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ハイジの村

スイスの森の冬景色
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12/1

光のページェント

県下最大級のイルミネーションの祭典 80万球
2018

〜31 まで
9：00〜21：00

［点灯時間］日没〜21：00頃

クリスマスディナー12/1〜25
イスの食品市〜
ナイトマルシェ〜ス
食べ物の販売など
温かい飲み物、

※写真はイメージです

プレミアムバイキング
〜スイス

料理＆山梨の郷土料理
〜
土日、24、25

要ご予約

プロジェクションマッピング〜冬空に咲く光の花〜

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

オンライン
ショップ

http://www.kikyoushingenmochi.com

お歳 暮

2018年（平成30年）12月

桔梗信玄餅どら・
ミルキーバウムクーヘン
詰合せ
桔梗信玄餅ミルキー
バウムクーヘン７個
桔梗信玄餅どら７個

3,140円

（2）

306円
769円
6個入…… 917円
8個入… 1,149円

お歳暮詰合せ厳選ギフト

2個入……
5個入……

15個入…… 2,102円
20個入…… 2,769円
プレミ アム

桔梗信玄餅２個入×2袋
桔梗信玄餅どら６個
桔梗信玄餅ミルキー
バウムクーヘン4個
濃い黒蜜1個
黒蜜きな粉ジャム1個
黒蜜かすてら1棹

10個入…… 1,436円

4,702円

お歳暮詰合せ

ありがとうギフト

桔梗信玄餅２個入×3袋
桔梗信玄餅どら4個
桔梗信玄餅ミルキーバウムクーヘン3個
家傳きんつば４個
黒糖ようかん３個

3,458円

8個入… 1,600円

食べ比べ
セット

12個入… 2,400円
16個入… 3,200円

桔梗信玄餅アイス詰合せ

（オリジナル・プレミアム・抹茶）
各２個入
（オリジナル・プレミアム・抹茶）
各4個入

24個入… 4,800円

24個木箱入… 5,800円

1,880円
3,760円

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

※価格は税別価格です

一年の締めくくりに…年越しそば
水琴茶堂の石臼挽きそば
生麺300ｇ
（2人前）
、
そばつゆ………

800円

自社農園産
そば粉使用

えび天付
お手軽茹でそば
茹で麺
（150ｇ）
1人前、
えび天1本、
そばつゆ、
薬味、

400円
えび天1本 … 175円
ほぐし水…………

り
ご予約締め切
(日
日
2月16 )

1

お赤飯

600円
中
（500ｇ） 900円
大
（750ｇ）1,300円
小
（300ｇ）

祝

※写真はイメージです ※価格は税別価格です

成人の日
ご予約承ります

紅白饅頭

5個入（4.5寸重箱）

800円

※価格は税別価格です

鶴の子餅

8個入（4.5寸重箱） 1,000円

「祝」 5個入
焼印入 10個入

1,000円
2,000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。
）
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10
27

北海道でフライフィッシングをするという放送
で釣った魚を紹介する際に、
森の中水族館。
で展示している魚の映像が使用されました。

10/23

日本テレビ
「Oha!4 NEWS LIVE」

行楽の秋！イマ話題の工場見学という企画
でお菓子の詰め放題や工場見学、包装体
験の様子が放送されました。

5個入
10個入

700円＋税
1,400円＋税

きな粉を練り込んだ軍配の形のしっとりとしたサブレに
桔梗信玄餅でお馴染みの黒蜜を使ったマシュマロをはさみました
きな粉と黒蜜の風味が広がるギモーヴサンドです

月 日
︵土︶
やまなしギフトコンテスト2018

10/18 BS-TBS「釣り百景」

月 日︑や ま な しのお 土 産 N O・1 を 決 め るコンテス
ト﹁や ま な し ギ フトコンテスト 2 0 1 8﹂が 開 催 さ れま し
た︒甲府駅北口ぺデストリアンデッキにて︑たくさんのお客
様に試 食・投 票 を し て頂 き︑全 9 社の中 か ら︑新 発 売の﹁信
玄軍配 黒蜜きな粉﹂が最優秀賞を受賞しました︒

