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47-3700

創業明治貳拾貳年

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

後藤みどり
・五十嵐淳子
要ご予約 トークショー
＆サイン会

「バラのある暮らし」
6/10（日）15：00〜

ハイジの村 光のチャペル
にて
参加料 3,000円
（税込・入園料込）

後藤みどり

飲み物・お菓子付き

後藤みどり先生と行く
無料

五十嵐淳子

園内のバラガーデンツアー

世界のバラの品種説明
会とガーデンツアー

13：00〜13：45

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

オンライン
ショップ

http://www.kikyoushingenmochi.com

26

日㊏〜

230ｍのバラの回廊

月

日本一長い！

第1 回
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アメリカ・イギリス・オランダなど
世界のバラの展覧会

2018

世界 バ
のラ 展
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桔梗屋グループ直営店

桔梗信玄棒試食＆製造部直売割引販売

進物品詰合せコンテスト表彰式
今年の2月に桔梗屋グループ直営店
舗で行った「進物品詰合せコンテスト」
の表彰式を５月11日、本社 社長室にて
行いました。進物品の詰合せのアイデア
を募集したこのコンテストでは、直営店
全店から80品ものアイデアが集まりまし
た。
その中から選出された８品の内、4品

桔梗信玄餅工場テーマパーク工場棟3階、桔梗信玄棒製造ライン
にて桔梗信玄棒の試食と製造部直売割引販売を始めました。通常10
本入り540円(税込)が、直売所限定価格の500円(税込)でお求めいた
だけます。さらにパワーアップした工場見学をお楽しみください。
※日によって、ほうとうチップスや桔梗信玄餅揚パンの製造を行う場合もございます。

メディアで紹介されました

テレビで紹介されました
YBS「ててて！TV」
4/25 ハイジの村 チューリップ祭り
とGWのイベントを紹介しま
した。

TBS「Nスタ」

4/30 「お得！GW情報てんこ盛り 静岡vs山梨 よくばりバスツア
ー」というコーナーで桔梗信玄餅工場テーマパークが紹
介されました。

甲府CATV「情報max はやべん」
4/23 「イチオシ！ナビ」というコーナー
で、GWに向けてお菓子の詰め放
題、工場見学、包装体験、
アウトレッ
ト店舗、水琴茶堂など桔梗信玄餅
工場テーマパークを紹介しました。

UTY「ニュースの星」
5/3 5/3〜6に森の中の水族館。で

行ったイベント
「チョウザメタッチ
ング」の様子が紹介されました。

UTY「ウッティタウン６丁目」
5/4 5/5、6に甲府駅の南口で開催
した「青空ガーデン」の告知と
して、
グルメマルシェで販売した
屋台メニューを紹介しました。

UTY「ニュースの星」
5/11 ハイジの村 ジャーマンアイリス
祭りの様子が紹介されました。

ラジオで紹介されました
J-WAVE「TOYOTA DRIVE IN JAPAN」
4/27 出演者がドライブに出かけ各地を取材し、素敵な場所を
紹介する番組で、
桔梗信玄餅工場テーマパークに立ち寄
った際の様子が紹介されました。

FMフジ「GOOD DAY」
5/2 GWで賑う桔梗信玄餅工場テーマパークから生中継を
行いました。

お客様から届いた声をご紹介します
友人へのお見舞いや県外の親戚へ
のお土産、改築の時の大工さんへの
様
お茶菓子と、いろいろ選ばせていた
だきました。新作も出ていて、選ぶの
も楽しかったです。箱を開けた時の友人の顔が目に浮
かびます。これからの時期は、桔梗信玄餅アイスがい
いですね。

