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三代目・中丸幸三

5月下旬〜 ハイジの村 世界のバラ博「赤い薔薇伝説の城」

歳時記
新
茶

その年の新芽を摘んで製造した茶を指す︒

5月初めの八十八夜の頃に摘み︑初夏の市場

に売り出され︑走り茶ともいう︒新鮮な香気

があり︑爽やかな初夏にふさわしいまろやか

な味がする︒

茶は︑平安時代の遣唐使によって日本に持

ち込まれた︒茶の普及に努めたのは︑鎌倉時
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代に宋に留学した臨済宗の開祖︑栄西︒茶の

1

種を持ち帰り︑京都・栂尾の高山寺に植えた

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

のが最初といわれる︒室町時代になると茶の

応募先：〒400-0031

湯が盛んになるが︑一般庶民が茶を飲むよう

※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

になったのは江戸時代に入ってからだ︒

所、 電話番号、 写真の簡単な説明・撮影場所・撮影
年月日、 写真

茶には︑殺菌作用や気持ちをリラックスさ

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

せる成分が含まれ︑さまざまな効用がある︒

【応募要項】

たまには︑急須で丁寧に入れた茶をゆったり

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。

飲んでみては︒

あなたの撮った写真が
表紙になる！

YBSラジオ 毎月第1火曜日 11：20〜 5月は5/4第一水曜日の放送です。

ふるさと菓子だより

今月も中丸相談役とのトークを
少しだけお届けします。

和菓子といわれるものは色々あるが、
和菓子の中でも生菓子の分 類のお話しを。

新 年度のご挨 拶に
おす すめのお菓子

【 生菓子の分類 】
生菓子の中でもいくつか分 類がある。作り方で分 類する場合もあるが、一

甲州銘菓よっちゃばれ

番分かりやすいのが 朝生、並生、上生。

•朝生
朝 作るお菓子でおもに餅菓子。柏 餅や、春だと桜 餅、草餅などのことをい
う。基 本 的には朝 作ったものが夕方には固くなってしまうお菓子。現代では
お砂 糖を適 度に配合して、今日作ったものが 明日ぐらいまでは美味しく召し
上がれるようにしてある。
朝、職 人がご飯を食べる前に集まって一斉にみんなでつくるのを朝 作りと
いう。残ると売れなくなってしまうため売れ行きを見ながら追いづくりという
ことはしない。朝一回作って終わり。

•並生
般的な和菓子。ある程度日持ちがする。詰合せに向いているお菓子。

改まった方へのお礼、ご挨拶の菓子折におすすめ。1500
円〜3 0 0 0円台のもので、ほとんどが並生の分 類のお菓子
なのである程度日持ちするお菓子の詰合せ。

•上生

ANKORO-MOCHI

業 界の方以外はあまり聞き馴染みがないと思うが、どらやき、最中など一

どちらかというとお茶の席で使われる練切などのお菓子がほとんど。桔梗
屋でも季 節に合わせて3 種 類つくっているが、昔ほど上 生をお求めになるお
客様は多くない。上生は茶 道が広く普及していた京都や金 沢などの文化と通
じるものがあるので、お茶 の文化 の 発 達した土 地で茶 道と相まって発 展し
た。桔梗 屋では上生菓子のような上等品ではなく、朝生や並生などのご家 庭
でおやつに召し上がるようなお菓子が 商売の中心だった。

【 はんごろしか手打ちか 】
民宿に泊まった際にご主人と奥さんが「明日の朝ははんごろしかな手 打ち
かな」というひそひそ話をしていたらどうするか。と相談役 。これは東北 地方
の民話にあるお話しで、
「はんごろしか手 打ちか」というのは明日の朝食には

