
ご　か　や

風のママの帯は可愛い猫ちゃん

駅前の虹色の絹の布をイメージしたモニュメ
ント前で。

日が暮れるととても奇麗です。

夕方にお酉様に行ったので混む前に参拝が
できました。

美味しいお料理とお酒をいただきました。

23名の楽しい会
となりました。
次回も楽しみです！

2009年11月24日（火）

商売繁盛！
酉の市＆お食事会会長のごあいさつ

お問合せ : 塩野 090-6704-9616

※第五週目はお休み

住所　八王子市明神町 4-2-10 
TAK 八王子ビル 702
※京王八王子西口　徒歩 1分。 

お問合せ 
きもの「にしわ」

電話
 0120-152980

お問合せ : きものりさいくる工房「五箇谷」042-540-8408

今回のお食事処

味な店「風」

八王子市明神町 4-10-15

電話：042-644-9192

ふう

酉の市（とりのいち）は…
例年11月の酉の日に行われる、各地の鷲神社（おおとりじんじゃ）の祭礼。
古くは酉の祭（とりのまち）と呼ばれ、大酉祭、お酉様とも呼ばれる。
酉の市で縁起物を買う風習は、関東地方を中心とした年中行事。

イベントのアンケートを
募集中です。

ご協力をお願いします。

五
福
会
だ
よ
り
No.2

「五福会」で検索しますと写真が

アップされています。是非ご覧ください。

http://souga.sub.jp/gofukukai/

お問い合わせ、ご意見、新イベントの企画など
がございましたらこちらまで…
ファックス、お手紙をお待ちしております。

「塩野着付教室」
しお  の

京王八王子駅前に移転しました。今後、開講曜日
を増やす予定です。お気軽にご相談下さい。

創業180周年「記念展」

着物に関する記事や、
一般の広告も募集中です！

年頭にあたり
明けましておめでとうございます。
2010 年の新春を迎え今年一年の繁栄とご
健康をご祈念申し上げます。
新たな年の始まりに平穏無事の一年であり
ますように願わずには居られません。

昨年、五福を願い「五福会」発足となり活
動を初め、昨年 8月には高尾山に着物で参
拝させて頂きました。また11月「二の酉」に着物で参拝させて頂きましたところ大変好評を得ました。
呉服は五福を願う活動の中から、歴史、文化、自然の大切さを感じながら衣食住の衣から日本の文化
である着物に袖を通すことによって現在の先行きの見えぬ不透明な不安を取り除き、人々の心の余裕
を得ることが出来れば幸いです。春には人々が楽しみにしている桜の花が開きます。その花は人々の
為に咲くのではなく桜自身が生きる為の手段でありその花の美しさに私たちは桜花の恩恵にあやかっ
ているわけです。会員の皆様が五福の幸運を頂きひかり輝けば、近辺の人々を恩恵に導くことが出来
るのではないでしょうか。歴史、文化を思う心が大きな力となり人々の幸せに又住み良い街づくりに

微力ながら貢献できることです。世の中の現実は大変厳しい
ものがあります。現状を直視し心に留めておくことが大きな
力と成りうることでしょう。
又、五福会の皆様が種人と成り、着物を羽織る機会を増やす
ことを希望しております。皆様方のお知恵を拝借致したくご
協力の程、宜しくお願い申し上げます。

末筆ながら五福会の発展と皆様方のご隆盛でご健勝を心より
お祈り申し上げます。年頭の挨拶と致します。 　 　毛木忠勝

駅前に来ました！

京王八王子
徒歩 1分！

現在6教室
ございます！

きものりさいくる工房「五箇谷」

3 月 3 日（水）12:00~15:00( 受付開始 11：30）
場所　昭島・フォレストイン昭和館にて・・・

代表　塩野節子

恒例・・「ひな祭りの会」を致します！

この日はお節句・・・
お雛様を囲んで、一生女の子の気持ちを忘れない我々が綺麗な着物に身を包み・・
華やいだ気持ちで過ごすシンデレラタイムなのです・・♪♪・お召しになる御着物は
問いません！振袖あり、留袖あり、思い出詰まった若き日のあの着物はたまた買った
けど一度も着てないあの着物などなど・・・一年に一度の女の子のお節句の日に華や
かな気持ちになって楽しみたいと思います。ぜひ御参加くださいね！
※「お振袖」をお召しになるという方はお着付けも受けます。お着付けは 1名 2,000 円となります。
お着付け開始は９：００～ ※記念にフォレストイン昭和館の写真室による撮影も可能。（2,000 円）