メディアで紹介されました テレ

﹁信玄軍配 黒蜜きな粉﹂最優秀賞受賞
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10/27 BS朝日「極上空間」
2人のゲストがドライブでお出かけをする番
組で、山梨でラジオ出演している髭男爵と
スギちゃんが山梨を訪れ、桔梗信玄餅工場
テーマパークで工場見学、
お菓子の詰め放
題に挑戦しました。

テレビ東京
10/27 「出没！アド街ック天国」
忍野八海にスポットを当てて街を紹介する
中で、森の中の水族館。が14位として紹介
されました。

UTY
10/29「ウッティタウン6丁目」

女性向けアプリゲーム「イケメン戦国◆時
をかける恋」とコラボしたスポットを巡り、
実
際にゲームを体験する企画で、武田信玄公
を含む３名の等身大パネルを設置している
東 治 郎 一 宮 店と武 田 信 玄 公コラボパッ
ケージの桔梗信玄餅が紹介されました。

信玄軍配
シャインマスカットも
好評発売中

お客様から届いた声をご紹介します
桔梗屋商品は、次か

神奈川県 ら次 へと新 商 品 が 出
藤 岡 様 てすごいと思います。

どれもおいしそうでつ
い買ってしまいます。桔梗信玄餅アイ
スも桔梗信玄餅クレープも桔梗信玄
生プリンもクッキーもみーんなおいし
かったです！
！

初めまして！主人の実家が甲州市です。結婚
前初めて御実家に伺った時の帰りに桔梗信玄
丸 山 様 餅を戴いて、それ以来「桔梗屋」さんの大ファン
になりました。色々な商品をいつも美味しくい
ただいております。今回は、山梨へ紅葉と柿を戴きに来ました
が、私の
「桔梗屋」
さんファンを知っている義母さんが
「新商品
よ！
！」
と信玄軍配を買っておいてくれました。サンドされた
ギモーヴが本当においしくて感動でした。

千葉県

Magazine」で
「The New York Times紹介
されました
キットカットミニ桔梗信玄餅味が

ニューヨークタイムズにて日本でブームと
なっているキットカットが取り上げられ、
ご当
地キットカットのひとつとして「キットカットミニ
桔梗信玄餅味」が、新聞・雑誌・WEBで掲
載されました。記事は長い英文だったの
で、
相談役に翻訳していただきました。
桔梗屋についての記述は、100以上の国で販売されているキット
カットの中で一番売れているのは日本向けのもので、40種類以上のフ
レーバーがあり、最近「桔梗信玄餅」
をベースにしたキットカットが発売

11/10 TBS「王様のブランチ」
「今週のこんなネタみつけました」というコー
ナーで、
今週の注目ネタとして、
新発売の「桔
梗信玄餅 BIG カントリーマアム」が紹介され
ました。

されたというところから始まります。開発担当者のオオハシトモコさんは
山梨のお土産として桔梗信玄餅をもらい、
キットカットに活かそうと考え
ましたが、餅に使われる米の味をキットカットにすることはとても難し
かったそうです。
また、記事を書いた記者が実際に桔梗信玄餅工場
テーマパークで工場見学をしたことやホテルで桔梗信玄餅を食べ、
き
な粉にむせてしまったというエピソードも書かれています。
そして、桔梗屋は「きんつば」
というあんこを使った和菓子の専門
店の家族経営の小さな和菓子屋だったのに、1960年代後半に3切れ
のお餅を容器に入れ、黒蜜を小ビンに詰めて、風呂敷で包むという包
装スタイルを生み出したことがすごいと感動した、風呂敷は広げると
テーブルクロスになり、周りを汚さずに食べることができ
「とても賢い包
装だ」
と表現しているそうです。
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〜光のページェントを楽しむクリスマス〜