それほど堅苦しくなく、気の置けない方への手土 産にお

んごろしのお 米をだすか、手 打ちのそばかうどんをだすかの相 談だそう。は

すすめ。季節によって変わる色々な味のあんこをおしゃれに

んごろしとはまだお米の状 態がのこっているもの。半分がお米の粒で、半分

のせている。ちょっとした手土産にお持ちいただくには最適

がお餅のものをいう。知らずに聞けば怖い話だが「はんごろし」という言葉は

なお菓子。ひとつ食べても「もうひとつ食べたいな」と思う

和菓子屋では今でも日常的に使われている言葉だそうだ。聞いても驚かない

ような小さめのサイズのお菓子で、特に女性に喜ばれる。

城下町の昔を訪ねる

盛大な道祖神祭り

今に伝わる豪華幕絵

ご神体などは山八幡に

石碑に古代天体図

Ｊ Ｒ 身延線金手駅のすぐ北に山八幡神社が

ある︒もとは巨摩郡西八幡村︵現甲斐市︶に

あったが︑洪水でご神体が愛宕山麓に流れ着

き︑さらに甲府城を築く際︑石材を取るため

に︑現在地に移されたという︒境内には古代

の天体図が刻まれた﹁妃懐石﹂という不思議

な石造物︑そして安永九︵一七八〇︶年の銘

がある道祖神が建っている︒

小正月に行われる道祖神祭りは︑獅子舞や

ドンド焼きなどを伴うことで知られる︒だ

が︑甲府の町方で行われていた江戸時代の道

祖 神 祭 り は ︑ 他 国 で は 類 を 見 な いほ ど の ﹁ 当

国一大盛事﹂といわれた大イベントだった︒

ほこら

江戸時代後期の祭りの流れをみてみよう︒

一月十三日︑道祖神の祠を町内の空き家に安

置︑﹁御ちょう屋﹂を設置する︒道の中央に

し め な わ

は高さ一丈五尺から二丈︵約四㍍半〜六㍍︶

おや ま

まんとう

の竹で作った﹁御山﹂を立てる︒町の入り口

おおのぼり

には両側に竹を立て注連縄で﹁しめきり﹂を

やぐら

つくり︑大幟二本・吹流し一本・万燈一個を

お まゆだ ま

飾り︑夜には家々で﹁御繭玉﹂を神前に供え

か

る︒翌十四日は祭礼の当日で︑車の付いた櫓

ば

に太鼓を乗せ︑家々を回る︒また獅子舞も練

ばやし

り歩いた︒翌十五日にかけては︑各所で馬鹿

囃子︑柳町では芸者の手踊りなど賑やかな余

興が続いた︒そして︑十六日朝のドンド焼き

でフィナーレを迎えるのである︒

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

小江戸甲府

ように。
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可能性無限大

ストロベリー＆シュガー
自社農園産いちごのフリーズド
ライ＆シュガーです。ヨーグルト
や紅茶、アイスクリームにも合い

ストロベリー＆シュガーアレンジレシピ

あえるだけ！簡単

ストロベリーシュガー
ポップコーン

［材 料］
オリーブオイル
…大さじ1
ポップコーン …3 0ｇ
ストロベリーシュガー
…適 量

ます。バターをたっぷり塗ったパ

ゼリーの食感は冷やす時間や
ゼラチンの量を変えて
甘さはストロベリーシュガーの量を
変えてお好みで

水ゼリー

ンにさっとかけてシュガートース
トにも。お菓子にもお料理にも

［材 料］
ゼラチン …
水… 250 ㎖
ストロベリー
シュガー …3 0ｇ

幅広くお楽しみいただけます。

❶ ゼラチンを溶かした水250㎖にストロベリー
シュガーを混ぜる

❷ 冷蔵庫で約２時間冷やす

❶フライパンにオリーブオイルをひき、

温まったらポップコーン豆を入れる
※ふたを忘れずに
❷ ポップコーンができたらお皿に取り出し、
ストロベリーシュガーを振りかける

5/5

（祝）

端午の節句

出世

かしわ餅

こし 餡

ストロベリー＆シュガー

販売
店舗

Rond.（セレオ甲府店・セレオ八王子店・ラザウォーク
甲斐双葉店・小淵沢店）
東治郎（美術館通り店・富士吉田店）
ハナカフェキキョウ・山梨フルーツ王国（釈迦堂上り）店

