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9月13日（第2火曜日）は、定休日とさせていただきます（姉妹店ご褒美スイーツジョリーアンジュもお休みです）

　朝夕の清々しい空気に、秋隣を感じる季節となりました。皆様、お変わりございませんか。
酷暑が続いた今年の夏でしたが、空を見上げると、柔らかで繊細な雲がうつろう表情に少し秋の気配を感じます。9月 10
日は中秋の名月（十五夜）です。古くからお月見は、作物の収穫に感謝し来年の豊作を祈る行事です。どれだけ時代は流れ
ても、夜空に輝く月の美しさは変わりません。まんまるお月様、見られるといいですね。

敬老の日ギフト
　年長の方を敬い、長寿をお祝いする「敬老の日」。今年は、
9月19日（第3月曜日）です。9月19日（第3月曜日）です。
　いつも温かく見守ってくれているおじいちゃん、おばあ
ちゃんに感謝と健康への願いをこめてお花を贈りませんか。ちゃんに感謝と健康への願いをこめてお花を贈りませんか。
　若々しさのある赤やピンクの花は、華やかな贈り物にぴっ

果があります。また、明るく元気が湧いてくるイエロー系の花は、おじいちゃん、おばあちゃんのどちらに果があります。また、明るく元気が湧いてくるイエロー系の花は、おじいちゃん、おばあちゃんのどちらに

古来から高貴な人が身につける色とされ、贈り物として好まれるようになりました。古来から高貴な人が身につける色とされ、贈り物として好まれるようになりました。

節目の年齢ごとに、お祝いの名前があります。人生の折に触れる賀寿に花を添えて、ご長寿節目の年齢ごとに、お祝いの名前があります。人生の折に触れる賀寿に花を添えて、ご長寿
のお祝いをしましょう。のお祝いをしましょう。
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還暦 61歳 赤 米寿 88歳 黄、金茶還暦 61歳 赤 米寿 88歳 黄、金茶還暦 61歳 赤 米寿 88歳 黄、金茶還暦 61歳 赤 米寿 88歳 黄、金茶還暦 61歳 赤 米寿 88歳 黄、金茶還暦 61歳 赤 米寿 88歳 黄、金茶還暦 61歳 赤 米寿 88歳 黄、金茶
緑寿 66歳 緑 卒寿 90歳 白緑寿 66歳 緑 卒寿 90歳 白緑寿 66歳 緑 卒寿 90歳 白緑寿 66歳 緑 卒寿 90歳 白緑寿 66歳 緑 卒寿 90歳 白緑寿 66歳 緑 卒寿 90歳 白緑寿 66歳 緑 卒寿 90歳 白
古希 70歳 紫 白寿 99歳 白古希 70歳 紫 白寿 99歳 白古希 70歳 紫 白寿 99歳 白古希 70歳 紫 白寿 99歳 白古希 70歳 紫 白寿 99歳 白古希 70歳 紫 白寿 99歳 白古希 70歳 紫 白寿 99歳 白
喜寿 77歳 紫 百寿 100歳 特になし喜寿 77歳 紫 百寿 100歳 特になし喜寿 77歳 紫 百寿 100歳 特になし喜寿 77歳 紫 百寿 100歳 特になし喜寿 77歳 紫 百寿 100歳 特になし喜寿 77歳 紫 百寿 100歳 特になし喜寿 77歳 紫 百寿 100歳 特になし
傘寿 80歳 黄、金茶 茶寿 108歳 特になし傘寿 80歳 黄、金茶 茶寿 108歳 特になし傘寿 80歳 黄、金茶 茶寿 108歳 特になし傘寿 80歳 黄、金茶 茶寿 108歳 特になし傘寿 80歳 黄、金茶 茶寿 108歳 特になし傘寿 80歳 黄、金茶 茶寿 108歳 特になし傘寿 80歳 黄、金茶 茶寿 108歳 特になし

～おじいちゃん、おばあちゃん 
　　いつまでも健やかに、そして長生きしてね～

～長寿のお祝い『賀寿』～

　～配達料金・宅配料金改定のご案内～
　先ごろの物価の上昇及び燃料費の高騰により、当店からの配達ならびに全国各
地への配送（箱代）料金を下記のとおり変更させていただきます。皆様には大変
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようご案内申し上げます。