Christmas Dinner 2018
in HEIDI’S VILLAGE
12/1（sat）〜12/25（tue）17：00〜（L.O.20：00）
ピアノの生演奏を聴きながらお楽しみください

はSpecial Dayです
12/18（tue）
の歌謡曲」9,180円
「クリスマスソングと昭和

Menu

前菜

フルコース ￥5,400 ハーフコース ￥3,500

※写真はフルコースです

ハーフコースの場合、
メイン料理は肉料理か魚料理のどちらかお選びください
2日前までにご予約をお願いいたします

ご予約先

※表示価格は税込・入園料込の価格です

私の
趣味・特技
Vol.8

ハイジの村

河野 叶
私 の 特 技 はピアノ
です。3歳から習い始
め、高校3年生まで毎週ピアノ教室

に通っていました。小中高と合唱ではよく伴奏をし、社会人
になってからは中学校からの吹奏楽部のサックスの先輩と一
緒に、結婚式の余興やカフェなどで演奏をしています。聴い
てくださった方から
「良かったよ」
「また聴きたい」
と言ってい
ただけることが何よりも嬉しいです。
ピアノから学んだことは努力する大切さ、継続する大切
さです。何か1つの物事を続けていると嫌なことも出てき
ますが、真剣に向き合って乗り越えたら必ず良いことが増
計画的に物事を進めていくことは、仕事をするうえで役に
立っているのではないか
と思います。
そして 、今 年 の ハイジ
の 村 の クリス マ ス ディ
ナーでは 、ピ アノの 生 演
奏を行います。クリスマス
ディナーと一 緒 にピアノ
の演奏も楽しんでいただ
ければと思います。

ハイジの村

TEL：0551-25-4700

入園券売場でも承っております

光のページェント

スイスの森の冬景色
ハイジの村では今年も夜間特別イベント
「光のページェント〜ス
イスの森の冬景色〜」を開催します。
スイスの森の冬景色をイメー
ジした県下最大級の80万球のイルミネーションの祭典です。
さらにイルミネーションに加えて、夏のイベントで大人気だったプロ
ジェクションマッピングも行います。教会にうかびあがる
「冬空に咲く
光の花」や、電子楽器を鳴らして光を揺らして楽しむことができる
「光の魔法の楽器隊」など、幻想的な世界が広がります。
ナイトマルシェ〜スイスの食品市〜で暖かい飲み物や食べ物を
味わいながら、ハイジの村の「光のページェント」を楽しんで、想い
出に残していただけると嬉しいです。

イベント

えてきます。体調管理も含め、本番で力を出し切れるよう

サーモンフュメのサフラン手まり寿司
えぞ鮑のインペリアル風
牛ロースのロースト 2色ソース
スープ 紫いものポタージュクリームスープ
魚料理 魚介類のポワレ
甲州名物あわびの煮貝のリゾット
トマトソース添え
肉料理 ビーフシチューパイ包み焼き
甲州地鶏のガランティーヌ ソースビガラード
トリフ風味のマッシュポテトと共に
デザート 明野産ラ・フランスのコンポ―トと
プチフール盛り合せ
パン
コーヒー

プロジェクションマッピング 日没〜
「冬空に咲く光の花」教会を光の花が彩る 毎日
「光の魔法の楽器隊」
音で光を揺らして遊ぼう
土日祝、24 、25 、31
天体観測 土日祝
ナイトマルシェ
〜スイスの食品市〜