中央市

山本

東京都

澤田様

桔梗信玄茶プリンを何もかけずに頂
きました。おいしかったです。
「蜜が
なくても」
と思いましたが、蜜をかけ
ると又、味わいが変わりました。

がラザウォーク甲斐双葉店のアイデアと
いうことで、特別賞として表彰され、社長
より表彰状と金一封が授与されました。
この選出された８品の詰合せは、桔

ラザウォーク甲斐双葉店店長
新井さん

梗屋直営店にてお求めいただけます。

表示価格は税別価格です

森の中の水族館。

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

山 梨 県 立 富 士 湧 水の里 水 族 館
企画展

メダカの学校

〜メダカについて知ろう〜

開催中〜7月2日

昔から私たちのとても身近な存在であるメダカは、飼育の歴史も長く沢山の改良品種が作られ
ています。そんな改良種のメダカや世界各国に生息する様々なメダカの仲間の観察や、絶滅危
惧種に指定されている二ホンメダカの正しい保護について学んでみましょう！

企画展

歌に出てくる生き物 開催中

〜7月2日

昔から親しまれている音楽や童謡のタイトルや歌詞に使われている生き物と曲を紹介します。
生き物を身近に感じてみましょう！

ジェルキャンドル作り！ 6月16日

、17日

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！
●対象：年齢制限なし(小さいお子様は保護者同伴) 各日先着50名 ●参加費：入館料+800円
水族館でも季節を感じよう！

星に願いを☆

6月20日

〜7月7日

短冊に願い事を自由に書いてみよう！願い事を書いた短冊はエントランスに飾れるよ♪
●参加費：入館料のみ

鮎のぼり

5月〜6月毎週日曜日
15：00

バス停
さかな公園
至富士吉田

冬に誕生し海へ下り、4〜5月頃に生まれた川へ戻って
くるアユ。その遡上の様子や生体解説を見て聞いて、
ア
ユを身近に感じてみましょう！

森の中の水族館。
忍野入口

自衛隊
北富士駐屯地
自衛隊入口

138

〒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.morinonakano-suizokukan.com

工場祭り「数当てクイズ」当選者

至富士吉田

東富士五湖道路

至山中湖・山中湖IC

伊藤様より

桔梗信玄餅誕生50周年とのことで、工場祭りを友人家族と満喫
してきました。初めて抽選で桔梗信玄餅の詰め放題ができて、喜
んでいました。
「数当てクイズ」に初挑戦でマッサージチェアが当
たり、
ビックリしました。家族で疲れを癒したいと思います。ありが
とうございました。来年もお祭りを心から楽しみにしています。
自社農園

6月の収穫

お客様
の声

○玉ねぎ ○紫玉ねぎ ○きゅうり
笛吹ファーム ○ミニトマト
（各種） ○じゃがいも
○カブ ○ブロッコリー ○姫子夏（桃）

桔梗屋グループでは製造
○トマト
（大玉）
過 程で 出 た 生ご み や、
明野プラント
○ミニトマト
（各種）
循環型
Dolce Vitaなどで出た花
農業
○辛み大根
がらや植物の枝等を、自
明野ファーム
○リーフレタス
社のリサイクル施設で堆
肥にしてハイジの村の花畑やハイジの野 グリーンアウトレット1/2 笛吹市一宮町坪井1928
TEL 0553-47-3700 9：30〜17：30
菜畑で使用しています。
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夏のおすすめメニュー

表示価格は税別価格です

たっぷりの薬味と温泉卵、
しゃりしゃりに凍らせためんつゆを
石臼挽きそばにからめて召し上がれ。

山梨県産生ワイン

ほうとうの汁をアレンジした味噌ベースの温かい
つけ汁につけて食べる「ほうとうつけ麺」です。

おざら 甲州流細切つけ麺 800円

しゃりしゃりそば

ランチタイムはお食事メニューのご注文で
俺らん家のおごっそう無料サービス
長寿村 ◆笛吹店
〒406-0025 笛吹市石和町上平井819
権六
TEL 055-261-1133

