
本陣主屋 開館時間 9:00～17:00 
TEL 0267-24-7788

花や妖精をテーマに様々なジャンルの手仕事
作家10名による賑やかな作品展です。 
布人形・佐塚葉子 / トールペイント・鳥山規子 
プリーザブドフラワー ・渡邉真由美/布花・長谷川
和子 / 帽子とバック・荒川淳子 / フラワー＆フェア
リー小物・kikumi / おしゃれな帽子・華 木線里 
花やか着物リメイク ・菊華  /    ほうろうペイント・
中嶋祐子 /  粘土人形 ・土屋和栄

6/7(金)～19(水)　
ハンドクラフト展 「花と妖精」

「おかげさまで停車場ガーデン10周年」記念

                製作時間約1時間、時間は自由、   
                      申込みは各講師☎まで
6/7(金)  講師：長谷川和子　
布花で作るアジサイのブローチ　
バックや帽子のアクセントに！  参加費1200
円(材料込み) ☎090－2235－3166　
6/8(土)・6/15(土)  講師：渡邉真由美
プリザーブドフラワーミニローズ
好みの色でアレンジします。　参加費2000円
(材料込み) ☎090-8563-1565 

《体験教室》 

佐塚葉子

菊華

華 木線里

信州小諸  
高原のガーデンフェア

小諸駅～相生町商店街～あいおい公
園までの花壇に隠れている 7人の妖
精をみつけてください。妖精カンバッ
ジをプレゼントします。
＊応募用紙は停車場ガーデンにあり
ます。停車場ガーデンが定休の木
曜は小諸駅にある観光案内所で対
応いたします。（カンバッジ交換も）

＊相生町商店街の参加店で、いろい
ろなプレゼントなどもらえます！

停車場ガーデン 
&本陣主屋 だより

小諸駅前 大手門公園ガーデンエリア
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本陣主屋
停車場ガーデン

5.6月
2019年

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  ※要予約 
５/11 (土)  停車場ガーデンとあいおい公園
10周年を迎えた停車場ガーデンとあいおい坂公園をガーデナ
ーがご案内。ガーデニングの見どころを説明します。
帽子、飲み物（水分補給）ご持参ください。
講師：名小路雄（停車場ガーデン施設長）／200円／12名　

5/25 (土) ハーブとエディブルフラワーの寄せ植え
身近にあると便利なハーブと食卓が一気に華やぐエディブルフラ
ワー(食べられる花)の、便利でおしゃれな寄せ植えを作ります。
講師：名小路 雄／2000円／8名　　

大手門駐車場

竹内駐車場

同時開催　震災復興支援
第９回  さくらさくライブ10:00開場(雨天時11:00)

ガーデンマルシェ
5/19(日) 　

花盛りのガーデンに
ピクニック気分でお出かけ下さい

地場産の新鮮野菜 
農産物加工品 
ハンドメイド品 

焼き菓子 
パン かき氷

カンバッチ屋

@shop 小諸産ラベンダー・ウォーター
 ハーブ刺しゅうの布小物、ハーブの焼き菓子
寄せ植え用のおしゃれな鉢いろいろあります！

ハーブフェア 5/18(土)～6/2(日)　

10:00～15:00 
雨天：東西自由通路

作家紹介：饗場良夫（あいばよしお）さん
諸の飯縄山の麓にアトリエ（シトロン）を持つ木彫り作家で、
丸太からチェーンソーで ユニークな作品を生み出します。

お花畑の動物アート展
6/1(土)～6/30(日)　
花いっぱいのガーデンに、木彫
りアートの動物たちがたくさん
遊びにきてくれます！

６/1(土)、22(土）11:00～15:00　
悪天候の場合は翌日の日曜日に行います。
みるみる形になっていきます！その場でのご注文で
オリジナル表札もすぐにできます。 1500円～

饗場さんによるチェーンソーアートの実演

６/8(土) 吊り下げハンギングバスケットの寄せ植え
場所を取らない吊り下げ式のハンギングバスケットに、
夏中楽しめる植物を寄せ植えします。
講師：名小路  雄／2000円／8名　　

6/22(土) どうして採れない？ブルーベリー
そろそろ実がなる頃なのに我が家は実つきが悪いのはなぜ？
そう思った方は受講しましょう！
講師：中村勝廣／参加費200円／／定員10名

