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☎ 0267-24-2525

（大手門公園ガーデンエリア指定管理者）

和室でゆっくりくつろげると好評です。

9/30 (日) 16：００〜20:00 入場無料

停車場 地酒祭 2018

9、
10月は、
リンゴスイーツがイチオシ！
アップルパイ、
ホットケーキ
（煮リンゴ
付）、
あんみつ 各450円／コーヒー

会場/停車場ガーデン
（雨天・本陣主屋）

ひやおろし解禁！佐久・小諸の蔵元の地酒を飲み
比べ。
おいしい食べ物屋台10店舗が出店。
クラフトビール、
ワイン、
サワーなども販売。
日本酒飲み放題試飲参加券！

300円／甘酒200円など。

お庭を見ながら、
ゆっくりとティータイム

9/2１(金)〜25(火)
第７回

前売り2000円、
当日3000円
９月１日より発売予定（停車場ガーデン他）
主催：新市街プロジェクトチーム

@停車場ガーデン
1０/６

信州小諸ふーどまつり
＠停車場ガーデン・せせらぎの丘

R141

★大手門

入館無料 9:00〜17:00 木曜休

夕方16:30〜21:00 ラストオーダー20:00

☎0267-41-0899
居酒屋ブライカン
（平日11時〜16時）

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

大手

本陣主屋
おもてなし茶屋

9/29まで 毎週 金、土曜日

2018

本町
営業時間 9:00〜18:00 /木曜定休
カフェ10:00〜 ランチ 11:00〜14:00
＊紅葉祭りの10/25（木）、11/1（木）
は休まず営業いたします。
週末バル 9/29 までの金、
土曜日
竹内駐車場
夕方16:30〜21:00(ご注文は20:00まで)

(土)

10:00〜15:00

おいしい屋台、
アルクマのエアー遊具など、
親子で楽しめるエリアになります！
主催：信州小諸ふーどまつり連絡会

小諸宿の13の
商家、蔵が
ギャラリーに！

秋の苔玉・小品盆栽展

小さな和風園芸の世界。
紅葉のミニ盆栽、
苔玉など展示販売あり。

@本陣主屋

小林一夫 彫刻展
裏面に
記事

〜初めての呼吸は白い波から始まる

手仕事展
皮籐工芸／青木喜子
和布のリメイクと小物／村田きよ子

11/3

(祝・土) フリーマーケット魔女の市場
フリマ出店者の方大募集！！ リサイクル、
クラフト、
パン、
菓
子、
野菜など。参加費1000円
（1区画）。詳細はHP参照下さい。

ステージコーナー出演者募集！！音楽、
マジックなど。
お問い合わせ☎停車場ガーデン24-2525
ガーデンショップ

10/6（土）〜28(日)

秋の球根フェア

ガーデナーが選んだ、
宿根草と
相性が良い球根、
ちょっと変わ
った形や色のチューリップ、
停車
場ガーデンに植えられている原
種の球根、
水耕栽培用など、
春
が楽しみになる球根をご紹介！

2016年の脇本陣での展示

本陣主屋 2018年秋 ハンドクラフト展
9/7(金)〜9/12(水) パッチワーク展
9/28(金)〜10/3(水)「いちい」古布展
10/5(金)〜10/10(水)
10/12(金)〜17(水)

黒とオレンジの色を基調にした、
ハロウィンを盛り上げる
ちょっぴり怖くてとってもかわいい寄せ植えを作ります。
持ち物：汚れても良い服装、
持ち帰り用の箱か袋(直径20
ｃｍ 高さ40ｃｍの品物が入るサイズ)
講師／名小路 雄 参加費3500円 定員6名

椀子信楽焼展、
水墨画展

10/27(土)〜11/3(土)

素敵可愛い人形展
本陣主屋／手仕事ギャラリー商品情報
正絹・絞りの端切れ再入荷！
幅35cm×100cm〜120cmの色とりどりの
端切れが５枚セットで2000円。布小物、人
形づくり、
そのままスカーフにも。
前回は、早々に完売。今回も数量限定です。

「うつぎ屋」のこだわり豆腐、油揚げ、厚揚げが毎週入荷！
＊地元農園の特製ジュース（りんご、
もも）、好評販売中。
＊パンが４つの店から入荷。食べ比べてみてください。

9/8（土）こわ かわいいハロウィン寄せ植え

久留米がすり、陶芸と一閑張り

10/19(金)〜24(水) パッチワーク教室展、
ニットソーイング

ガーデンショップ商品情報

花と緑の学校 会場：停車場ガーデン 時間：9:00〜10:30 ※要予約

裏面に
記事

電話0267-24-2525

10/13（土）
・10/27（土）園芸鋏、鎌、包丁の研ぎ方

園芸鋏は刃が命！切れ味の落ちた鋏を使っていませんか?
実際に一緒に研いで手入れの仕方を学びましょう。
持ち物：砥石
（荒.中.仕上げ砥石）
古タオル、研ぐもの包丁、鎌、
など
（ステンレスは ）＊2日とも、
内容は同じです。
講師／中村勝廣 参加費500円 定員6名

