久様（上野原市）

「仕事運」13日まで反対意見ほど傾聴を。目
からウロコかも。14日以降、よく考えてから決
断を。「金運」直感で判断して大丈夫。「健康
運」13日まで上半身を鍛えて。14日以降無理
しないように。27日・28日吉。4日・5日注意

・年越しを 家族で祝う そば美味し
井上 一江
・掃除した 御節も作り 初参り
廣瀬 昭美
・お蕎麦食べ 鐘が鳴るなり お寺行く
横関 義英
・年越しは 蕎麦とすき焼き 家族団
武田 玲子
・コロナ禍よ 気遣い無くせ 年越し
松嶋 宏
・七五三 社賑わひ 年越しぬ
髙部 敏江
・御殿場市 迷子になって 年を越す
樋口 敦一
・コロナ禍や 年越しすぎて 希望あり
野沢 百合子
・年越して 明るい未来 待ち望む
野沢 吉紀
・年越しは 鐘と焚き火の 一蓮寺
武田 和巳
・待っている 未知の月日へ 年を越し
竜沢 栄子
・年越しの 健康願い そばすする
伊藤 敏子
・年越しは マイペースかな 大掃除
吉村 節子
・年越しに 楽しみ真つみ 孫娘め
風間 ますみ
・いつまでも 灯りがともる 大みそか
田澤 幸子
・年越しに コロナ終息 期待せり
堀田 百恵
・年越しの そばを打とうか 思案中
・来る年を 年越しそばに 願い込め
森澤 一幸
・年越しは みんなの笑顔と しあわせを 野田 睦子
・恙なく 家族と食す 年越し蕎麦
小宮山 秀子

前回の答え

応募総数
前回の当選者

★注意

今月のテーマ

編集室から

55

★★無難

［全体運］1日〜21日★★ 22〜31日★★★★

「仕事運」13日まで複数の人との話し合いが大
切。14日以降、いたわりがきっかけに。「金運」
その都度の判断で決めてOK。
「健康運」13日ま
で不摂生が響きやすい。14日以降、階段を使う
ことを心掛けたい。8日・9日吉。30日・31日注意

皆様の素敵な俳句︑川柳をお待ちしております︒

キ リト リ 線

7

おとめ座

（8/23〜9/22）

「仕事運」13日までペースを変えなくてOK。反対
意見の人には慎重に対応を。14日以降、機転が利
く。
「金運」たまには衝動買いもOK。
「健康運」
13日まで持病の悪化が心配。14日以降、生活習
慣の改善を。11日・29日吉。13日・15日注意

次回の募集テーマは﹁初詣﹂ です︒

絵中に七ヶ所の間違いがあります。

★★★普通

［全体運］1日〜21日★★★ 異性運のみ★★★★★ 22日〜31日★★

［全体運］1日〜21日★★★★ 22〜31日★★★

間違い捜しクイズ

56

ふたご座

（5/21〜6/21）

［全体運］1日〜21日★★ 22〜31日★★★

「仕事運」13日まで想像力を発揮して。14日以
降、自分らしい進め方で成功へ。「金運」ワンラ
ンク上の購入が吉。
「健康運」13日まで友人から
役立つ方法を聞けそう。14日以降、安眠のために
アロマを活用。26日・30日吉。20日・21日注意

★★★★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〜21日★★★★ 22〜31日★★

［全体運］1日〜21日★★★★ 22〜31日★★★

（12/22〜1/19）

by レイナ里亜

［全体運］1日〜21日★★ 22〜31日★★★★

［全体運］1日〜21日★★ 異性運のみ★★★★★ 22日〜31日★

てんびん座

12
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
12月10日
（金）
です。

富士北麓
自社農園

富士吉田ファーム

秋そば
収穫
期間限定

「新そば」食べ放題！
開催中〜12月26日（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。

そば
一年の締めくくりに…年越し

そば粉は 0％
産10
自社農園

ご予約締め切り

12月12日(日)

水琴茶堂の石臼挽きそば

………

生麺300ｇ
（2人前）
、
そばつゆ

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！

えび天付 お手軽茹でそば

……

864円
442円

茹で麺
（150ｇ）
1人前、
えび天1本、
そばつゆ、
薬味、
ほぐし水

えび天1本

天ぷらとろろそばは水琴茶堂一宮店限定です。

………… 189円

店舗限定・期間限定メニュー

オリーブオイルそば

二八そばと十割玄そば食べ比べ

鶏南蛮そば

［全店］

［水琴茶堂・権六］

そばがき

自社農園の旬菜素揚げそば

［水琴茶堂・権六・菓々茶寮］

［信玄］

［水琴茶堂・権六］

※写真はイメージです ※価格は税込価格です
［一宮店］☎0553-47-3708 10：00〜15：00

笛吹ファーム

［富士吉田店］☎0555-21-1500 ［上野原店］☎0554-63-5240
［都 留 店］☎0554-45-6581 ［韮 崎 店］☎0551-23-1110
ランチタイム 11：00〜15：00、 カフェタイム 15：00〜18：00
［セレオ甲府店］
（甲府駅ビル セレオ甲府5階レストランフロア）
☎ 055-232-3160 11：00〜21：00
［大月店］☎0554-23-2011 11：00〜21：00

［笛吹店］
☎055-261-1133
11：00〜15：00

12 月の
収穫

臨時休業または営業時間を短縮している場合があります。HPをご確認いただくか、もしくはお問い合わせください。

○ほうれん草（各種）
○長ネギ
○かぶ（各種）
○赤軸水菜
○坊ちゃんかぼちゃ
○さつまいも（各種）

Location photo
私服

12/19

スタッフ撮影 ￥110,000（税込）
プロ撮影 ￥165,000（税込）

明野プラント
○いちご
富士吉田ファーム
○青大豆

要ご予約・参加無料

「ロマンティックに」
クリスマスシーズン
ブライダルフェア

洋装
プロ撮影 ￥154,000（税込）
プラン 内 容

Option

明野ファーム
○ミニ大根（各種）
○紅芯大根
○人参（各種）
○辛み大根

Bridal Fair

撮影データ150枚程度

＊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

自社農園

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 9：00〜18：00 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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