子どもの健やかな成長を願う兜の形をした
昔ながらの柏餅

兜形 山梨県産米

柏餅
みそ 餡

おひとつ

140円

つぶし餡

5/6まで

限定販売

ご予約
商品

お赤飯

648円
972円
（大） 1,404円
（小）
（中）

表示価格は税込価格です

東京都
お客 様 の 声

神 奈川県

熊谷 様

いつも美味しくいただいています。
子どもたちも桔 梗 信 玄 餅が大 好きで、山梨
を 訪 れ た 際 は 必ず お 土 産 に 。布 袋 を 見ると
「や った 〜！桔 梗
信玄餅！」と毎回大
喜びします。黒蜜を
たっぷりか け て 食
べるの がお 気 に 入
りです。
これからも 美 味
しい お 菓 子を 作り
続けてくださいね。
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山川 様

いつも変わらぬ美味しさの桔梗信玄餅を、長年楽しませて
頂いています。可愛い小紋柄の袋を開けるとき、中身をどう食
べようか選ぶときなど、幾つになってもいつもワクワクしてい
ます。
桔梗屋様の「経営理念」を拝見させていただき、こうした楽
しさを誇りを持って提 供し続けてくださっていることに、なる
ほどと感謝いたしました。
格言 集 の 中にこのような言 葉 があります。
『惜しみなく与える人は報われ、他の人を爽や
かにする人は自分も爽やかにされる』。桔梗屋
様の姿勢を感じさせる言葉だと思いました。こ
れからも引き続き、この美味しい 桔 梗 信 玄 餅
を提供してかれてください。
最後になりましたがコロナ禍が長引いていま
す。社員の皆様もくれぐれもお体に気を付けて
お仕事されてください。桔梗信玄餅のパッケー
ジを模様に傘を作らせていただきました。

やまなしギフトコンテスト
最優秀賞
ご当地アイスクリームグランプリ最高金賞受賞
個別賞全4部門1位受賞

涼菓

セットもござ
いま
らべ
く
す
べ
食

オンラインショップ
販売商品

ご当地性審査賞1位・
ビジュアル審査賞1位・
味の評価審査賞1位・
購買欲審査賞1位

おひとつ

345円
おひとつ

おひとつ

おひとつ

356円
【こし】北海道十勝産小倉あんをふんだんに使い、
な
めらかな口当たりに仕上げました。
【大納言】ふっくら炊き上げた小豆の風味豊かな水羊
羹です。
【抹茶】抹茶の香りが広がる水羊羹は見た目も涼しげ
です。

324円

甲府夜曲 おひとつ 270円

345円
おひとつ

345円

桔梗屋
オンラインショップは
こちら！

4個入
6個入

982円
1,458円

おひとつ

商品受注センター ☎0553-47-3701

2022.5.8(sun) Mother's

※写真はイメージです

Day

270円

【葡萄】葡萄の果汁とさらっとした喉越しが楽しめます。
【白桃】甘く香る白桃を、
瑞々しいゼリーに仕上げました。
【さくらんぼ】
さっぱりしたさくらんぼ入りのゼリーです。