温かい飲み物・食べ物の販売
ハイジの白パンラクレットバーガー、
ココア、
ホットアップル、
明太チーズじゃがバター、
食べられるお花のベーグルサンドなど

ハイジの白パンラクレットバーガー
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富士北麓

旬を味わう
新そばの香り

富士吉田ファーム

自社農園

自社農園産 そば粉使用

秋ソバ
収穫

おそば
おかわり自由

「新そば」食べ放題！
期間限定〜12月24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。

そばの香りを
味わう 自社農園産 新そば・そばの実使用

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！
天ぷらとろろそばは水琴茶堂限定です。

12月の収穫

○いちご

○紫小松菜 ○小松菜 ○カリフラワー ○ほうれん草
○赤軸ほうれん草 ○人参 ○ベビーリーフ ○かぶ

明野ファーム

○辛味大根

○大根

しめ縄は
1つ1つ手作りです

福笑ひ 3,780円

○ブロッコリー

富士吉田ファーム ○青大豆

迎春

明野プラント

笛吹ファーム

オリーブオイルそばセット

オリーブオイルの爽やかな香りと自社農園産そばを使用した
新そばの香りは相性抜群！オリーブオイルをかけて香りを味わ
いながら、
お召し上がりください。
1,000円

価格は税別価格です。
写真はイメージです。

しめ縄 2,700円〜

※写真はイメージです
ご予算に応じてアレンジや
花束などお作りいたします

TEL 055-227-5187 FAX 055-227-8287
info@koi87.com 営業時間 9：00〜19：00

社員用カフェスペースが
完成しました

ご予 約 承りま す

迎春門松風
アレンジメント
3,240円

http://koi87.com/

クリスマスプレゼントにお花を添えて
キラキラした特別な日をより華やかに

〜Happy Christmas〜

店舗・期間限定
12/30〜1/6

はなびら餅
5個入…1,200円

10個入…2,400円

餅は餅屋の

お正月
ギフト

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。

桔梗信玄餅工場テーマパーク 工場棟2階 社員
用カフェスペースが完成しました。休憩時間やラン
チタイムには、カフェスペースで楽しく過ごし、こ
れまで以上に仕事に励んでいきたいと思います。

1,300円
お供え餅 5号（直径約12cm）……1,500円
のし餅（1kg）…………………

寿ぎ

10個入…1,436円
15個入…2,102円

※1号〜30号まで承ります

※価格は税別価格です

商品受注センター

TEL0553-47-3701

2018年（平成30年）12月

12月
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間違い捜しクイズ

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21日 ☆☆☆☆
(3/21〜4/19) 22日から31日 ☆☆

☆注意

絵中に七ヶ所の間違いがあります。

全体運／
1日から21日 ☆☆☆
(9/23〜10/23) 22日から31日 ☆☆

おひつじ座

てんびん座

「仕事運」12日まで裏方重要。13日以降、積極 「仕事運」12日までじっくり慎重に！13日以降、
的な発言で運上昇。
「金運」2日までデートや 良い名案浮かぶ。
「金運」2日まで最高の出費
趣味への出費惜しまずに。3日以降、時にはぜ 時。高額もOK。3日以降、
グルメにこだわると
いたくも悪くなし。
「健康運」座禅か瞑想にトラ 幸運。
「健康運」海藻類を意識して摂取。2日・3
イを！6日、7日吉。29日・30日注意。
日吉。23日・24日注意。

お うし 座

(4/20〜5/20)

全体運／
1日から21日 ☆☆
22日から31日 ☆☆☆☆

さそり座

(10/24〜11/22)

全体運／
1日から21日 ☆☆
22日から31日 ☆☆☆

全体運／
1日から21日 ☆☆☆☆☆
(11/23〜12/21)
22日から31日 ☆☆

い

て

座

キ リ ト リ 線

全体運／
1日から21日 ☆
異性運のみ ☆☆☆☆☆
(5/21〜6/21)
22日から31日 ☆☆

ふたご座

「仕事運」12日まで整理整頓がカギ。13日以 「仕事運」12日まで感性に委ねて。13日以降、
降、反発覚える人の意見ほど傾聴を。
「金運」2 ツキも加わり最高の活躍時。
「金運」2日までネ
日まで社交関係の出費がツキを呼ぶ。3日以 ット購入お勧め。3日以降、インスピレーション
降、計画通りか再チェックを。
「健康運」歯の健 で出費決断を。
「 健康運」飲み過ぎ含め無理
診お勧め。29日・30日吉。6日・7日注意。
NG。16日・17日吉。28日・29日注意。
全体運／
1日から21日 ☆☆
(6/22〜7/22) 22日から31日 ☆
異性運のみ ☆☆☆☆☆