富士桜ポークと自社農園産ミニ野菜の
冷やしほうとう 1,200円

11：00-15：00

石臼挽きそばとほうとう

880円

そば・ほうとう・郷土料理

暑い夏でもつるっと食欲がわく、
元気の出る一皿です。

もちもち食感のおざらを
たっぷり野菜でサラダ風にしました。

限定

お食事メニューのご注文で
俺らん家のおごっそうとけんちん汁
無料サービス

夏のミニミニＤＯＮ

1,000円

おろし納豆そば

880円

富士桜ポークのサラダおざら

石臼引きそばとサクサクの天ぷらは
こだわりのメニューです。

天ざる

1,200円

冷やしぜんざい（富士吉田店を除く） 450円

きなこ亭

天然氷のかき氷
あいすアン珈琲
山梨県立
463円〜（ 文学館店を除く
） 500円

黒蜜庵きなこ亭
◆テーマパークカフェ
（桔梗信玄餅工場テーマパーク内） ◆甲州夢小路店
〒405-0077 笛吹市一宮町
〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-1-25（甲州夢小路内）
坪井1928（坪井工業団地内） TEL 055-254-7788 10：00-18：00
TEL 0553-47-3708
◆山梨県立文学館店
9：00-18：00
〒400-0065 甲府市貢川1丁目5-35 TEL 055-235-8080

私の
趣味・特技
Vol.2

880円

甘すぎないので食後のデザートにも
おすすめです。

甲府市出身の芸術家
佐藤正明さんの作品を
展示するカフェギャラリーです︒

463円

◆大月店
〒401-0013 大月市大月1-2-1
TEL 0554-23-2011
11：00-16：00／16：00-21：00（L.O.20：30）

水琴茶堂
◆一宮店
〒405-0077 笛吹市一宮町坪井1928
TEL 0553-47-3708 11：00-17：00（L.O 16：30）
◆フォレストモール富士河口湖店
〒401-0302 南都留郡富士河口湖町
小立4318-1（国道139号線沿い）
TEL 0555-83-2556 11：00-15：00

菓々茶寮

テーマパークカフェ

桔梗信玄ソフト＋

2,500円

◆セレオ甲府店
〒400-0031 甲府市丸の内1丁目1-8
（甲府駅ビル セレオ甲府5階レストランフロア）
TEL 055-232-3160 11：00-22：0

水琴茶堂

毎年大好評の夏のミニミニＤＯＮ。
旬の食材を使って夏をお届けします。

限定品 生ワイン
ボトル
（赤・白）

信玄

◆富士吉田店
〒403-0016 富士吉田市松山5-1077-3
TEL 0555-21-1500
11：00-15：00、15：00-19：00（L.O.18：00）
◆都留店
〒402-0054 都留市田原2-641
（富士急行線都留文科大学駅隣）
TEL 0554-45-6581
11：00-15：00、15:00-19：00（L.O.18：00）
◆上野原店
〒409-0112 上野原市上野原1613
（日大明誠高校前バス停前） TEL 0554-63-5240
11：00-15：00、15：00-18：30（L.O.17：30）
◆韮崎店
〒407-0004 韮崎市藤井町南下條159-1
TEL 0551-23-1110
10：00-15：00、15：00-18：30（L.O.17：30）

新鮮野菜のサラダうどん 556円

桔梗信玄あんみつ

650円

桔梗信玄餅パフェ

800円

◆桔梗屋甲府本館 カフェギャラリー
〒400-0867 甲府市青沼1-3-11
TEL 055-233-8800 9：00-18：30
※季節変動あり

森の中の水族館。

たっぷりトマトの冷やし中華 463円
◆グルメマルシェ
〒400-0031 甲府市丸の内1丁目1-8
（甲府駅ビル セレオ甲府2階）
TEL 055-223-2665 8：00-20：00

西中 美咲

私の趣味はペットのお世話です。現在、
トカゲやヘビ、
リクガメなど爬虫類を6種類、タイガーサラマンダーなど
両生類を2種類と、タランチュラやサソリなどの変わった
虫を飼育しています。大学生のときに爬虫類好きの父親
と、爬虫類や両生類などを見たり、購入することができた
りするイベントに行き、フトアゴヒゲトカゲという種類の爬虫類に一目惚れをしたのがきっかけです。最近では、成長すると1メートルを超
える大きなトカゲ、
レッドテグーを飼い始めました。飼育している中で気を付けているところは、健康管理です。健康チェックをして記録を
付けたり、
リクガメやトカゲなどの餌となる野菜やフルーツを、季節に応じて変えたりしています。私の所属している
「森の中の水族館。」
は、ニジマスやイトウ、チョウザメなどの魚類を中心に展示をしていますが、両生類や爬虫類、昆虫なども展示しているので、ペットを飼う
ときに勉強した飼育方法などの知識が役に立っているのではないかと思います。