甲斐の実り おひとつ 237円

※表示価格は税込価格です

Momに笑顔を届けよう

A.Big Bouquet Price
11,000yen 約45×42cm

B.Basket Arrangement Price
5,500yen 約42×26cm

C.Box Arrangement Price
3,300yen 約13.5×13cm

いっぱいの感謝の気持ちを
花たちにのせた特別なブーケ

野原から花たちを摘んできたような
田園風アレンジメント

ボックスにお花と一緒に
感謝の気持ちを詰め込んだアレンジメント

D.Bouquet Price
3,300yen 約23×30cm
上品な花たちの大人可愛いブーケ

※花保ちを考慮して蓋を外してのお渡しです

お客様へ
お願い

母の日は店内 大変混雑が予想されます。
新型コロナウイルス感染・拡大防止のため、
事前予約にご協力をお願いいたします。

ご予約締切日

5月2日 月曜日

（店頭受取り及び発送含む）

県内および県外発送承ります（箱代＋送料別途）
＊写真はイメージです。＊価格は税込価格です。

配送に
関しての
お願い

■全国的に配送業者が混雑いたします。
誠に勝手ですが5/4〜9必着とさせていただきます。
日時指定はお受けできません。
■5/2以降にご予約いただいた商品は、5/10以降の配送とさせていただきます。
■品質保持上、宛名不明、
ご不在などの先方様のご都合による遅配、不達等は責任を負いかねます。
ご注文前に必ず、
お届け先様のご状況、最新の情報をご確認ください。
当店からお届け先への在宅確認は控えさせていただきます。

TEL 055-227-5187

FAX 055-227-8287
info@koi87.com 営業時間 9：00〜18：00
http://koi87.com/
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森の中の水族館。

エコバックを作ろう
5月1日 〜5日 ㊗ 10：00〜12：00、13：30〜15：30

山 梨 県 立 富 士 湧 水の里 水 族 館

無地のエコバックに、水族館オリジナルのスタンプやデコペンなどで
絵を描いたりして自分だけのオリジナルバックを作ってみよう！
●対象：制限なし ●参加費：入館料＋300円

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

特別展

ペーパークラフトを作ろう

〜 生 き 物 た ち にご 注意 くだ さい 〜

5月15日

キケンな生き物展
開催中 〜 7 月 11 日

水族館で魚拓を作ろう

毒や鋭いトゲを持つような人間にとって危険な生き物と生き物と
関わる際の注意点を学んでみよう。
場

5月21日

所／水族館1階企画水槽、2階展示コーナー

10：00〜11：30、13：30〜15：00

魚拓を取ることを通じて生き物の不思議、生命の大切さ、自然環境の保護につい
て考えよう

生き物／コバルトヤドクガエル、
モンハナシャコ、
デンキウナギ、
デンキナマ
ズ、
ハナミノカサゴ、
コンゴウフグ、
ピラニアナッテリー、
レッドカンディル、
ゴ

●対象：小学生高学年以上●参加費：入館料＋200円

ンズイ、
ヤシガニ、
ヒョウモンダコなど ＊生き物の状態等により随時変更有

森の中の水族館。

10：00〜11：45、13：30〜15：30

オリジナルの生き物の形のペーパークラフトを作ってみよう！
●対象：小学生以上 ●参加費：入館料＋300円

フライフィッシング講習会

山梨県南都留郡忍野村忍草3098-1
さかな公園内 ☎0555-20-5135

5月22日

http://www.morinonakano-suizokukan.com

フライ
（毛針）の元となる水生昆虫についての学習とフライ・タイイングの実習
フライ・キャスティングの練習と釣りを楽しむマナーの学習
●対象：小学生以上 先着15名様●参加費：入館料＋保険料127円

※イベントは状況により人数制限を行う場合が
ございます。あらかじめご了承ください。

山梨県立美術館
特別展フランソワ
・ポンポン展

10：00〜15：00

開催中〜6/12（日）

フランソワ・ポンポン展
特別メニュー
1,980円
（税込）

フランソワ・ポンポン展にちなんだ特別メニューです。富
士の介、甲州ワインビーフ、甲州地どり、富士桜ポークなど
山梨県産の食 材をふんだんに使用しました。メイン料理
は富士桜ポークでハムとチーズを包み、油で焼いた伝統
的なフランス料理です。

Menu
富士の介のポアレ ブルギニョンバターと共に
甲州ワインビーフのロースト
甲州地どりのムース 生ハムとのハーモニー
あけぼの大豆の枝豆ビシソワーズ
富士桜ポークのコルドン・ブルー
白パン バター
コーヒーor紅茶

