小諸駅前 大手門公園ガーデンエリア

停車場ガーデン
&本陣主屋
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小諸駅

停車場ビアガーデン
＆アイリッシュ・セッション

７/22

(土）18時〜21時
■地ビール
よなよなエール（生）
停車場ガーデン・せせらぎの丘（小諸駅前）
OH!RA!HOビール（生）
■小諸産ワイン＆シードル(林檎のお酒） ＊雨天はガーデンカフェ店内・出店なし
マンズワイン（諸）
宮嶋林檎園（森山）
■おいしい屋台
楽しいダンスミュージック
テールドシエル（糠地）
トルティーヤ、特製ハンバ
冷えた生ビール＆ 地場産ワイン・シードル勢ぞろい！
アンシードル（糠地）
ーガー、屋台ラーメン、
ご家族で楽しめます。
中棚ワイン（御牧ケ原）
グルメなバル風つまみ,他

！

みん

水遊びガーデン

～スプリンクラーのシャワーで遊ぼう！

空ヨガ せせらぎの丘

7/28(金). 8/4(金). 11(金)

16:00〜16:40 雨天中止／参加無料
＊、
申し込み不要（低学年以下は保護者同伴）
＊帽子、水分補給など熱中症対策をお願いします。

毎週土曜日朝8:00〜9:00

朝の爽やかな野外でヨガを始
めませんか?初心者の方もお
気軽に参加ください。

インストラクター：前川としこ
参加費800円/雨天中止/持ち物
：ヨガマットか何か敷物、飲み物

本陣主屋・催し物のご案内

7/25(火)〜8/20(月）

古布を使ってイカ、
タコ、魚などの海の楽

しい仲間たちを展示、夏のつるし飾りもご
覧ください。

☆体験講座／古布で魚（タイ・コイ・キン

ギョ）を作ろう！随時受付申込要参加費

花にまつわる２つの創作展

涼しい本陣主屋で楽しいクラフト体験しませんか！ 要予約☎上記
各講座参加費.大人1000円.子ども500円
（小3以下は保護者同伴）

7/28(金)10:00 〜12:00

定員25名

クラフトバンドのカゴづくり

人気のクラフトバンドでかごを編んで
みましょう。
作り方がわかるといろん
な応用ができますよ！
講師：小諸学舎・蔵太隊

8/4(金) 10時/11時/13時/14時〜
葉っぱのもよう染め

8/8(火)〜8/14(月)

停車場ガーデンの植物を使って、

パンの花教室展 /土屋裕子

きなど3枚制作。
講師：春原さゆり

小麦粉から作る粘土を彩色し制作する,パ

ンフラワーの世界をご覧ください。 繊細な
花のアレンジや可愛らしい人形など、陶器

のような美しさが楽しめます。

アルミアート花器
/工房NAGASAKI
発泡スチロールで原形を創り、砂に埋
めてアルミを流しこむ独自の手法で作
られた花器の数々。
アルミとは思えない
重厚な存在感のある作品が並びます。

▲▲

▲

本陣主屋の夏休み親子体験教室 ▲

▲▲

立科・古布愛好家の仲間の作品展

☎0267-24-7788

▲

古布でつくる夏の魚展

講座

▲

！ せせらぎの丘で待っ
てね
てる
来
で
よ
な

イベント

各４組まで

好きな色でコースター、
めがねふ

7/18(火)〜8/20(月)
昔の機織り体験

予約優先
（小3以下は保護者同伴）
/1時間
小学生1300円(材料費込)
大人1800円(材料費込)