2018年（平成30年）6月
第1 回
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世界の バラ展

5月26日
〜6月30日

今年は「第1回 世界のバラ展」
と題して、
世界７ヶ国のバラをハイジの村に集
めました。形も違えば色も違う、全部で143品種の様々なバラをご覧いただけま
す。
さらに、
展示しているバラのうち123品種のバラの販売も行います。

イギリス

微妙な色合いを表現したバラ
が多く、
大輪より中小輪が好ま
れる。純白=清純のイメージか
らか白いバラも人気。
エレーヌジュグリラス

枝がたおやかで自然になじ
みやすいバラが多い。
日本に
似ていて淡い色も好まれる。

アメリカ
大輪で凛とした大型種が多
かったが、最近では中輪で多
花性の耐病に優れた品種が
好まれる。
フランクリースカーレット

オランダ
花を飾る文化が根付いてお
り、ペイサージュローズ
（景観
をつくるバラ）
という特に手を
掛けなくても咲き続けるバラが
ラベンダードリーム
人気。

フランス
華やかで上品なバラが多く、
ピンクに対してすべてに個別
の色名がある。

レディエマハミルトン

イタリア

耐暑性が抜群で、照り返した
太陽の下輝くような色のバラ
が多い。
ベッラディトーディ

ドイツ
曇り空 が 多い気 象なので、
はっきりとした色のバラが生
み出される傾向にある。

グレーフィンディアナ

要ご予約

和菓子の日感謝祭
６月15、
16、
17日限定

「和菓子の日」は仁明天皇の時代に国内で疫病が蔓延し、6月16日に菓子や餅を
供えて疫病の退散を祈願したことに始まります。
やがて「健康と招福」を願う行事とし
てこの日に菓子を食べるようになりました。

・五十嵐淳子
後藤みどり

トークショー＆サイン会

1割引

セルフチョイスの
和 菓 子バラエティー

日本

和菓子の日

きんつばやミニ大 福 など︑お 手 頃 和 菓 子 を
集めたセルフチョイスの和 菓 子バラエティー︒
ご購 入はおひとつからでも ︑専 用 箱に
オリジナルの詰め合せを 作ることも 可 能です ︒

７ヶ国のバラの特徴

毎年

6月16日

※写真はイメージです

通常 おひとつ100円（ミニ大福３種は４個入で100円）
※桔梗屋東治郎一宮店を除きます。
※店舗により、一部取り扱いのない商品がございます。

工場アウトレット社員特価販売1/2で大人気！

「バラのある暮らし」

桔梗屋直営店全店

きなこクッキー

プリンセスドゥモナコ

通常1袋（８個入）300 円

赤や黄色、
ピンクにオレンジな

期間限定
特別価格

ど色とりどりのバラでインスタ映え
すること間違いなし！日本一長
い230ｍのバラの回廊では、
バラ
に囲まれながらのお散歩もお楽

後藤みどり

五十嵐淳子

6/10（日）15：00〜

しみいただけます。
さらに、
６月10

ハイジの村 光のチャペルにて

日
（日）
には後藤みどり先生と一緒

参加料

に園内のバラをめぐるガーデンツ
アーも開催。
目で見て、
香りを感じ
て、
たくさんのバラが咲き誇るハイ
ジの村で、
お気に入りのバラを見
つけてみてくださいね。

赤えんどう豆のほどよい塩味が
風味豊かな黒蜜の甘さを
引き立てます。

3,000円（税込・入園料込）

寒天のパワー

飲み物・お菓子付き

【ご予約・チケットお求め先】
ハイジの村、桔梗屋 直営店(桔梗屋 東治
郎、黒蜜庵、花菓亭、桔梗屋 甲府本館)、
コマツガーデン直営店「ロザ ヴェール」
※ハイジの村でのチケットの郵送も承
っております