皆様へ
お知らせ

現行…3,300円以上無料配達地域
　　　中野市・山ノ内町・飯山市・小布施町・木島平村

改定後…3,300円無料配達地域
　　　中野市のみ　その他は500円配達料をいただきます。
　　　但し5,500円以上（山ノ内町・飯山市・小布施町
　　　・木島平村）は無料にて配送いたします。

宅配料金（税込）配達料金（税込）

※120サイズを超えるものにつきましてはお問合せください。

【変更改定2022年9月より】

サイズ 荷物の大きさ
（縦横高さ3辺の合計） 現行 改定後

80サイズ （80㎝以内） 880円 1,100円
100サイズ （100㎝以内） 1,100円 1,320円
120サイズ （120㎝以内） 1,200円 1,650円

『感謝』と『更なる挑戦』
—— 花物語はおかげさまで30周年を迎えます ——



　来たる9月23日の秋分の日に、須坂市・恋人の聖地にて“須
坂スイーツフェスタ”への出店が決まりました！こちらでは当
店人気の北海道スイーツと信州果実のコラボスイーツがお楽し
みいただけます。
　スイーツビュッフェから始まり、様々な秋の新商品が発売さ
れる“秋の味覚フェスタ”も同月開催！信州の美味しい果実と
濃厚北海道のスイーツをぜひお楽しみに！

今月のおすすめ

　秋の夕暮れに群れで飛び交う赤とんぼ、秋を感じる風景ですね。実は、赤とんぼという名前のトンボはいな
いそうです。アキアカネ、ナツアカネなどがアカネ属の種類のトンボで俗に赤とんぼと呼ばれています。しか
も体が赤いのは、オスだけ。トンボは昔から稲につく害虫を食べる等、私達の暮らしに欠かせないものでし
た。そんなトンボは前に進むことしかできないため（後退しない事から）古くから「勝ち虫」と呼ばれ、大変
縁起が良いのを御存知でしたか？ふと気づけば小さい秋の足音があちらこちらで聞こえてきましたね。

編集後記

　昔から、「暑さ寒さも彼岸まで」と言わ
れる秋のお彼岸は、9月20日～26日まで
の７日間です。彼岸とは、三途の川を挟ん
で私達の暮らすこちら側が「此岸（しが
ん）」、向こう側が「彼岸」であり、この
世とあの世が最も近づく時だそうです。
　お彼岸には、お供えの花や供物を飾り
ご先祖様を敬い、亡くなった方を偲びま
しょう。
　お供えの花に決まりはありません。何
よりも故人様の好きだった花をお供えす
ることが、一番の供養になりますね。可愛
いペットのお供えも忘れずに。

季節の変わり目
秋のお彼岸

ご褒美スイーツ

営業時間12時～17時「但し土日は10時オープン」
Tel 0269-24-6230

― 人気のローストビーフ丼はじめお弁当のご予約好評承り中 ―

花物語定期講座のご案内

日　時　12月27日（火）・28日（水）・29日（木）
　　　　　各日　①13：30～　②14：30～　
　　　　　　　　③18：00～　④19：00～
　　　　　　　　※所要時間は、概ね40分
会　場　花物語2階　カルチャースペース
講座費　3,000円（花材、税込）
＊器をご入用の方は、別途器代700円（税込）をいただきます

年間講座・年末お正月アレンジメント講座
お申込み・お問い合わせ　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

　花物語年間講座の第3回は、クリスマススワッグ又
はウォールデコ（壁掛け飾り）のどちらかを選べる
2つの講座を開催いたします。

日　時　11月19日（土）13：30～
会　場　花物語２階　カルチャースペース
講座費　2,500円（材料費・税込、リラックスタイムのスイーツ込）

恒例　年末お正月アレンジメント講座のご案内
　毎年ご好評いただいておりますお正月特別講座のご
案内です。今年は、右記の日程で開催いたします。
　お正月の空間を華やかに彩るフラワーアレンジメン
ト製作です。
　ご自身がアレンジメントした花を飾って迎える新年
は、格別な雰囲気が感じられますね。
　当店が器、用具等をご用意いたしますので、初めて
の方もお気軽にご参加ください。本年も、和風・洋風
のそれぞれのお花をお選びいただけます。新型コロナ
ウイルス感染予防対策のため、少人数での入れ替え制
で開催いたしますので、ご希望の方はお早目のご予約
をおすすめいたします。

9月より発売ブドウのシェイク