 

 

参加費
6,000 円

60歳でも
振り袖OK！

月謝
3,500 円

日本の四季をうつす着物の衣装文化。

3 月 7 日（日）～9日（火）
場所　京王プラザホテル八王子 4階「宴」の間

毎週　木曜　午前の部、午後の部、夜の部
　　　金曜　午前の部、午後の部、夜の部　

3 月 7日（日）琵琶ショー　川嶋信子
3月 8日（月）芸者さんの 3ステージショー
3月 9日（火）芸者さんの 3ステージショー

★お楽しみ
企画有り★

その奥深い美の世界が匠の技による一品の数々として貴女様の
ご来臨を心よりお待ち申し上げます。是非、お楽しみ下さいませ。

八王子の在住作家のご紹介
　　　　くだらやすしの著作本

『このまちでの郷愁』1,600 円
昭和 3年～18 年　昭和の庶民の暮らし

さいらくていよぶん

ふうたく ふうぼう

八王子市南新町1

而今庵
じこんあん

エッセー

小説

小説

童話 『八人の王子さま』　900 円
八王子地名のルーツ。長谷川道子の絵が良い

『風磔・風曚 』　各 2,100 円
半自伝（上下篇）暗い青春にぽっと灯が

『西楽亭余聞』　1,500 円
世の中のはみ出しが西楽亭に巣喰う

電話＆Fax

042-621-5589 （有）オフィスめぐみ　五福会事務局
〒192-0041　東京都八王子市中野上町5-14-1
TEL 042-622-9932　FAX 042-627-6678 
メール　info@date-megumi.net

お酉様に
参拝に

行きました
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じこんあん

エッセー

小説

小説

童話 『八人の王子さま』　900 円
八王子地名のルーツ。長谷川道子の絵が良い

『風磔・風曚 』　各 2,100 円
半自伝（上下篇）暗い青春にぽっと灯が

『西楽亭余聞』　1,500 円
世の中のはみ出しが西楽亭に巣喰う

電話＆Fax

042-621-5589 （有）オフィスめぐみ　五福会事務局
〒192-0041　東京都八王子市中野上町5-14-1
TEL 042-622-9932　FAX 042-627-6678 
メール　info@date-megumi.net

お酉様に
参拝に

行きました



ご　か　や

風のママの帯は可愛い猫ちゃん

駅前の虹色の絹の布をイメージしたモニュメ
ント前で。

日が暮れるととても奇麗です。

夕方にお酉様に行ったので混む前に参拝が
できました。

美味しいお料理とお酒をいただきました。

23名の楽しい会
となりました。
次回も楽しみです！

2009年11月24日（火）

商売繁盛！
酉の市＆お食事会会長のごあいさつ

お問合せ : 塩野 090-6704-9616

※第五週目はお休み

住所　八王子市明神町 4-2-10 
TAK 八王子ビル 702
※京王八王子西口　徒歩 1分。 

お問合せ 
きもの「にしわ」

電話
 0120-152980

お問合せ : きものりさいくる工房「五箇谷」042-540-8408

今回のお食事処

味な店「風」

八王子市明神町 4-10-15

電話：042-644-9192

ふう

酉の市（とりのいち）は…
例年11月の酉の日に行われる、各地の鷲神社（おおとりじんじゃ）の祭礼。
古くは酉の祭（とりのまち）と呼ばれ、大酉祭、お酉様とも呼ばれる。
酉の市で縁起物を買う風習は、関東地方を中心とした年中行事。