シロクマ
クリームソーダ 600円

（税込）

ソーダの海に浮かぶシロクマに見立てた
アイスが可愛らしいクリームソーダです。

山梨県立文学館 特設展

生誕130年 芥川龍之介展 旅の記憶
6/19（日）

開催中〜

芥川龍之介展 特別メニュー

珈琲または紅茶付き

800円

（税込）

甘いものに関心があった芥川龍之介にちなんだ和スイーツです。パリパリの最中皮に抹茶アイ
ス、餡子、桔梗信玄餅をトッピング。濃い黒蜜をたっぷりかけてお召し上がりください。添えてあ
る和三盆は紅茶やコーヒーに入れる砂糖の代わりにもおすすめです。
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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

☎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

佐藤正明展
日時 開催中〜
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

Dolce vita ドルチェ・ヴィータ

☎055-227-1752

5/26
（木）寄せ植えorブーケ
5/29
（日）ブーケ
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

※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

ハイジの村

☎0553-33-1026

ハイジの村の写真展

体 験 イ ベ ント

☎0551-25-4700
※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

日時 開催中〜

（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〜

ハーバリウム

モイストポプリ

愛犬フォトコンテスト5月
テーマ
「初夏のお散歩」
募集期間 5月1日
（日）
〜5月31日
（火）
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

☎055-228-3322

記
「社内託児所ハイジ」探訪

特別展

フランソワ・ポンポン展
日時 開催中〜6月12日
（日）
フランスの彫刻家フランソワ・ポンポン(1855〜1933)の日本で初めての回顧
展です。ロダンの下彫り職人としてキャリアを積んだポンポンは、20世紀初頭に動

みんなで楽しいひなまつり。
元気にすくすく成長してね！！

物彫刻家として歩み始め、
《シロクマ》に代表される、単純でありながら優美な形状
をもつ独創的な動物彫刻で世に認められました。その作品は現代でも親しみを感じ
られる普遍性を持っています。本展ではポンポンの作品と資料を多数所蔵する群
馬県立館林美術館等の作品により、動物彫刻の新たな表現を拓いたポンポンの
魅力をご紹介します。

山梨県立文学館

☎055-235-8080

特設展

生誕130年 芥川龍之介展 旅の記憶
日時 開催中〜6月19日(日)
「 羅生門 」
「 河童 」
「 歯車 」などの作品で近代文学を代表する作家となった芥
川龍之介（1892〜1927 東京生まれ）。 生誕130年を記念して、当館が所蔵
する日本有数の芥川資料のコレクションを中心に芥川の魅力を紹介します。

5 月の行事予定
子どもの日のお楽しみ会
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」22日までさえる。23日以降、手間を惜
しまない。
「金運」2日まで社交は適度に。3日か
ら28日まで衝動買いOK。29日以降、
グルメ出費
○。
「健康運」24日まで足に合う靴を。25日以
降、十分に睡眠を。25日・26日吉。13日・14日注意

［全体運］1日〜21日★★ 22日〜31日★★★

かに座

（6/22〜7/22）

「仕事運」22日まで雑念に注意。23日以降、会
話を重視。
「金運」2日まで趣味への出費○。3
日から28日まで長く使える物を。29日以降、独断
もOK。
「健康運」24日まで念願の方法を。25日
以降、腹筋運動を。5日・6日吉。25日・26日注意

［全体運］1日〜21日★★★★ 22日〜31日★★

てんびん座
（9/23〜10/23）

「仕事運」22日まで斬新な案が浮かぶ。23日以
降、熟慮を。
「金運」2日までおごると吉。3日から
28日までデート代はケチらずに。29日以降、貯蓄
を。
「健康運」24日まで偏食はNG。25日以、腎臓
のケアを。22日・30日吉。5日・20日注意

［全体運］1日〜21日★★ 22日〜31日★★★★

やぎ座

（12/22〜1/19）

「仕事運」22日まで丁寧に。23日以降、活躍時。
「金運」2日まで複数の購入が吉。3日から28日ま
で電化製品の購入が吉。29日以降、急な展開
へ。
「健康運」24日まで首の運動を強化。25日
以降、怠慢はダメ。1日・10日吉。25日・27日注意

