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うららかな春日和の頃となりました。皆様おかわりございませんか。
信州の春は一度にたくさんの花が咲くと言われるように、梅の開花に始まり

「あんず」「桜」と美しい饗宴を見ることができるのはなんて贅沢なことでしょうか。
お花見という風習が広まったのは江戸時代だと言われています。時代は変わろうと
美しい風景を愛し大切に思う日本のこころは、ずっと変わらずにあることでしょう。
春は、出会いの季節です。店内は観葉植物や多肉植物がぞくぞく入荷中です。

新しい「素敵」を見つけにどうぞお立ち寄りください。

大型連休の営業時間のお知らせ  ４月２７日（土）閉店 午後６：３０／４月２８日（日）～５月６日（月・振休）午前９：００～午後６：００

美しい風景を愛し大切に思う日本のこころは、ずっと変わらずにあることでしょう。
春は、出会いの季節です。店内は観葉植物や多肉植物がぞくぞく入荷中です。

　毎年ご好評いただいております花物語年間講座のご案内です。
今年は、4月から 12 月までの期間全 10 講座を予定、毎回あっと
いう間に定員になる人気の「ハーバリウム講座」と「フラワーア
レンジ講座」の各 5講座でお好きな日程をお選びいただけます。
材料等は当店がご用意いたします。どうぞお気軽にお申し込みく
ださいませ。お待ちしています。
❖ 時　間　午後 1：30～（約 1時間）
❖ 場　所　花物語 2階デザインルームにて
❖ 受講料　1講座　2,500 円（材料費・花材費・税込）
❖ 3 講座以上のお申し込みで素敵な特典があります！
❖ お申込み　ご来店またはお電話、メールにて
　 TEL 0269-23-2380　E-mail　hanaippai1187@gmail.com

年間講座のご案内  ……………………………………………………………………年 間 講 座 開 催 日

ハーバリウム講座 フラワーアレンジ講座

4/10（水）
春色桜カラー
ハーバリウム

4/20（土）可愛いブーケ

7/17（水）
幸運虹色
ハーバリウム

7/13（土）箱の中の小さな庭

9/11（水）
しっとり秋色
ハーバリウム

9/14（土）
カラフル紅葉
アレンジメント

11/7（木）
クリスマス
ハーバリウム

11/9（土）クリスマススワッグ

12/6（金）
クリスタル
ハーバリウム

12/26(木)
　27(金)

お正月特別
アレンジメント

　今年の母の日は、5 月 12 日（日）です。花物語では「特別な日に、
特別な人へ」の気持ちをこめてお母様に贈る素敵な品々を取り揃えて
おります。毎年好評の可愛いギフトボックス入りアレンジメントや母
の日テイストハーバリウムがおすすめ商品です。また「胡蝶蘭」も豪
華な大輪から可愛いサイズのリアンまで揃っております。今年は定番
の赤をモチーフのゾーンとシックな大人の装いの黒のゾーンをご用意。
また、アレンジメント実演コーナーにて限定商品の販売等、魅力ある
充実した内容で皆様のご来店をお待ちしております。
4月13日（土）からスタート「母の日ギフトフェア」に是非お越しください。

今年の“ 叶える”ポイントはこれ！花物語

当店でしか買えない
“特別限定品”花々が続々入荷

世界で一つだけ～当店オリジナル“ハーバリウム”
母の日バージョン～限定販売

メインの贈り物に添えられる
“プチギフト”も多種ご用意

当店厳選！一言メッセージの
オリジナルメッセージカードをご用意

2019 母の日ギフトフェア

特徴1

特徴2

特徴3

特徴4
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　4月25日～6月16日の期間「信州花フェスタ

2019 ～北アルプスの贈りもの～」が松本市や安

曇野市その周辺地域で行われます。信州は緑の

国。その美しさに包まれた心豊かなしあわせな

生活。その恵みを全国そして世界の人々と分か

ち合いたいという理念のもと、様々な花と緑に

触れ合えるイベントが企画されています。新緑

眩しく北アルプスの残雪を望む爽やかな風を感

じにお出かけしてみてはいかがですか。心躍る

春といえども花粉症の方にとっては大変な季節

ですね。どうぞご自愛ください。 （吉）

編集後記

子育て家庭優待パスポートのお知らせ
　4月 1日よりご提示時の特典が、
商品価格（花束、アレンジメントに限る）
2,000 円（税抜）以上につき 10％引き
となりました。また現金でのお支払いの
みが対象となります。お会計前にスタッ
フまでお申し付けください。

