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7月13日
（第2火曜日）
は、
定休日とさせていただきます。
また、
24日・25日はイベント開催の為午前中のみの営業となります。
（姉妹店ご褒美スイーツジョリー・アンジュも同様です）

夏木立の緑深く、風に揺れる木漏れ日に涼やかさを感じる季節になりました。力強い太陽、
沸き立つ雲の峰。梅雨が明けるといよいよ夏が始まりますね。風景の花も優しいアジサイの色から、元気カラーのヒマワ
リに移ろいでいきます。店内では、メダカ太郎がすくすくと育っています。夏色を感じにどうぞお立ち寄りください。

食いしん坊夏祭り 2 0 2 1
コロナ禍の影響で街のお祭りやイベントが中止、子供たちが楽しめる場も、大人が集う場もないのは寂し
い…ということで、花物語が掲げるテーマ《美と健康》に沿った夏まつりを開催する運びとなりました。
その名も『食いしん坊夏祭り 2021 ！』。
常に健康長寿の上位を占める長野県の安心安全な食材を使用した低添加のごちそうや、大自然北海道が育
んだ極上スイーツ、『健康』を意識した、ここでしか味わえないコラボ商品の数々を一堂に集めました。
また、体験ブースは『美』をテーマに多くの出店者が集結、子供向け体験ゾーンやお馴染み縁日のお楽しみ、
そしてイベントステージでアトラクションも見逃せません！
尚、感染対策は県のガイドラインに沿って安全に開催いたしますので安心してお立ち寄りください。
皆様のご来場を心よりお待ちしています。

期日 2021.7.24( 土 )・25( 日 )
時間 11 時～ 19 時 ( 但し 25 日は 18 時終了予定 )
場所 中野市陣屋広場特設会場

中野市中央 2 丁目 3-2

主催 食いしん坊夏祭り 2021 実行委員会
後援 中野市・中野市社会福祉協議会

夏のお楽しみセール
日頃、花物語をご愛顧いただいております皆様に、
半期に一度のお楽しみ「夏セール」開催のご案内です！

プリザーブドフラワー

ソープフラワーと小物類

20〜50 %引き 10〜30 %引き
新型コロナウイルス
感染予防のための弊社の取り組み

期間 7/15（木）〜 18（日）
売り切れごめん

鉢花・観葉植物 ・縁起のよい植物
・癒し効果の高い植物
・その他切り花も大特価

特別価格

（来店してのお楽しみ）

※一部除外品もございます

1. スタッフ及び関連企業においてこまめな手洗い・うがい・消毒を徹底 4. お客様にも来店時マスクの着用と手指の消毒のお願い
2. 社会的距離の確保
5. お客様がご利用になるドア・卓上備品などの定期的消毒
3. 感染防止のための飛沫防止ボードの設置
6. ご予約の際の緊急連絡先の聴取

胡蝶蘭のお手入れ

ここがポイント！

贈る方も贈られる方も多い胡蝶蘭。本来、管理は難しく
はないのですが、
「水やりはどうすればいいの？」
「花はまた
咲くの？」の声にお答えいたします。
梅雨の時季は、過度な湿気に注意しましょう。夏本番
になると、気温も上がり同時に生長も早くなります。水やり
は、一週間に一度位が目安です。水苔が完全に乾ききって
から、コップ一杯の常温の水を午前中にたっぷりと与えま
す。また、しっかりと水切りをして受け皿の水はきちんと捨
てましょう。水分が足りなくなると、葉にシワが増え始めま
す。これが渇水のサインです。見逃さないように注意して
ください。最適な温度は、20 〜 25℃ですが夏は 30℃くら
いまで大丈夫です。お部屋のエアコンの風が直接当たらな
い場所に置きましょう。胡蝶蘭の花が終わったら、花茎を 3
節くらい残して切るとその下から脇芽が伸びて
もう一度花が咲く場合があります。ご家庭では管理が容
易ではありませんが、またあの美しさに会えたらうれしいで
すね。