かんたん布金魚

30分/600円(材料費込)
＊小3以下は保護者同伴

機織りのポーチ

停車場ガーデンの講座案内 ＊ご予約お願いします。 電話0267-24-2525
●花と緑の学校 9:00〜10:30 会場：停車場ガーデン

7/8(土) 梅雨を彩るアジサイの仲間たち

アジサイには様々な種類があります。
それぞれにあった剪定の
タイミングやタイプ別の栽培方法などを紹介。
講師：中村勝廣/200円/14名

7/22(土) 涼しげなコケ玉づくり

●花の講座 プリザーブドフラワーレッスン
講師：渡邉真由美/ティータイム有/各定員10名

7/27(木) 14:00〜16:00
レジン インテリアフラワー

プリザーブドやドライフラワーを、
シリコン樹脂に
埋めて固め、
アロマの香るインテリに。/2500円

８/24(木) 14:00〜16:00
アンティークBOXアレンジ

植物をコケで包んだコケ玉は意外と簡単
に作れます。
癒しと潤いをインテリアにプ
ラス！ 講師：中村勝廣/1200円/8名

蓋の上に素敵なアレンジを施したお洒落な使える
BOXです。
/3900円

7/28(土) 夏の宿根草リフレッシュ
〜切り戻しと剪定

●食の講座 8/24(木)10:00〜12:00

夏を越して旺盛胃に育った植物をリフレ
ッシュすれば秋も楽しめます。何をどう切
ればよいのか、
丁寧にお教えします。
講師：中村勝廣/200円/8名

デコ巻き寿司講座「わんこ・すいか」

人気のフレンチブルドックとすいか巻きに挑戦。持ち物；エプロ
ン,ふきん,包丁,デジタルスケール,お持ち帰り容器、巻きす
（あ
れば）
,カッティングシート 講師：ふかりまり/3500円/１０名

作家紹介／停車場ガーデン・本陣主屋で作品を展示販売中！

小平ひとみさんの 陶芸小物＆ドールハウス
立科町出身の小平さんは、若き日に瀬戸市の陶芸専
門学校で学び、その後も働きながらコツコツと陶芸

作品を作りつづてきました。数年前に仕事を早期退

職してから、作家として活動を開始。お茶碗などの他
に、かわいい陶器小物も人気です。

ドールハウスを作り出したのはここ２年ほど。木枠も

家具も布類も、ほとんどが自作です。
「小さいころ大好

きだったおままごと遊びの延長のようで、作るのがと

ても楽しいです」
とのこと。作品を見るだけでも、その

気分を味わえますよ。どうぞ、のぞいて見てください！

子ども＊手づくりクラブ in 城下町

要予約/先着順/申込みは本陣主屋（土屋）
まで ☎ 0267-24-7788
主催：城下町にぎわい協議会 ＊詳細は
「本陣主屋」
オフィシャルサイトで

７／２８
（金）＊詳細は表面参照

クラフトバンドのカゴづくり

ふるさとのおやつづくり

葉っぱのもよう染め

先生：桑原ゆみ・山内敏江

10／1（日）
13:00〜15:00

先生：中嶋祐子 子供500円、大人1000円
浅間山山麓で集めた天然素材で、
すてきな
ナチュラルリースをつくります。定員30名

会場：相生会館

13:30〜15:30 /参加費300円 /定員20名

ハロウィンのカボチャかざり

森のクリスマスリースづくり

先生：スタジオ解放区 /無料 /定員15名

＊イメージです

８／４
（金）＊詳細は表面参照

11／26
（日）13:00〜15:00

ダンボールのおうちづくり

公園に広げてみんなで遊ぶ、
おうちをつく
ろう！ みんなで、
すきな絵をかいてね。
３才から誰でも参加できるよ。
小学生以下
は、保護者の方ときてね。

クラフト講座（会場：本陣主屋）

先生：村上裕昭 /無料 /定員30名
みんなで粘土でファンタジーのカボチャを
つくって、
ひとつはガーデンにかざってね。
もうひとつは、
自分の家にかざれるよ！

９／２
（土）13:00〜15:00 大手門公園

９／30
（土）小諸まんじゅう
写真はイメージです

野菜や果物のおいしいあんを入れて、
小諸
流のまんじゅうをいろいろつくってみよう！

10／29（日）そば粉のおやつ

（そばがき、林檎入り薄焼き）

そば粉をコネコネおいしいそばがき、
クレー
プみたいな薄焼きを、
つくって食べよう！

1／27
（土）ごはんのこねつけ

あまったご飯も、丸めておいしいタレをつけ
れば、子どもも大人も大喜びのおやつに！

同じも
のは、あ
りま
せん。世
界でひ
と
つの作
品です
。