花物語 取材番組放送のご報告
　去る 3月 5日（火）にテレビ北信の取材撮影が、店内にて行われました。記者
の方がフラワーアレンジメントやハーバリウム製作を体験される様子を撮影され
たり、また定期に開催しています「ながでんハートネット中野様」でのフラワー
アレンジ教室も取材いただきました。参加された 10名の皆様はいつものように手
際よく楽しくアレンジをされ、とても素敵な雰囲気を創ってくださいました。こ
の模様は 3月 19日（火）から一週間、情報番組「季節を先どり！綺麗なお花の世
界に潜入」と題して、午前 11：00・午後 3：00・午後 10：00と放映されました。

　今月ご紹介いたしますのは、中野市西条のまつ毛専門店「 Beautysalon COCORO 」。
オーナー高田記世美様 に、お話を伺いました。

　緑豊かな中野市にご縁があり、まつ毛専門店「Beautysalon COCORO」を OPENしてから 13 年が経ちました。当
サロンはたくさんのお客様の口コミに支えられ、10 ～ 80 代まで幅広いお客様にご愛顧いただいております。アイリ
ストこだわりのまつ毛カールは 30 種以上のまつ毛専用ロッドを使用してお客様一人ひとりのまつ毛にベストなロッ
ドを選び、確実に美しいカールを作り出すために独自に開発した技術で施術。当店の一番人気メニューとして大変多
くのお客様にご満足いただいております。また、まつ毛エクステや眉のスタイリング、フェイシャルパックなどのメ
ニューやお得なセットメニューもご用意しております。当店のコンセプトは、
ご来店いただいたお客様の「心」が弾み幸せな気持ちになれるサロンである
こと。そして、何より「心」癒されるサロンであることです。花を愛する花
物語様の素敵なお客様とご縁がありますこと、心から願っております。

　閑静な住宅が並ぶ一角にご自宅と併設されている COCORO様。店内はゆったりとした落ち着きのある空間で、まさに心癒される

雰囲気でした。一人ひとりのお客様と丁寧に向き合っていらっしゃる高田様のお人柄がお客様を優しく包み込んでくれるのでしょうね。

気になる注目の

お店探訪

　花びらが蝶のように舞う姿から名付けられた「胡蝶蘭」。当店では
全国有数の生産地から厳選し、信州の気候で長
く楽しめるもの、花色や品種が多いものを厳選
し、育て方にも注目しながら調達しています。
　今回ご案内する胡蝶蘭は、カトウオーキッド
さんの“リトルビーナス・エリコ”。中心から
ほんのりピンク色が広がる色合いが特徴です。
胡蝶蘭に人のネーミングがついているなんて、
とても素敵ですね！

≡花のある暮らし≡
～花の魅力を伝えたい～

キッズハーバリウム教室
開催のご案内

　4月 27 日から始まるゴールデンウィーク。今年は 10連
休と長い長いお休みですね。どこへ出掛けようかしら…何
をしようかなぁ…といろいろ計画中でしょうか。
　花物語では、GW企画としまして「キッズ対象のハーバ
リウム教室」を開催いたします。県内では小学生を対象に
「花育」に取り組んでいる事業もあります。小さなビンの
中にオリジナルなお花畑を作るハーバリウムに挑戦しませ
んか。親子でのご参加もOKです。
❖ 日　時　5 月 3日（金）午後 1：30～（約 1時間）
❖ 会　場　花物語 2階
❖ 小・中学生 1,500 円（税込）
　 ※ 2名様以上のお申込みで割引あり
❖ お申込み　ご来店またはお電話、メールにて承ります。
　 TEL 0269-23-2380
　 E-mail  hanaippai1187@gmail.com

G
W
企
画

　数ある花の中でも、誰もが知っているのがバラ
の花。優雅で品があり特別な時に贈りたい花のひ
とつです。当店でも、男性の方が大切な方に贈る
花束にバラを入れてほしいというご要望をよくい
ただきます。
　バラは花物語が誇る数々の花アイテムの一つですが店内に
は、常時 30 種 300 本以上のバラがあります。色はもちろん、
花の形、香りも様々です。そして魅力なのがそのネーミング。
真紅で凛とした赤いバラ《サムライ》やアンティークな花色が
特徴の《ライラッククラシック》、はっとする鮮やかなピンク
が印象的な《ライラ》など、バラの生産者が心を込めて作付け

した花々一つひとつに名前がついています。
　人々の心を魅了する花の女王バラ。時にはそん
なお花をお部屋に飾ってはいかがですか。その空
間がきっと特別な空間になることでしょう。

【メニュー】まつ毛カール(上 ) 2,500円（上
下） 3,500 円／エクステ 40本 3,000 円～
眉スタイリング 2,000円／各種フェイシャ
ルパック 3,500 円他

花物語の妖精　今月の胡蝶蘭