ご褒美スイーツ ! ジョリー
アンジュ
今月のおすすめ

いつも花物語姉妹店、
『ご褒美スィー
ジョリーアンジュ』をご利
用いた
だきありがとうございます
。毎日暑い
日が続きますが、水分補給
は充分にさ
れていらっしゃいますか？
冷房の効い
た涼しいお部屋にいても水
分補給は欠
かせません。そんな折、当
店では冷た
いドリンクとともに自慢の
生乳ソフト
クリームを合わせたフロー
ト各種（コーヒー・ミルク
ティ・ブルーティ
の 3 種）を販売しています
。前回ご案内いたしました
バナナシェイク・
レモンシェイクとともに是
非お試しくださいませ。ま
た、長野県発行の
プレミアム商品券（5000
円分が 3000 円にて購入）
のお取り扱いも始
まりました、この機会にぜ
ひご 来店をお待ちいたして
おります。
（毎週
土日は 10 時よりオープン）
ツ

スタッフ小さなつぶやき
マリーゴールド

トルコキキョウ

7月の誕生花
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変わらぬ愛
優美 希望
愛慕 崇拝
燃える心

ジョリーアンジュの小澤です。私の趣味は風景写真を撮ることで
す。特にその時期に咲く植物を撮ることで季節を感じられるのが魅
力です。私の出身地は静岡。まだこの地に来て 1 年しかたっていな
いのでどこに何が咲くのか、地元の方に尋ねたり自身で調べたりし
てその場所を探します。6 月の芍薬から始まりバラ・あじさい・ハス・
ユリ・彼岸花…紅葉・雪景色・春の桜に菜の花・リンゴ・水芭蕉等、
市内を中心とした多くの場所を訪れ、たくさん写真に収めました。長
野では珍しい花が多いので自然の雄大さ、美しさに魅了されていま
す。皆様も信州の良さを再発見しに、身近な場所を訪れてみてはい
かがでしょうか。
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今年も母の日にご好評いただいたアジサイ。花が終わったらどうすればいいの？
とよくご質問をお受けします。今回は、アジサイの花後のお手入れ法をご紹介いたし
ます。
アジサイは、「花が散る」ということがないので、剪定をしなければいつまでも花
がついている植物です。花が終わる 7 月の半ばまでを目安に剪定をしましょう。剪定
は、花から数えて 2 〜 3 節下の脇芽が出ている上の部分でカットします。その節の下
の節から新しい花芽が出てきますので、間違って切ってしまわないよう注意しましょ
う。花が咲かなかった枝は、剪定せずに残しましょう。
鉢植えのアジサイは、1 〜 2 年に一度一回り大きな鉢に植え替えをしましょう。植
え替えは、剪定後に行います。アジサイは生長力が強い植物なので、鉢が小さいと根
が回ってしまい養分がなくなり花が咲かなくなります。特に今年購入した鉢植えは、必ず一回り大きな鉢に植え替えしましょう。
地植えにする場合は、落葉期に行います。植え替えする場所は、水はけがよく半日陰か、明るい日陰がよいでしょう。翌年もきれ
いな花が楽しめますように…。

アレンジメント講座受講生募集中！

ご自身がアレンジメントした素敵な花をお部屋に飾り
ませんか。まずは、お気軽に体験から始めてみてはいかが
でしょうか。詳しくは、
ご来店、
お電話、
メールにて承ります。

編集
後記

毎月第 3 木曜日
13:30 〜 16:00 の間（所要時間約 30 〜 40 分）

※体験入会は、お一人様 ¥1,500（税込）でご参加いただけます。

グリーンシーズンもユネスコパークの大自然が楽しめる志賀高原。標高 2,000 ｍの東館山山頂エリアにある高山植物園で
は、志賀高原に自生する 500 種類もの貴重な高山植物を見ることができます。この時季開花する花の数が最も多く、中でも
ニッコウキスゲの大群落は、緑の中に咲く黄色の鮮やかな花の光景が目を引きます。また、石の湯のゲンジボタルは日本一
標高の高い発生の地として、国の天然記念物に指定されています。魅力満載の大自然の中へこの夏、涼を求めてお出掛けし
ませんか。（吉）