150 円

○豊かな食物繊維で腸スッキリ
○満腹感のあるノンカロリー食材
○腸のぜん動運動で基礎代謝アップ
○糖の吸収を抑え、
血糖値の変化が穏やかに

豆かんてん

340円

表示価格は税別価格です

お 父 さ ん い つ も あ り が とう

6月

あ り が と う と一緒 に ︑
お 花の 贈 り 物 を

6.17sun Father's Day

おひとつ

ありがとうどら焼
おひとつ 150円

日 は ︑父の日

17

ありがとう巾着
「ありがとう」
どら焼 5個

870円
表示価格は税別価格です

TEL 055-227-5187 FAX 055-227-8287
info@koi87.com 営業時間 9：00〜19：00
http://koi87.com/
※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
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山梨農業応援菓 山梨フルーツ王国

新発売
しっとりと焼き上げたどら皮に
クリーム、もち、あんこをサンドした
アイスどら焼きです

勝沼・塩山
シャインマスカットゼリー

明野の
ブルーベリーゼリー

山梨県産ブランド米﹁五百川﹂を
使 用した自 然な甘 味と︑
お米の
風味が香るお米のプリンです

新発売

まあるい風せんに入った山梨県産のフルーツのゼリーです
つまようじでぷっちんと刺してお召し上がりください

おひとつ
4玉入
4玉入

500円

400円

4玉入

250円

400円

販売店舗／桔梗屋東治郎一宮店・
山梨フルーツ王国
（釈迦堂PA上り線）
店・甲斐の味くらべ

クリーム
もち
あんこ

新発売

※写真はイメージです

水音
おひとつ

おひとつ

3,220円

320円

330円

食べくらべセットも
ございます

せせらぎ 1,600円

320円

おひとつ

300円

瀬音 5,000円
桔梗信玄生プリンと
セット販売です。

＋

おひとつ

おひとつ

320円

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
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

水琴茶堂の梅くずきり
おひとつ

380円

4個入
6個入

水琴茶堂のあんみつ
おひとつ

380円

お中元早期ご予約承ります
3,000円（税込）以上

お買上げで

送料無料
※クール便代別途

6/9
▼

6/30

商品受注センター
☎0553-47-3701

910円
1,350円

甲府夜曲

8個入
12個入

おひとつ

1,820円
2,700円

250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。

4個入
6個入

950円
1,410円

甲斐の実り

8個入
12個入

おひとつ

1,900円
2,820円

220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】さっぱりとしたさくらんぼ入りの
ゼリーです。

表示価格は税別価格です

2018年（平成30年）6月
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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

☎055-233-8800

甲府市指定無形文化財
「甲府囃子保存会」

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

6/21
（木）ブーケ・寄せ植え
6/24
（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〜
（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

■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。

☎0551-25-4700

体 験教 室

後藤みどり先生の
バラの教室 参加者募集中

塩山店ギャラリー

☎0553-33-1026

そだち展〜書道と陶芸〜
■6月1日
（金）
〜6月29日
（金） ※最終日は13時まで
障害者支援施設
そだち園での日々の
取り組みのなかでで
きあがった書道作品
と陶 芸 作 品 の 展 示
販売を行ないます。

バラ栽培教室
要ご予約
植え方から管理・剪定まで
●日時：6月15日
（金）
、16日
（土）
10：30〜12：00
●体験料：2,000円
（税込・入園料別途）

後藤みどり先生と行く 園内のバラガーデンツアー

世界のバラの品種説明会とガーデンツアー
●日時：6月10日
（日）13：00〜13：45 無料（入園料別途）

ラベンダースティックづくり
●日時：6月30日
（土）10：00〜15：00
●体験料：500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）
●日時：毎日開催 １０
：
００〜１５
：
００
●体験料：1,000円から
（税込・入園料別途）

山梨県立美術館

展覧会

☎055-228-3322

山梨県立美術館開館40周年記念―愛されて40年―

「100万回生きたねこ」佐野洋子の世界展
■開催中〜6月17日
（日）
出版40周年を迎えた佐野洋子作「100万回生きたねこ」
は、世
代を超えて読み継がれている大ロングセラーの絵本です。本展で
はその「100万回生きたねこ」
を中心に、代表的な絵本やエッセイ
の原画、版画作品を展示することで、絵本作家・エッセイスト佐野
洋子のユニークで豊かな世界を紹介します。