か に 座

「仕事運」12日まではかどりやすい。多めに処
理を。13日以降、完璧目指して。
「金運」2日まで
身内への出費優先。3日以降、大きな出費決断
マル。
「健康運」朝か晩のストレッチで快適に。
4日・5日吉。29日・30日注意。
(7/23〜8/22)

全体運／
1日から21日 ☆☆☆☆
22日から31日 ☆☆

「健康運」12日まで準備時と捉えて。13日以降、
飛躍運到来。
「金運」2日まで購入のチャンス
多々あり。3日以降、見極めが大切。
「健康運」
偏った飲食をそろそろ見直すべき。2日・21日
吉。25日・26日注意。

う お

座

(2/19〜3/20)

77

73

全体運／
1日から21日 ☆☆
22日から31日 ☆☆☆

【前回の当選者】

「仕事運」12日までインスピレーション得て順
調。13日以降、目上の人への相談お勧め。
「金
運」2日まで独断出費良い傾向。3日以降、恵ま
れる事あり。
「健康運」飲食見直すと回復早ま
る。24日・31日吉。1日・21日注意。

高橋 春妃 様（長野県） 寺下 景子 様（愛知県）
瀬谷 佳穂 様（東京都） 武田 恵 様（静岡県）
宮阪 理恵 様（甲府市）

は じ め て の 五・七・五
たくさんのご応募をいただきありがとうございました。

月

12

﹁ゆく年﹂

ふり返る

仲澤 賢

萩原 睦子

廣瀬 昭美

お正月

日記開いて

かけ足で来る

今月のテーマ

・

・ゆく年を

風間 ますみ

横関 義英

野沢 百合子

賀状書く

希望のせ

雪の山

早くも過ぎし

涙ぐましき

次の十二支

・会えぬ子に

・ゆく年の

植えたビオラに

数えつつ

・賀状書く

向える年も
野沢 𠮷紀

・ゆく年や

棒のごと

・行く年も

匿名

田沢 幸子

森澤 一幸

願いを込めて

才

出してみる

80

神詣

・ゆく年に

元気に過ごして

あわててこたつ

・ゆく年を

・ゆく年に

竜沢 栄子

岡田 敏子

あとわずか

リニアなみ

ともにゆく年

早さはまさに

・平成と

・ゆく年の

髙部 敏江

つま

夫に謝す

小宮山 秀子

誰にともなく

とし こ

伊藤 敏子

・ゆく年の

つつがな

除夜の鐘

春を待つ

この年越して

幸福願い

・恙無く

・行く年に

窪寺 つや子

反省こめて
ありがとう

・ゆく年の

井上 一江

思い出したる
暇もなし

・この一年

皆様の素敵な俳句︑川柳をお待ちしております︒

今 年 1 年も早いもので残り1 か 月 となってしまい

ましたね︒そろそろ 1 年の締めく くりをしたいとこ

月末に企画室に異動した私は1年を締めくくる前に新

次回の募集テーマ﹁
は 初売﹂です︒

編集室 から

ろではありますが

しいスタートをきることになりました ︒ 月 1 日からハイジの村では﹁ 光の

長が腕によりをかけたクリスマスディナーなどイベントが盛りだくさん︒日

古屋直美

ページェント﹂と題したイルミネーションやプロジェクションマッピング︑料 理

だまだ家に引きこもるにはもったいないですね︒

に日に寒さが 増してきて暖 房のきいた 部 屋 から出 るのがおっくうですがま

12

10

全体運／
1日から21日 ☆☆
22日から31日 ☆☆☆☆

名

「仕事運」12日まで情報収集から気付きあり。
13日以降、わがままにも寛容に対応を。
「金
運」2日まで手堅いのが一番。3日以降、少しの
冒険出費OK。
「健康運」サプリに頼り過ぎず食
事で調整を。28日・29日吉。14日・15日注意。

