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

停車場ガーデン Cafe&Shop

大手

本町

木曜定休 ショップ 9:00〜19:00
カフェ・レストラン10:00〜21:00

2019年

だより 7.8月

７/３ (水) 施設メンテナンスのため臨時休業となります。

お知らせ／カフェ＆ショップにクーラーを増設！涼しくなります！

停車場ビアガーデン
＆アイリッシュ・セッション

７/2７(土）18:00-21:00
停車場ガーデン・せせらぎの丘（小諸駅前）
＊雨天はガーデンカフェ店内・出店なし
■地ビール(予定）
よなよなエール（生）
楽しいダンスミュージックの生演奏。
OH!LA!HOビール（生）
■小諸産ワイン＆シードル(林檎のお酒）
ご家族づれでおでかけください。
■おいしい屋台

主催：NPO法人こもろの杜（もり）

こもろ青空バル
雨天中止
8/1２(月/振り替え休日）15:00-21:00
青空のもと、いい音楽と美味いフードを食べ

ながら美味い酒で乾杯しましょう！

子ども遊び屋台もあるよ！ 詳しくは→
主催：こもろ青空バル実行委員会

Teishaba Garden Cafe & Restaurant

停車場ガーデン・カフェ＆レストラン
今月のおすすめの一品

本陣主屋 木曜定休 9:00〜17:00
ギャラリーショップ＆和風カフェ

R141

★大手門

＊ディナータイム18:00〜（水、
日曜は要予約）

P 大手門駐車場

P

竹内駐車場

本陣主屋

URL http://www.t-garden.org

停車場ガーデン
P
小諸駅

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）

本陣主屋

開館時間 9:00〜17:00
TEL 0267-24-7788

7/13(土)〜16(火)
まりこ しがらき やき

椀子信楽焼

都築誠 作陶展

穴窯で焼成した自然釉薬の表情豊かな茶器・
酒器・花器・壺等約300点を展示販売します。

7/26(金)〜8/4(日)

籐工芸 教室展
とう こう げい

指導：伊東照代

籐工芸を楽しく学びあう仲間たちの作品展です。
佐藤和江.武田里代.塩川千鶴子.高松あや子.江本
ヒデ子.中澤昭美.依田みつ子.中澤知子.中澤由美子
土屋恭子.加藤いち子.遠藤多恵.大井文子.大井なつみ

■籐工芸体験：開催期間中は随時受付1000円〜

7/26(金)〜8/14(水)

和布で遊ぶ魚展

和こもの愛好家の皆さん
魚や海の生き物の吊るし飾りが登場！
本陣主屋の夏の風物詩となっています。

【夏休みものづくり体験 】
涼しい本陣主屋にあそびにきませんか？
夏休みの自由工作にもおすすめです！
＊申し込みは本陣主屋 0267-24-7788
開催日3日前まで

■7/20(土) 13:30〜15:30

絵手紙を描いてみよう！
ランチメニュー
信州リンゴと
焼き野菜のカレー

990円 税別

夜メニュー
豚ロースのソテー

赤ワインとベリーのソース 1,260円 税別

カフェ＆レストラン
午前10時〜夜は22時まで
休まず営業。 ＊LO ２１時
夕涼みに、
ガーデンテラス
で生ビールをどうぞ！

夜の営業
時〜

18

暑中見舞いや思い出を絵手紙にしてみましょう。(5〜6枚描けます)
講師：土屋敏子 大人1000円 小学生500円

■8/5(月)14:00〜16:00

こども達大好き 昆虫クラフトづくり
ドングリや小枝で昆虫を作ってみましょう。
小枝やドングリがあればお持ちください。
講師：吉田夏生/ネイチャークラフト講師
大人500円 小学生以下300円

本陣主屋 おもてなし茶房

＊よなよなエールの生あります

月 火 営業
水 ご予約のみ
木 定休日
金 土 営業
日 ご予約のみ

花と緑の学校

涼しいお座敷で、お庭を見な
がら 特製かき氷をどうぞ！

【ご予約承ります】☎0267-24-2525
・コース料理（2人様より）2500円〜 飲み物別
・宴会プラン
（4人様より）４500円〜 飲み放題
・貸切パーティー
（２５席）ご相談ください

9:00〜10:30

大人気の
自家製梅シロップ
今年もあります！
ホットケーキ、
コーヒー、e.t.c

＊ご予約お願いします。 電話0267-24-2525

7/27( (土) コウモリランの板付けと管理（実践）

人気の観葉植物・コウモリランの板付けを体験、持ち帰りできます。
板は20㎝ 30cm程度です。上手に栽培するコツも教えます。
講師：中村勝廣／2000円
（材料費込み）／8名