山梨県立美術館開館40周年記念

魔法の美術館

光と遊ぶ、真夏のワンダーランド

■6月30日
（土）
〜8月26日
（日）

山梨県立文学館
特設展

展覧会

☎055-235-8080

生誕120年 井伏鱒二展
旅好き 釣り好き 温泉好き

■開催中〜6月17日
（日）
井伏鱒二の生誕120年を記念して、下部温泉、増富ラジウム温
泉、疎開した甲府など、井伏が山梨各地に残した足跡や、俳人の
飯田蛇笏・龍太親子との交流を、当館収蔵の原稿、書簡、書画な
どを中心にたどっていきます。

セグウェイ園内ガイドツアー

●日時：毎日開催 10：00〜16：00
●体験料：約45分 3,300円／お試し講習約15分間 1,100円（税込・入園料別途）

作品募集中

バラの園のフォトコンテスト
●テーマ
「美しいバラ」
●募集期間 5月26日
（土）
〜6月30日
（土）
●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

「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
月の行事予定
6

お花 畑
バーの
クロー んだよ
遊

4日(月)虫歯をやっつけよう(虫歯予防デー)
6日(水)時計ってなあに(時の記念日)
12日(火)お誕生会 25日(月)身体測定
29日(金)防犯訓練 30日(土)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

で
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間違い捜しクイズ

6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。

☆注意

全体運／
1日から21日 ☆☆☆☆
(9/23〜10/23) 22日から30日 ☆☆

全体運／
1日から21日 ☆☆☆
(3/21〜4/19) 22日から30日 ☆☆

おひつじ座

てんびん座

「仕事運」12日まで新しい情報に注目を！13日 「仕事運」12日まで外人感覚の発想吉。13日か
から29日まで内輪の意見尊重して。30日は冒 ら29日まで上司との連携必須。30日は奇策浮か
険が吉。
「金運」13日まで欲しいものを我慢。14 ぶ。
「金運」13日まで義理事は節約NG。14日以
日以降、買い物楽しんで。
「健康運」器具を使用 降、未知の分野への出費が新鮮。
「健康運」活動
する運動お勧め。8日・9日吉。22日・23日注意。 的な予定増やして。4日・5日吉。29日・30日注意。

お うし 座

(4/20〜5/20)

全体運／
1日から21日 ☆☆
22日から30日 ☆☆☆

さそり座

(10/24〜11/22)

「仕事運」12日まで不言実行潔い。13日から29
日まで日頃の努力実る暗示。30日は謙虚が肝
心。
「金運」13日までうれしい出来事ありそう。
14日以降、謙虚にいくべき。
「健康運」家系的
な持病警戒を。24日・25日吉・11日・12日注意。
全体運／
1日から21日 ☆
異性運のみ ☆☆☆☆☆
(11/23〜12/21)
22日から30日 ☆☆

全体運／
1日から21日 ☆☆☆☆☆
(5/21〜6/21)
22日から30日 ☆☆

ふたご座
キ リ ト リ 線

「仕事運」12日まで絶好調。13日から29日まで
手間を惜しまずに。30日は仲間との情報交換
を！
「金運」13日まで貯める楽しみに目覚める。
14日以降、
コンビニ出費吉。
「健康運」遠方訪問
で行動力アップ。3日・4日吉。26日・27日注意。

い

全体運／
1日から21日 ☆☆
(12/22〜1/19) 22日から30日 ☆
異性運のみ ☆☆☆☆☆

全体運／
1日から21日 ☆☆☆
(6/22〜7/22) 22日から30日 ☆☆☆☆☆

前回の答え
応募総数

し し 座

(7/23〜8/22)

名
正解者
名

70

おとめ座

(8/23〜9/22)