(1/20〜2/18)

正解者

全体運／
1日から21日 ☆☆
(8/23〜9/22) 22日から31日 ☆☆☆

おとめ座

みずがめ座

前回の答え

名

「仕事運」12日まで我を通さず協調を。13日以
降、堂々としたアプローチが幸運招く。
「金運」
2日まで好奇心での出費お勧め。3日以降、手
作りなどで節約楽しんで。
「健康運」鉄分補給
を意識したい。16日・17日吉。28日・31日注意。

「仕事運」12日まで複数の協力で理解得られ
る。13日以降、献身的な態度意識を。
「金運」2
日まで誘惑多し。セーブを。3日以降、運やや好
転。
「健康運」
ヨガで上半身鍛えたい。27日・29
日吉。2日・18日注意。

応募総数

し し 座

全体運／
1日から21日 ☆☆
(12/22〜1/19) 22日から31日 ☆☆

や ぎ 座

﹁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・五の締め切りは十二月十日︵月︶です︒

「仕事運」12日まで不満は示さずまい進を。13 「仕事運」12日まで素晴らしく快調。13日以降、物
日以降、直感得る。
「金運」2日まで職場関連の 事を掘り下げるのにふさわしい時。
「金運」2日ま
出費大事。3日以降、美意識からの選択が幸 で決め付けない使い方を。3日以降、長年の願
運。
「健康運」口コミの体にいい情報お試し いへの出費大吉。
「健康運」
テニスや登山など外
を。27日・28日吉。4日・5日注意。
で運動を。23日・24日吉。19日・20日注意。
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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

☎055-233-8800

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。

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

12/13
（木）正月アレンジ・寄せ植え
12/16
（日）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

☎0553-33-1026

体験 イベ ント

塩山店ギャラリー

Dolce Vita

☎0551-25-4700

オリジナルのクリスマスリースを作ろう
●日時：12月25日
（火）
まで 10：00〜15：00
●体験料：2,000円
（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）

「そだち展」

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

クリスマスジェルキャンドルづくり

■開催中〜12月19日
（水）
最終日は12：00まで
さをり織りを中心に染め物、陶芸、
ビーズアートなど、
そだち園の
方々が日々取り組んでいる活動の作品を展示販売します。

●日時：12月23日
（日）
までの土日・24日
（月）
・25日
（火）17：00〜20：00
●体験料：800円〜
（税込・入園料別途）
●日時：12月の土日祝
●参加無料・入園料別途 ※天候により中止

天体観測

作品募集中

愛犬フォトコンテスト12月
●テーマ
「メリークリスマス」
●募集期間 12月1日
（土）
〜12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

山梨県立美術館

展覧会

クリスマスリースコンテスト
☎055-228-3322

山梨県立美術館開館40周年記念

●募集期間
●応募方法

12月5日
（水）
〜12日
（水）
まで
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。

シャルル＝フランソワ・
ドービニー

―バルビゾン派から印象派への架け橋―

前回
ゴールド賞
受賞作品

●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

■開催中〜12月16日
（日）
シャルル＝フランソワ・
ドービニー
（1817-1878）
は画業の早い
時期から戸外での制作をおこない、
ありふれた自然が見せる美しさ
を主題として生涯作品を制作し続けた画家です。ゆったりと流れる
河川、雄大な海岸、花々が咲き誇る平原といった対象を、
ありありと
写し出し、写実主義の風景画家として同時代から高い評価を確立
しました。
名声の確立後も新たな表現の探求をやめることなく、
より一層
大胆で瑞々しい画風へと展開し、印象派の先駆として位置づけら
れることとなりました。
山梨県立美術館開館40周年、
さらには画家の没後140周年の
節目の年となる本展は、
ドービニーの画業に焦点をあてる国内初の
展覧会となります。