8/24 (土) 夏の宿根草リフレッシュ〜切り戻しと剪定

夏を越して旺盛に育った植物をリフレッシュすれば秋も楽しめます。
何をどう切ればいいのか悩む前に受講しましょう。
講師：中村勝廣／200円／10名

小諸の魅力を伝える新刊２冊、停車場ガーデンで好評発売中！
新刊

小諸ならではの季節の料理を美しいイラストで紹介

四季折々

「こもろ味づくりの会」発行
A� ��ページ ���円(税込み)

2009年５月 停車場ガーデンオープン時の
「こもろ味づくりの会」
メンバーとカフェスタッフ

停車場ガーデンの準備段階から平成��年まで、地元の食文化の研究開発、料理
講座、
イベントの協力など、施設の担い手として様々な場面で活動していただい

たボランティアグループ
「こもろ味づくりの会」
。このたび元会長の山内俊江さんを

中心とする有志により、
９年間の料理講座の内容が１冊の本にまとめられました。
小諸の伝統料理に新しい食材を活かした創作料理も加えて、小諸の四季を感じ
られる食ごよみとなっています。
イラストも素敵な絵本のような料理本です。
ぜひ、若い方にも読んでいただきたい本です。子供達にこの味を伝えてください。

新刊

停車場ガーデン10年の歩み

穴城と坂の町並み探訪ガイド

第１章／独特の地形と歴史を持つ、
小諸城下町の魅力分析

市民の参加で、公園を魅力的
にガーデニング、運営してい
る例として、全国から注目さ
れている停車場ガーデン。
10 年のあゆみ、担い手の紹介
など、ぜひ市民の皆様に読ん
でいただきたい一冊です。

これが、他にはない小諸の魅力です！
写真や図が多く、わかりやすい解説。

第２章／大手、市町、本町、荒町、与良
の歴史ポイント案内
住んでいる方も知らなかった「小諸の
宝物」をご紹介します！

A5 /16 ページ 200 円
発行：NPO 法人 こもろの杜

A4 /４８ページ 500 円
発行：NPO 法人 小諸町並み研究会

大手門公園内 市民ガーデンの運営体制

「停車場ガーデン・オープン１０周年」

( 停車場ガーデン、
せせらぎの丘、本陣主屋）

今、
停車場ガーデン＆本陣主屋は、
こんな人の輪の広がりで運営をしています！

（大手門公園・市民ガーデンエリア10年のあゆみ）
2007年から／市民有志の参加で公園の開設準備。

2011年／せせらぎの丘オープン。管理エリアが拡大。
2012年／６年間休館していた本陣主屋の再オープン。
手仕事作家グループが、運営パートナーになる。
2018年／ドアーズがカフェの運営パートナーとなる。
■10年たって、オープン当時のメンバーもそれなりに
年をとりましたが、若い世代の担い手がどんどん育って
いて、
これからが楽しみです。
■またガーデンボランティアは、いくつになっても楽し
く参加できる場で、ベテランの活躍は大きな力です。
■これからもさまざまな世代が参加して、小諸のまち
を元気にしていきたいと思います。
どうぞよろしくおねがいいたします。

運営参加協力団体、
個人

指定管理者に選定し
管理委託

2009年／停車場ガーデンオープン！ 市民有志で
NPOこもろの杜を設立、公園の指定管理者を受託。

● 市からの受託事業
● NPOの自主事業

小諸市

もり

専門家
・造園家
・ガーデナー

NPO法人こもろの杜
●公園施設・植栽管理

（本陣主屋の活用）
●歴史施設の公開

●手仕事ギャラリー（創作人）
手仕事作家による作品の展示販売

●おもてなし茶屋
・ギャラリー出品者
・貸館での展示企画
・講座講師
あいおい公園の
園芸指導
（派遣）

（公園管理棟の活用）

●カフェ運営（ドアーズ）
●ショップ運営

園芸品、農産加工品、焼き菓子等

●花と緑の相談事業
●体験講座の企画・支援
●公園活用イベント企画・支援

・イベント企画者
・イベント出店者

ガーデンボランティア
・こもろ花くらぶ
・こもろ山野草クラブ

ショップへの出品者
・個人の手づくり品
・地元生産者など

・講座講師
（園芸、
クラフト）

多様な人材が集まって、小諸のまちを元気にしていきたい！