【前回の当選者】
清水 洋子 様（栃木県） 大坂 あき 様（昭和町）
箕浦 愛子 様（愛知県） 伊藤 ちさ子 様（身延町）
清水 紗英 様（神奈川県）

や ぎ 座

「仕事運」12日まで後輩との会話に発見あり。13
日から29日まで徹底的に話し合いを！30日は陰
から助けあり。
「金運」13日まで相手の都合での
出費吉。14日以降、節約継続。
「健康運」栄養バ
ランス見直して。1日・11日吉・21日・22日注意。

全体運／
1日から21日 ☆☆☆
22日から30日 ☆☆

みずがめ座
(1/20〜2/18)

「仕事運」12日まで斬新な案実行へ！13日から
29日まで合わせることが突破口に。30日は注目
運到来。
「金運」13日までリクエスト参考に。14日
以降、
自分にごほうびを！
「健康運」無理は避け、
マンネリ再考を。17日・18日吉。23日・24日注意。

74

座

「仕事運」12日までわがままは大目に見て。13
日から29日までひと安心。30日は大胆行動
吉。
「金運」13日まで貯蓄の使い道話し合って。
14日以降、娯楽出費吉。
「健康運」友人を誘っ
てスポーツを！26日・27日吉。13日・14日注意。

か に 座

「仕事運」12日まで直感で危機回避を。13日か
ら29日まで最高のインスピレーション得る。30
日は手堅く進めて。
「金運」13日まで最も欲しい
物購入を。14日以降、定番買い賢い。
「健康運」
膀胱炎に注意。22日・23日吉。1日・2日注意。

て

「仕事運」12日まで未来的発想での発言吉。13
日から29日まで緻密に取り組んで。30日は真
逆の発想を！
「金運」13日まで無駄遣いチェッ
ク。14日以降、贈り物出費幸運。
「健康運」ひざ
下のケア大切に！3日・5日吉。24日25日注意。

全体運／
1日から21日 ☆☆
22日から30日 ☆☆☆

う お

座

(2/19〜3/20)

「仕事運」12日まで変更にも極力対応。13日から
29日まで協力で乗り切れる。30日は沈黙大切。
「金運」13日まで常識外の出費もたまにはOK！
14日以降、寄付かおごりが吉。
「健康運」お風呂
でマッサージを。29日・30日吉。6日・7日注意。

全体運／
1日から21日 ☆☆☆☆
22日から30日 ☆☆

全体運／
1日から21日 ☆☆
22日から30日 ☆☆☆☆

「仕事運」12日まで矛盾への対応工夫を。13日か
ら29日まで報われる出来事あり。30日は完璧を
目指して。
「金運」13日まで大胆購入お勧め。14
日以降、現実感覚大切。
「健康運」安眠のために
足ツボを刺激。23日・25日吉。19日・20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。