山梨県立文学館
冬の常設展

展覧会

パトカーや消防車、救急車が大好き
お散歩も歩いて行けるようになりました

12月の
行事予定

18日(火)クリスマス会
25日(火)身体測定

29日(土)防犯訓練
30日(日)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

場テーマパーク

桔梗信玄餅工

初詣縁日

1月1日・2日・3日

笛吹市一宮町坪井1928 桔梗屋本社

☎055-235-8080

期間限定公開

「小林一三と文芸」
■12月4日
（火）
〜 2019年3月10日
（日）
冬の常設展では、
「 小林一三（いちぞう）
と文芸」のコーナーを設け、
韮崎市出身の実業家・小林一三の文芸に関わる資料を展示します。

お祭り屋台、獅子舞、
お囃子、琴、尺八など
迎春イベントを開催します。
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ハイジの村

光のページェント

2018 .12/1 〜31 まで
9：00〜21：00［点灯時間］日没〜21：00頃

スイスの森の冬景色

県下最大級のイルミネーションの祭典 80万球

プロジェクションマッピング

イベント

キ リ ト リ 線

ディナー
プロジェクションマッピング 日没〜
Christmas Dinner 2018 in HEIDI S VILLAGE
「冬空に咲く光の花」教会を光の花が彩る 毎日
「光の魔法の楽器隊」音で光を揺らして遊ぼう 土日祝、24 、25 、31
〜光のページェントを楽しむクリスマス〜
天体観測 土日祝
ピアノの生演奏を聴きながらお楽しみください
ナイトマルシェ〜スイスの食品市〜 温かい飲み物・食べ物の販売 12/1 〜25 ※18日は除きます 17：0 0〜（20：0 0 L.O.）
ハイジの白パンラクレットバーガー、
ココア、
ホットアップル、
明太チーズじゃがバター、
食べられるお花のベーグルサンドなど

フルコース 5,400円（税込） ハーフコース 3,500円（税込）

※2日前までにご予約をお願いいたします

ハイジの村−韮崎駅間臨時無料バス運行 12/1 、2 、8 、9 、15 、16 、21 〜25

［韮崎駅発］
17：05、17：55、18：45 ［ハイジの村発］19：30、20：50

ナイトマルシェで使える500円券
一枚につきお一人様ご利用頂けます。引き換えの際に本券をお持ちください。お釣りは出ません。
ご利用時間17：00〜21：00

Bridal Fair

HEIDI’S FLOWER GARDEN

ゲ ストととも に

山梨県北杜市明野町浅尾2471 TEL0551-25-4700
http://www.haiji-no-mura.com

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

12/8 9:00〜18:00 【お料理重視の方はぜひ！5 組限定】
オリジナルウエディングメニューテイスティングフェア
河口湖のリゾートウエディング。
試食は5組限定なのでご予約はお早めに。
♥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

12/22 ・23㊗・24 17:00〜21:00 【模擬挙式＆お好きなドレスの試着付】
クリスマスナイトブライダルフェア
幻想的なイルミネーションも楽しめるナイトウエディングはクリスマスシーズンならでは。

♥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）
北杜市

河口湖
要ご予約
参加無料

TEL.0555-73-8388

（レストラン内）

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

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】12/1〜31 9：00〜21：00、1/2〜 9：00〜17：00（火曜は定休）

無休

森の中の水族館。山 梨 県 立 富 士 湧 水の里 水 族 館

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
連続飼育記録更新中！

開催中〜平成31年1月21日

ジェルキャンドル作り
12月22日 、23日㊗、24日

開催中〜平成31年1月21日

［場 所］水族館1階エレベーター横
［対 象］年齢制限なし 各日先着50名(小さなお子様は保護者同伴)
10：00〜12：00、13：30〜15：30 ［参加費］入館料+参加費800円〜

2018年11月15日時点で433日
（休館日を含む）
〒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