創作体験の作品

本陣主屋 おもてなし茶屋
コーヒー、紅茶、甘酒　300円
おしるこ 500円　ピザ 550円
【ドリンク付きセット】
パンケーキ(アイス、果物添え）500円
自家製アップルパイ 500円
焼きおにぎり（2個）　300円

停車場ガーデン Cafe&Shop
木曜定休　ショップ  9:00～19:00 　
カフェ・レストラン10:00～21:00
＊ディナータイム18:00～（水、日曜は要予約）

本陣主屋 木曜定休 9:00～19:00
ギャラリーショップ＆和風カフェ 
URL http://www.t-garden.org 　　
発行：NPO法人こもろの杜（もり）
（大手門公園ガーデンエリア指定管理者）

花の妖精花壇

あいおい坂「妖精さがし」



地元農家様に育てて頂いたお野菜など、地場の食材を積極的に取
り入れる工夫をし、パスタやピザに加え、本格的な肉料理や魚料
理などもご用意してお客様のご来店をお待ちしております。

事前にお電話でご注文を頂ければ、焼きたてピザを
ご自宅用にお持ち帰り頂けます。是非ご利用くださ
いませ。（サービス提供時間は16:00 ～ 20:00）

シーフードと長芋のジェノバピザ
マルゲリータ　
４種のチーズピザ
生ハムとルッコラのピザ
マリナーラ（アンチョビとオリーブ）

... ￥1,260

... ￥1,200

... ￥1,300

... ￥1,340

... ￥1,260

ピザのテイクアウトできますピザのテイクアウトできます

※価格は全て税別となっております
（
税
別
）

1
0
0
0
円

夜の部限定メニュー

http://house129.wixsite.com/cafe  ☎0267-24-2525
停車場ガーデン カフェ・レストラン

　停車場ガーデン
「花の妖精花壇」を設置します。（表面参照）
　夢ハーベスト農場
八ヶ岳を一望!ハーブ＆ローズガーデン
　サムズガーデン
約1000種類の花の咲くナチュラルガーデン
　錦玉園（多肉植物園）
3000 種の多肉植物のミュージアム＆販売
　浅間クリスマスローズガーデン
クリスマスローズ、雪割草の専門ナーセリー
　だんとコーヒー
バラの花園・隠れ家的おうちカフェ

詳しくは、ホームページ、各施設のチラシをご覧ください。
https://garden81.wixsite.com/komoro

コース料理　お一人様 ￥2,500（税別）～
ご予算に応じたご案内が可能です。地場産ワイン等、アルコー
ルも充実しております。お気軽にお問い合わせ下さい。
　貸切パーティーもうけたまわります。　
懇親会や慰労会、結婚式の二次会等、ライブイベントなどご
要望に合わせてお料理と会場をセットします。（席数 25)

ディナータイム（夜の部）営業しております。
17:30～22:00 ( ラストオーダー 21:00)
日、水曜日はご予約のみ　木曜定休

　　　おかげさまで停車場ガーデンは、

　　　10 周年を迎えました。
10 年前の４月 18日に、停車場ガーデンはオープンしました。
それ以前は、駅の北側にはがらんとした駐車場が広がっていました。
小諸市は、そこをにぎわいの公園にしたいと、市民参加で計画をつ
くり、平成 21 年に停車場ガーデンが、平成 24 年にせせらぎの丘
が誕生しました。提案づくりにかかわった市民は有志で NPO を立
ち上げ、市の「指定管理者」として夢の公園を実現しようと努力を
重ねてまいりました。閉まっていた本陣主屋の施設も、手しごと作
家さんたちが運営を担ってくれています。
おかげさまで、10周年を迎えられましたことを深く感謝いたします。
これからも、どうぞご支援をよろしくお願いいたします。
 　　　               NPO 法人こもろの杜理事、スタッフ一同

2009 年 4 月 18 日　みんなでテープカット

整備前の停車場ガーデン（駅側）　　　　　　　整備前のせせらぎの丘

信州小諸  
高原のガーデンフェア
2019.４/25（木）～６/30（日）

浅間山麓のガーデン＆
園芸施設で 花と風景のおもてなし

観光ガーデン　　園芸施設
市内の観光ガーデン、園芸施設のスタンプラリー

停車場ガーデン10周年記念企画

月  営業

火  営業

水  ご予約のみ

木  定休日

金  営業

土  営業

日  ご予約のみ