はしゃ

燥ぐ子等

﹁蛍﹂

今月のテーマ

とうが

蛍たち

灯蛾に誘われ

星と競争

・川を舞う

・夏の夜

蛍かな

光をてらす

こ

萩原 睦子

・夕ぐれに

伊藤 敏子

蛍舞う

妖艶に

小宮山 静江

義母を偲びく

幕引きよ

野沢 百合子

ひとりむし

川辺かな

大井 ゆかり

・来る年も

蛍の光りで

とぶほたる

美術館

ひたる蛍の

蛍かな

光る蛍は

・懇親会

自然の宝石

火取虫の

・幻想に

光ちらほら

・夏の川

・川草や

・暗やみに

・幻想の

い

蛍入る

ホタル舞う

想い出や

点滅しつつ

おしりに光

・誰か来る

・山里の

窪寺 つや子

胸にすむ

蛍放せし

野沢 𠮷紀

冬の蛍が

子供達

竹内 保夫

か や

・青き蚊帳

蛍と飛びかう

蛍かな

・母一人

・かやの中

流れに飛ぶや

ら

廣瀬 昭美

浅川 璃駒

風間 ますみ

井上 一江

横関 義英

竜沢 栄子

田沢 幸子

仲澤 賢

小宮山 秀子

蔭山 由佳里

・山合いの

ま

田んぼ道

あ

美味いぞ

岡田 敏子

孫と手つなぎ

こっちの餅も

はかなさよ

・蛍さがし

・蛍来い

ついては消える

山中 沙耶

・蛍灯の

光る蛍

森澤 一幸

淡い橙の
涼をよび

・清川に
きれいだな

・蛍火の

皆様の素敵な俳句︑川柳をお待ちしております︒

梅 雨の時 期 を 迎 え ︑初 夏の陽 気 も 感 じられる 今 日

この頃︒2018年も半分が過ぎました︒

次回の募集テーマ﹁
は ラムネ﹂です︒

編集室 から

世界のバラ展﹂では︑
アメリカ︑イギリス︑オランダなどの世界７か国の

６月 と 言えば︑１番 初めに思いつくのはハイジの村のバラです ︒今 年 初 開 催の

﹁第一回

下さい︒日本一長い230mのバラの回廊は今年も綺麗だろうな︒

バラをハイジの村で見ることができます︒お気に入りのバラを見つけて楽しんで

鈴木彩水

香りもとても良いので︑深呼吸しながらのんびり散策するのがおすすめです︒

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 六月十一日︵月︶です︒

「仕事運」12日まで変えないことが高評価につ
ながる。13日から29日まで近くの味方が頼り。
30日には変更覚悟。
「金運」13日まで浅い興味
がポイント。
14日以降、
貯蓄に励んで。
「健康運」
美食ほどほどに。
28日・29日吉。
3日・4日注意。

全体運／
1日から21日 ☆☆
22日から30日 ☆☆☆☆

2018年（平成30年）6月
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アメリカ・イギリス・オランダなど世界のバラの展覧会

世界の バラ展

5月26日から

第1 回

開催

日本一ネットで
日本一長いバラの回廊に
認定されました。

バラグッズの
販売
約1,500本のバラ苗が揃う

バラ苗大市開催

バラの園のフォトコンテスト
●テーマ「美しいバラ」
●募集期間 5月26日（土）〜6月30日（土） 作品募集中
●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＆素敵な景品をプレゼント

本一長い！

日
回廊
230ｍのバラの
愛犬と一緒に
入園できます

予告

※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

「スイスの花祭り」
開催

７/15

9：00 受付開始

9：30 ブーケ・ブートニア・花冠作り
9時半〜
10：40 園内パレード
（雨天中止）
11：15 ファッションショー

OPEN 9：00〜18：00 無休

スイスの伝統的な夏祭り「マイエンツーク」をも
とに、手作りのブーケとブートニア、花冠をつけ
てドレスアップした女の子の美しい成長と男の
子の健やかな成長と幸せを願う「スイスの花祭
り」を開催します。

●参加料 １，
０００円（税込）※入園料別途
※花冠、
ブーケ、
ブートニア製作費を含みます。※当日入園券売り場にてお支払いください。
●参加資格
3歳〜小学6年生までのお子様
※女の子はワンピースや上下白い服（スカートとシャツなど）、
男の子は白いシャツに白かアイボリーのズボン、
または半ズボンを着てご来村ください。
※保護者の方もご同伴ください。
●応募方法
下記いずれかに①お子様のお名前（ふりがな）②年齢（学年）③ご住所④ご連絡先電話番号
⑤当日お越しになる保護者様のお名前と人数⑥グループで参加される場合はその旨をお伝えください。
TEL：0551-25-4700（ハイジの村） FAX：0551-20-2122 メール：mail＠haiji-no-mura.com
●締切 定員になり次第締め切らせて頂きます。

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

HEIDI’S VILLAGE 花の教会

ゲストとともに 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

6/16

9:00〜18:00

【お料理重視！】ハーフコース無料試食と

ナチュラルガーデンウエディングフェア

♥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

7/29

9:00〜18:00

【人気のオリジナルコースの試食付】

サマーリゾートウエディングフェア

♥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）

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

無休

6/24

9:00〜18:00

【イメージふくらむ】
ローズガーデンブライダルフェア

♥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）

7/14

9:00〜18:00

【まずは気軽に花嫁体験！】

模擬挙式＆ウエディングドレスの試着付ブライダルフェア

♥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）
北杜市

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】9：00〜18：00

無休