イベントのアンケートを
募集中です。

ご協力をお願いします。

五
福
会
だ
よ
り
No.2

「五福会」で検索しますと写真が

アップされています。是非ご覧ください。

http://souga.sub.jp/gofukukai/

お問い合わせ、ご意見、新イベントの企画など
がございましたらこちらまで…
ファックス、お手紙をお待ちしております。

「塩野着付教室」
しお  の

京王八王子駅前に移転しました。今後、開講曜日
を増やす予定です。お気軽にご相談下さい。

創業180周年「記念展」

着物に関する記事や、
一般の広告も募集中です！

年頭にあたり
明けましておめでとうございます。
2010 年の新春を迎え今年一年の繁栄とご
健康をご祈念申し上げます。
新たな年の始まりに平穏無事の一年であり
ますように願わずには居られません。

昨年、五福を願い「五福会」発足となり活
動を初め、昨年 8月には高尾山に着物で参
拝させて頂きました。また11月「二の酉」に着物で参拝させて頂きましたところ大変好評を得ました。
呉服は五福を願う活動の中から、歴史、文化、自然の大切さを感じながら衣食住の衣から日本の文化
である着物に袖を通すことによって現在の先行きの見えぬ不透明な不安を取り除き、人々の心の余裕
を得ることが出来れば幸いです。春には人々が楽しみにしている桜の花が開きます。その花は人々の
為に咲くのではなく桜自身が生きる為の手段でありその花の美しさに私たちは桜花の恩恵にあやかっ
ているわけです。会員の皆様が五福の幸運を頂きひかり輝けば、近辺の人々を恩恵に導くことが出来
るのではないでしょうか。歴史、文化を思う心が大きな力となり人々の幸せに又住み良い街づくりに

微力ながら貢献できることです。世の中の現実は大変厳しい
ものがあります。現状を直視し心に留めておくことが大きな
力と成りうることでしょう。
又、五福会の皆様が種人と成り、着物を羽織る機会を増やす
ことを希望しております。皆様方のお知恵を拝借致したくご
協力の程、宜しくお願い申し上げます。

末筆ながら五福会の発展と皆様方のご隆盛でご健勝を心より
お祈り申し上げます。年頭の挨拶と致します。 　 　毛木忠勝

駅前に来ました！

京王八王子
徒歩 1分！

現在6教室
ございます！

きものりさいくる工房「五箇谷」

3 月 3 日（水）12:00~15:00( 受付開始 11：30）
場所　昭島・フォレストイン昭和館にて・・・

代表　塩野節子

恒例・・「ひな祭りの会」を致します！

この日はお節句・・・
お雛様を囲んで、一生女の子の気持ちを忘れない我々が綺麗な着物に身を包み・・
華やいだ気持ちで過ごすシンデレラタイムなのです・・♪♪・お召しになる御着物は
問いません！振袖あり、留袖あり、思い出詰まった若き日のあの着物はたまた買った
けど一度も着てないあの着物などなど・・・一年に一度の女の子のお節句の日に華や
かな気持ちになって楽しみたいと思います。ぜひ御参加くださいね！
※「お振袖」をお召しになるという方はお着付けも受けます。お着付けは 1名 2,000 円となります。
お着付け開始は９：００～ ※記念にフォレストイン昭和館の写真室による撮影も可能。（2,000 円）

 

 

参加費
6,000 円

60歳でも
振り袖OK！

月謝
3,500 円

日本の四季をうつす着物の衣装文化。

3 月 7 日（日）～9日（火）
場所　京王プラザホテル八王子 4階「宴」の間

毎週　木曜　午前の部、午後の部、夜の部
　　　金曜　午前の部、午後の部、夜の部　

3 月 7日（日）琵琶ショー　川嶋信子
3月 8日（月）芸者さんの 3ステージショー
3月 9日（火）芸者さんの 3ステージショー

★お楽しみ
企画有り★

その奥深い美の世界が匠の技による一品の数々として貴女様の
ご来臨を心よりお待ち申し上げます。是非、お楽しみ下さいませ。

八王子の在住作家のご紹介
　　　　くだらやすしの著作本

『このまちでの郷愁』1,600 円
昭和 3年～18 年　昭和の庶民の暮らし
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