［全体運］1日〜21日★★★★ 22日〜31日★★

5月

おうし座

（4/20〜5/20）

by レイナ里亜

全体運／★★★★★最高

「仕事運」22日まで反省を。23日以降、本領の
発揮時。
「金運」2日まで家電の購入〇。3日から
28日まで癒やしに出費を。29日以降、本命の決
め時。
「健康運」24日まで器械運動を。25日以
降、温泉へ ！ 1日・2日吉。21日・22日注意

ふたご座

（5/21〜6/21）

［全体運］1日〜21日★★★★★ 22日〜31日★★

しし座

（7/23〜8/22）

★★★★良好

★★★普通

※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。

★★無難

「仕事運」22日まで最高！23日以降、着実に。
「金運」2日まで義務的な出費を優先。3日から28
日まで貸し借りを検討。29日以降、余裕を残して。
「健康運」24日まで飲酒を控えて。25日以降、良
い療法を発見。30日・31日吉。17日・18日注意

［全体運］1日〜21日★★ 22日〜31日★★★★★

「仕事運」22日まで奇策で勝負！23日以降、上司
へ相談。
「金運」2日まで保険の見直しを。3日か
ら28日まで大胆な出費OK。29日以降、節約を。
「健康運」24日まで不摂生を改善。25日以降、
運動を再開して。25日・27日吉。16日・21日注意

［全体運］1日〜21日★★ 22日〜31日★★★

おとめ座

（8/23〜9/22）

「仕事運」22日まで挑戦を！23日以降、味方に
期待。「金運」2日まで誘惑多し。3日から28日
までタナボタに期待。29日以降、投資に挑戦。
「健康運」24日まで不安定、無理はＮＧ。25日
以降、落ち着く。10日・11日吉。23日・24日注意

［全体運］1日〜21日★★★ 22日〜31日★★

（10/24〜11/22）

「仕事運」22日まで意見を傾聴。23日以降、後輩
に期待。
「金運」2日まで手作りで節約。3日から
28日まで出会いあり。29日以降、徹底的に倹約。
いて座 「健康運」24日まで無茶は禁止。25日以降、合う
（11/23〜12/21） 運動が見つかる。
9日・17日吉。30日・31日注意

［全体運］1日〜21日★ 22日〜31日★★ 異性運のみ★★★★★

［全体運］1日〜21日★ 22日〜31日★ 異性運のみ★★★★★

さそり座

みずがめ座
（1/20〜2/18）

「仕事運」22日まで本質を重視。23日以降、難
題に挑 戦 。
「 金 運 」2日まで大 半 振る舞いが
吉。3日から28日まで収支を確認。29日以降、休
憩を。23日・24日吉。8日・16日注意

「仕事運」22日まで認められる。23日以降、振
り返りが大切。「金運」2日までじっくり検討。
3日から28日まで相談を。29日以降、家族の同
意が鍵。「健康運」24日まで消毒を徹底。25
日以降、喫煙を！22日・31日吉。8日・9日注意

［全体運］1日〜21日★★ 22日〜31日★★★★

「梅雨」

今月のテーマ

萩原睦子
野沢𠮷紀
吉村節子
小林みのり
高山久美子
廣瀬昭美
横関義英
堀田百恵
窪寺つや子
髙部敏江
鶴田良子
樋口敦一
井上一江
小宮山秀子
風間ますみ
武田玲子
武田和巳
竜沢栄子
伊藤敏子
田澤幸子
富島敏子
井上亜紗美
須田巖
森澤一幸

編集室から

前回の答え

応募総数
名
正解者
名

65

前回の当選者
秋保かおり様（東京都）
八木陽奈太様（群馬県）
梅沢かおり様（大月市）
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和田真弓様（山梨市）
関美代子様（千葉県）

気温が暖かくなる5月は重ね着を
しなくてもよくなり、服を選ぶのが楽な
のでとても好きな時期です。
ハイジの村ではジャーマンアイリス
やバラが園内を彩るので、今年もカメ
ラを持ってたくさん写真を撮りに行き
たいと思っていますよ。綺麗な風景
やお花の写真を撮って、おすすめの
フォトスポットを見
つけたら企画室ブ
ログなどでも紹介
するので見てみて
くださいね。
渡邉菜々

