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

2018年

だより 7.8月

OMOYA

涼しい和風カフェで、
特製かき氷をどうぞ！

本陣主屋

Weekend Bar @Garden

入館無料 9:00〜17:00 木曜休

かき氷 300円〜
和スイーツ
軽食
コーヒー

ビール、ワイン
おいしい料理

7/６〜9/29 毎週 金、土曜日
夕方16:30〜21:00 ラストオーダー20:00

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）

HONJIN

停車場ガーデンが夜も営業します！ご家族でどうぞ。

週末バル

停車場ガーデン Cafe&Shop
大手
本町
営業時間 9:00〜19:00 /木曜定休
ランチ 11:00〜14:00
R141
★大手門
週末バル 7/６〜9/29 の金、
土曜日
P 大手門駐車場
夕方16:30〜21:00(ご注文は20:00まで)
7/4(水)は臨時休業いたします。
竹内駐車場 P
停車場ガーデン
Tel&fax 0267-24-2525
本陣主屋
P
URL http://www.t-garden.org

イメージ写真

＊バルで、農産物、加工品、パン、お菓子などの販売をしたい方の出店募集！
飲食提供は不可、物販のみ。問い合わせ、停車場ガーデン☎0267-24-2525

新しいカフェの運営メンバー＆新メニューの紹介

ショップ

▶裏面に記事

での展示風景
昨年の城下町フェスタ

▶

「うつぎ屋」のこだわり豆腐、油揚げ、厚揚げが毎週入荷！ 裏面
地元農園のジュース（りんご、
もも）、
ドレッシングが新入荷。

イベント at 停車場ガーデン・せせらぎの丘
7/20（金）16:00〜16:45 悪天候中止

夕涼み水遊びガーデン

～スプリンクラーのシャワーで遊ぼう！

芝生の上で裸足で遊べます。水鉄砲もありますよ〜！
申し込み不要、参加無料（小学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。

停車場ビアガーデン
＆アイリッシュ・セッション

７/28(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
8/11(土）
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！

フード、
ドリンク共に、
昨年よりさらに充実！
主催：こもろ青空バル実行委員会

今年もやります！地酒祭

９上旬の日曜で調整中。
日時、内容が決まりましたら、
ガーデンHPにアップします。

みなさんも、公園を使って
イベントを企画しませんか！

7/27(金)〜8/1(水)

ねんど遊び「みらーじゅん」
・内藤順子、
同時開催：木の実から生まれた動物たち展・吉田夏生、 ねんど遊び
古布でつくる魚展・
木の実のペンギン
和こもの愛好家の皆さん

8/4(土)〜8/8(水)

トクさんのボトルリメイク工房
ワインやお酒のボトルのリメイク作品展示。
シェードランプや卓上シャンデリアなどを展示販売。

夏のクラフト体験まつり
すずしい本陣主屋で、
ものづくりとおしゃべりを！
親子で夏休みの作品づくりに。

7/27 8/10
(金)

(金)

8/4
(土)

古布で作るお魚

山の幸染め(やまのさちぞめ）
米粉のアイシングクッキー
ハーバリウム
ラッキーカラーのブレスレット

8/6

プリザーブドフラワー、ハーバリウム

(月)

陶板絵付け

8/8

つまみ細工

(水)

8/13
(月)

日程
相談

プリザーブドフラワー、ハーバリウム

籐工芸
布ぞうり
（2回講座）
手しごと 定期教室
参加者募集！
☎本陣主屋 24-7788

籐工芸
毎月第3火曜日
和こもの 毎月第2.4金曜日
粘土人形 毎月第1.3土曜日

電話0267-24-2525

7/14（土）見て学ぶカラーリーフ&シェードガーデン

相生坂公園を実例に見学しながら、
カラーリーフ植物の魅力や
日陰でも楽しめる庭づくりを学びます。
講師／名小路 雄 参加費600円 定員10名
（お茶付き）
相生坂公園

7/28（土）涼しげなコケ玉づくり

ボトルリメイク

10時〜15時の間いつでも。予約の方優先。
申し込み、問い合わせは各講師に直接お電
話で。金額は500円〜。詳細は裏面。

スタッフがあなたの夢をサポー
トします。（スタッフまで）

花と緑の学校 会場：停車場ガーデン 時間：9:00〜10:30 ※要予約

古布の魚

ねんど遊び展

植物をコケで包んだコケ玉で癒しと潤いをインテリアにプラス！
どなたでも簡単に作れます。持ち物：黒のミシン糸、
はさみ
講師／中村勝廣
参加費1200円 定員6名

8/25(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
ッシュすれば秋まで十分楽しめます。
何をどう切ればいいのかわかります。
講師／中村勝廣 参加費200円
定員10名

