
停車場ガーデン Cafe&Shop
営業時間  9:00～19:00 /木曜定休
ランチ 11:00～14:00
５／3(木)は、停車場ガーデン、
本陣主屋とも休まず営業します。
Tel&fax  0267-24-2525
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）

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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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 
５/12 (土)  小諸八重紅枝垂の剪定と仕立て方
小諸が誇る枝垂桜。庭に合わせた管理法を教えます。
枝をタコ足にしない剪定方法や仕立て方は必聴です。
講師：中村勝廣／200円／7名　

６/２ (土) キッチンハーブの寄せ植え
料理などに重宝なハーブを寄せ植えにして、少しづつ摘
んで利用できる、見た目も素敵な便利な一鉢を作ります。
講師：名小路 雄／3000円／8名　　

5/2(水)～６(日)
初日開始時間13時から・最終日13時まで

金沢翔子書「六龍」

NHK大河ドラマ「平清盛」の
題字で有名となったダウン
症の書家の作品を中心に、
ハンディキャップのあるアー
ティストたちの個性あふれ
る作品を展示します。

6/10(日)～6/20(水)
薔薇にまつわる作品展
プリザーブドフラワー、粘土、布、洋服など
様々なジャンルの〝薔薇”が花咲きます！ 
創作体験：薔薇のプリザーブドフラワー  
6/10(日)、15（金） 10:00～16:00
（随時/約1時間)　1500円(材料費込み）

大手門駐車場

竹内駐車場

本陣主屋

同時開催 浅間学園アート作品展

Heart Windou Art 

コラボ展

6/22(金)～6/27(水) 
メッシュクラフト教室展
多彩な色合いの花や人形が表現できる
メッシュクラフトの作品をご覧ください。 
創作体験：お花のブローチ、ネックレス
6/22(金）、23（土）、24（日）10:00～16:00
（随時/約1時間)  1000円～(材料費込み）

同時開催　震災復興支援
第8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
5/20(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 

13組の音楽パフォーマーが出演。
おいしい屋台、キッズコーナー、
気仙沼海産物産市、ほか。

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 5/26(土)～6/10(日)

10:00～15:00 
雨天：東西自由通路
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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
6/9(土)～7/1(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！

６/9(土)、10(日)、17(日)　11:00～15:00
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月より、新しいシェフによる新メニューがお目見え
します！  お楽しみに、お出かけください。

開館時間 9:00～17:00 
TEL 0267-24-7788

６/９(土) どうして採れない？ ブルーベリーの栽培法
たくさん収穫するには秘訣があった！土選び、植え方、
管理方法までお悩み一挙解決！
講師：中村勝廣／200円／７名　　

6/23(土) ラベンダー活用法とスティック作り
万能ハーブのラベンダーの活用法を紹介。
かわいくて香り良いスティックを作りましょう。
講師：中嶋祐子／参加費1000円／／定員７名

Heart Windou Art         　　    浅間学園の利用者作品

創作体験の作品

おしゃれなホーローの鉢

停車場
ガーデン

おもてなし茶屋OPEN!
参勤交代の殿様の宿だった庭の
見える和室で、ゆったりとカフェ・
軽食がいただけます。
＊喫茶スタッフ募集！
和風スイーツの得意な方、大歓迎。
詳細はお電話で。☎24-7788（土屋）ホットケーキ500円   コーヒー 200円
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錦玉園

浅間クリスマスローズガーデン

だんとコーヒー

停車場ガーデン

サムズガーデン

小諸のガーデンカフェ＆
   園芸直産ショップ

30年かけた手作りのナチ
ュラルガーデンです。
正面に小諸市街を見下ろ
し、その先には富士山そし
て右後方には北アルプス
が一望できる大パノラマ。
約1000種類の花々が咲き
乱れます。ガーデンカフェ
もご利用ください。

 Sam’s Garden H30年開園日　4/28( 土）～７/16（月）
open 9:30 ～ 16:00 ☎090-3333-9555
* 詳しくはホームページをご覧くださいサムズガーデン

隠れ家的おうちカフェ

だんとコーヒー
http://danto.grupo.jp

初夏のシーズン、15000 ㎡の八ヶ岳一望の敷地に、 350  
種類以上のハーブ１万株のラベンター、  350 種類のオ
ールドローズなどが咲き誇ります。カフェ＆ショップも
充実。エッセンシャルオイル等の蒸留工場も併設。
ブルーベリーの摘み取り（7月中～8月中）もできます。

http://yume-harvest.com
木曜定休（6～８月無休）9：00～17：00
入園料500～800円（花の咲き具合により）
☎0267-25-9255
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Welcome to Garden City Komoro

小諸市立大手門公園内の、
NPOが運営する市民ガー
デンです。花いっぱいのテ
ラスで、ランチやワインを
いかがですか？
木曜定休 9:00～19:00

高原の町・小諸の初夏は、美しい花の季節。山麓のガーデン
カフェめぐりがおすすめです。 また小諸は、多肉植物栽培のメ
ッカ。マニア憧れの多肉ミュージアムを、のぞいてみませんか！

夢ハーベスト農場

薔薇祭り 6月1 日～30日 
40種類 70 株の 薔薇をお楽しみ
いただけます。

木曜定休　６月は無休で営業致します　 
６～８月/10 時～ 18時 その他/12時 ～ 17時

http://www.kingyokuen.jp

3000 坪の敷地に 3000 種類の多肉植物を
栽培。珍しい種類も多い多肉ミュージアム。
周辺は眺望抜群、散策もおすすめです！

多肉生産販売 錦玉園

停車場ガーデンHP に 
リンクページあります！

HP:  http://www.minax-bio.co.jp
blog: http://blog.livedoor.jp/cites01-acrg/   

ASAMA CHRISTMASROSE GARDEN

浅間クリスマスローズガーデン

～信州で育つ原種クリスマスローズの 
     育種に力を入れています～

ハウスオープンは例年2月～３月　  
☎0267-25-1224 小諸市平原 665-1
＊ガーデン倶楽部の会員募集中  

クリスマスローズ、雪割草の専門ナーセリー

ヘレボルス・チベタヌス（中国秘
境に咲く幻のクリスマスローズ）

小諸市南ヶ原3897 ☎0267-25-0923
火曜定休 /9:00～5:00/冬季12～3月10：00～4：00

5/3(木)、4(金)、5(土）

錦フェス 開催！

信州緑花ネットワークへの
参加のお誘い

来年4/25～6/16に、松本市の信州スカイパークをメイン会場に開
催される、長野県と中信４市らが主催する「信州花フェスタ2019」。
それを機に全県の緑花にかかわる人がつながろうと「信州緑花ネ
ットワーク」が、立ち上がりました。 施設、店、園芸グループ、個人、行
政が登録することができ、登録すれば、県内に情報発信してもらえ
たり、情報が送られてきたりします。東信でも、多くの団体に登録い
ただき、来年の花フェスでは、東信の花と緑をみんなでアピールし
ていきたいと思います。グループ、サポート会員は登録無料です。
＊緑花ネットワーク会員募集の案内を、停車場ガーデン・ホームペ
ージの「小諸のガーデン・花情報」欄ににアップします。
または停車場ガーデンにおいてあるパンフレットをご覧ください。

花フェスタ・メイン会場のイメージ