は じ め て の 五・七・五

キ リト リ 線

［全体運］1日〜21日★★★ 22日〜31日★★

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︒

絵中に七ヶ所の間違いがあります。

うお座

（2/19〜3/20）

「仕事運」22日まで急変に備えて。23日以降、提
案の採用を期待。
「金運」2日まで念願の物を購
入。3日から28日までぜいたくOK。29日以降、情
報に出費を。
「健康運」24日まで心配。25日以
降、
ひと安心。5日・16日吉。3日・31日注意

・梅雨時の 蛙なく声 生いきと
・ひとり居の 窓辺をぬらす 走り梅雨
・華やかな 傘の踊りか 梅雨の空
・スマホ撮る 梅雨晴れの みごとな虹を
・梅雨しずく 庭の木々たち きらめいて
よひら
・じめじめの 中で輝く 四片の輪
こうもり
・街の中 蝙蝠達の 七変化
・あぜ道に かわいく咲し 梅雨の花
・梅雨空に 色とりどりの かさの花
・じめじめと 気分も沈む 梅雨近し
・蛙らは 嫌われ梅雨 楽しけり
・梅雨時は 雨水の恵 感じ取る
・梅雨空に 蛙喜び 大合唱
・合羽着て 田植なしたる 梅雨の候
・雲り空 春のおとずれ 梅雨かな
・梅雨晴れに 虹を探して 空見上げ
・梅雨明けの 陽が待ち通し 夏の空
・梅の実の 犇めき合ひて 梅雨迎ふ
・梅雨空を 眺めて気になる 芝ゴルフ
・梅雨寒し 長袖着ようか 迷う時
・梅雨空に 紫陽花はえて あざやかに
・梅雨時の ジメジメムシムシ スッキリも
・梅雨縫って 変化アジサイ 咲き誇り
・梅雨晴を ツバメの親子 軒に舞う

次回の募集テーマは﹁父﹂ です︒

間違い捜しクイズ
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★注意

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
5月10日
（火）
です。

放題
30分間食付べ
）

自社農園

（練乳

いちご
狩り
ハイジの村から車で3分
明野町日本一の日照時間に育まれた
ハイジの野菜畑にて開催中

期間限定

明野プラント

いちご栽培中

お問い合わせはハイジの村入園口またはお電話にて

〜

5月5日まで 9：00〜15：00
小学生以上

1,200円
800円

3歳〜小学生未満

自社農園

笛吹ファーム

5 月の
収穫

○ほうれん草

作品募集中

愛犬フォトコンテスト5月
●テーマ「初夏のお散歩」
●募集期間 5月1日（日）〜31日（火）
●応募方法 HPまたは下記までお問合せください。
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
愛犬と一緒に
入園できます

明野プラント
○赤軸ほうれん草

○いちご

※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
（300円）1セットのご購入が必要です
※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

○カブ（各種） ○姫小夏（桃）
○赤紫水菜

春の
花祭り
5月上旬〜
ジャーマンアイリス祭り
O P E N 9：0 0〜1 8：0 0

無休

5月下旬〜 世界のバラ博

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

Location photo
撮影データ150枚程度

私服
スタッフ撮影 ￥110,000（税込）
プロ撮影 ￥165,000（税込）

洋装
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

Bridal
Fair

Option

ブーケ、ブートニア、
フラワースタイリング
￥33,000（税込）〜

北杜市

5/3

㊗・4

㊗・5

㊗

要ご予約・参加無料

「GWにデート気分で会場見学 !」

人気の人前結婚式＆ドレスの試着体験フェア
♥ブライダル相談 ♥会場見学 ♥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
♥模擬挙式（雨天の場合中止）

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】4月から 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

フェイスブック
桔梗屋

インスタグラム
桔梗屋

インスタグラム
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

インスタグラム
Dolce vita

インスタグラム
森の中の水族館。
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