城下町フェスタ・参加アーティストの紹介

9/30の「地酒祭」では、佐久・小諸10蔵
元の“ひやおろし”が飲み比べられます。

小林一夫（こばやしかずお／小諸在住）

秋にしか楽しむことのできない円熟な味わいが魅力の - ひやおろし -。
2018

昨年は多くのお客様にご来場いただいた地酒祭
（じざけまつり）
ですが、
今年は小諸・佐久地域の酒造「10蔵元」
に、
ひやおろしを出展参加いた

だきます。
また、小諸、佐久、東御、上田の人気飲食店が10店舗「日本酒に合うおつま
み」
をテーマに地酒祭を盛り上げます。
日本酒の他にも、
クラフトビールをはじめ、各種
アルコールをご用意して皆さまのお越しをお待ちしております。
＊
「ひやおろし」の名は、冬にしぼられ

作家歴:
2013 JAPANESE CONTEMPORARY ART(上海M50
OFFICE 339)
2014 小林一夫展（渋谷 Zaroﬀ）
ベストセレクション2014(東京都立美術館)
2015 小林一夫展（千葉 まがりやギャラリー）現代彫刻三人
展（長野 梅野記念絵
2017 一陽展植木力賞 個展（東京 アートギャラリー８８４、
浅間縄文ミュージアム)
2018 Co45(スリランカ、
コロンボ)

メッセージ：

た新酒が劣化しないよう春先に火入

現代彫刻のインスタレションを自由な

れ
（加熱殺菌）
した上で大桶に貯蔵し、

感性で楽しんでください。

ひと夏を越して外気と貯蔵庫の中の

『太古に酸素を供給したストロマトライ

温度が同じくらいになった頃、2度目

トが海岸に散在するように、
呼吸を始

の加熱殺菌をしない
「冷や」
のまま、大

めた石の塊が、
白い波のような木の上

桶から樽に
「卸して」
出荷したことに由

に乗り、本陣の広い和の空間を埋め尽

来しています。

くす。
白と黒、
無機物と有機物のコント
昨年の地酒祭

ラストが非日常の空間を演出する』

本陣主屋 2018年秋 ハンドクラフト展
創作する喜び、それぞれの分野の技・個性・情熱をお伝えできれば、
私たち創作人としてはこの上ない幸せです。
本陣主屋は、江戸時代に参勤交代の大名などが泊まった宿を小諸市が
移築復元し北国街道城下町の歴史を紹介している施設です。手仕事ギャ
ラリー、カフェを併設し、手工芸品作品を展示販売しています。

9/7(金)〜12(水)

パッチワーク展

丸山 ま美
和風もめんの質感を生かした
可愛い小物が楽しい

9/28(金)〜10/3(水)

いちい 古布展

昔の着物、
大島紬、
ちりめん、
かすり、端布、
リメイク
服、今すぐ着れる着物なども沢山取り揃えました。

10/5(金)〜10/10(水)
く る め がすり

久留米絣

新藤光子
芸術性が高い絣の中でも、実用性を併せ
持つ久留米絣のオリジナル作品展。
木綿の小物の展示販売もあります。

陶芸と一閑張り

寺沢澄江
一閑張りはザルや木に和紙を張っ
て柿渋を塗って仕上げる日本の伝
統工芸品である紙漆細工です。陶芸
とのコラボで展示いたします。
一閑張り体験

予約090-4944-0558

10/12(金)〜17(水)

まりこ

しがらきやき てん

椀子信楽焼展

都築誠

陶工房千古の滝窯で赤松の薪を焼成し
た自然釉薬の作品です。

同時開催：成澤聖空 水墨画展
10/19(金)〜24(水)

パッチワーク教室展
（指導・松林美千子先生）

ひと針ひと針の大作や毎年好評
のバック、
カード入れなど心のこ
もった作品ばかりです。

ニットソーイング kiki.Mum
～長谷川まつ子と仲間たち

10/27(土)〜11/3(土)

素敵可愛い人形展

さまざまな素材で制作した動物のぬいぐる
みや人形、絵小物など
個性豊かなあたたかい作品が並びます。

布人形/佐塚葉子、
トールペイント/鳥山規子、
陶人形/小平ひとみ、粘土人形/土屋和栄、

サン・クラフフト・ドール/小林きくみ

2017