ランチではチキン
グリルやピザ、パ
スタ、
カレーなど
をご用意してお待
ちしております。

停車場ガーデン・カフェが新しくなりました。
地域に寄り添いながら、内外に情報を発信
する「コミュニティ・カフェ」として駅前
の賑わいづくりを目指していきます。

人気メニューの
「いくさしるこ」を
アレンジした、
「いくさソフト」を
お楽しみください

小諸市の公園施設である “停車場ガーデン” は、NPOこもろ
の杜（もり）が指定管理者として運営を行っています。
そしてこの６月からは新たに小諸市出身のシェフ＆仲間た
ちが、NPOのパートナーとして料理を提供することとなり
ました。地元の生産者や仲間たちと力を合わせて、小諸駅
前を活性化したいと試行錯誤しています。
ご来店いただき、皆様のご意見やアイデアをいただければ
ありがたいです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

ガーデンカフェのめざすもの
地元の方、観光客によろこばれるメニューの提供

夏味
スイ

地域コミュ二ティに寄り添い、観光で訪れた方にも
「美味し
い」
といっていただける料理を目指します。パーティーなど
の企画もサポートします。

地場の食材の魅力をテーブルに

イーツ

畑で採れる旬の野菜を最大限に活かしたレシピを考え、農
家の方との協力関係を築いていきたいと思います。

にぎわいづくりへの取り組み

夜の営業、魅力的な企画づくりに取り組みます。

画像はイメージです
四季を味わうピッツァ
Pizza Four Seasonʼs - 1,400yen

チョコパフェ
590yen
チョコパフェ
590yen

ショップより・新入荷商品のご紹介

福井農園のドレッシング

「うつぎ屋」の無添加・国産丸大豆の豆腐、油揚げ

自家栽培の果樹を使ったもの。
りんご・プルーン 115ml（各 540 円）
小諸の菜種油使用。特にプルーンは
フライや豆腐にかけても美味です。

加増にある卯の花作業所でつくられたおすすめ品です。
薬師豆腐もめん（140 円）国産大豆と天然にがりを使
用した大豆の風味豊かな手づくり豆腐
油揚げ（160 円）菜種油で揚げたおいしい油揚げ

小諸特産の果実ジュース入荷予定

厚揚げ（160 円）豆腐を切って菜種油で揚げました

りんご、桃など。農家が自家栽培果
実でつくる本物の味！お楽しみに。

がんもどき（205 円）湯通ししてから焼いて食べると
ふわふわに。＊ご予約でお届けします。

＊ガーデンショップで受託販売が可能な、おすすめの地場産の農産品、加工品などをご紹介ください！（スタッフまで）

本陣主屋・夏のクラフト体験まつりのご案内
7/27(金)、8/10(金) 古布で作るお魚

古い着物の生地ならではの色合い、風情が素敵。
／500円〜（材料費別）／30分〜／講師：土屋和栄
☎090-2333-7680

8/4(土)

各日とも10時〜15時。時間はおおよその所要時間です。
親子一緒でも参加できます。お子様は小学生以上が対象です。
ご予約の方を優先します。お申し込み、お問い合わせは直接講師までお電話ください。

8/6(月)
プリザーブドフラワー、ハーバリウム

豊富な花材からお好みのイメージでアレンジができま
す。ハーバリウムのキット販売もあり。／1000円〜250
円／1時間程度／講師：渡邊真由美☎090-8563-1565

山の幸染め

陶板絵付け

長野初！米粉クッキー×甜菜(てんさい）糖のアイシ
ングクッキー作り体験

8/8(水)

葉っぱを使ってアイロンで簡単に染め体験！コースター
3枚またはマルチクロスが作れます。／600円〜800円
／20分／講師：春原さゆり☎080-3548-4131

カラダにやさしく、かわいいアイシングックッキーを作
ります。／1000円／20分／講師：西條智香
☎080-2554-9553

ハーバリウムをつくろう

大人気のハーバリウム（植物標本）をお好みのボトル、
カラー、花材でどうぞ。／1000円(50ml)〜2000円
(200ml)／30分／講師：野本奈美☎090-5782-1071

ラッキーカラーのブレスレットづくり

自分の生年月日のラッキーカラーで、幸運のパワース
トーン・ブレスレットを作ります。
／3500円（親子なら一緒でも可）／1時間／講師：内堀
☎090-1653-9858

陶器の板(約12×16㎝)に好きな文字や絵を描きます。
焼成し1週間後に出来上がります。／1000円（焼成代込
み）／1時間程度／講師：小平ひとみ☎0267-53-3613

つまみ細工

つまみ細工でお花の髪飾りをつくります。／1000円（材
料費別500円〜）／1時間程度
／講師：丸山ま美 ☎090-8019-4569

プリザーブドフラワー、ハーバリウム ＊8/6と同じ

8/13(月)

籐工芸

軽くて丈夫、温かみのある籐を使ったコースターを編ん
でみましょう。／1000円／1時間
／講師：伊東照代 ☎090-1884-9860

日程ご相談 布ぞうり
（2回講座）

素足に気持ちがいい布ぞうり、夏に最適です！
／1回1000円（材料費他別）／2時間／講師：中沢節子
☎090-1869-1052

