停車場ガーデン Cafe&Shop

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

本陣主屋は、
3月末まで冬季閉館

＊貸切パーティーも承ります。
（席数25席）

配布は4月中旬を予定

火 営業
水 ご予約のみ

注文受付中

お申込：停車場ガーデン☎24-2525

停車場ガーデン・花と緑の学校

木 定休日

場所：停車場ガーデン

金 営業

時間：9:00〜10:30

※電話でご予約をお願いします。（1か月前から受付）
※実技講座は2日前キャンセル料が発生します。

土 営業
日 ご予約のみ

3/9（土） 講師／和久井道夫 参加費1000円 定員20名

http://house129.wixsite.com/cafe ☎0267-24-2525

旅するガーデナーの茶飲み話 (お茶付き）
停車場ガーデンをデザインした和久井道夫 さん。
今回は、
タイ北部・チェンマイの素敵な庭と旅の
お話を、撮りおろしの写真とともに楽しみます。

本陣主屋・催し物案内
4/13(土)〜4/24(水)
絣と木綿いろいろ
と薪窯の陶芸展

3/23（土）講師／中村勝廣 参加費200円 定員12名

かすり

マイガーデンプランニング

まきがま

新たに庭を造る人にも、模様替えしたい人にもまずは計画を立て
ることが大切です。希望と条件のバランスを考えてみましょう。

新藤光子、寺沢澄江

同時開催：一閑張り作品展示と実演

薪窯の陶芸

絣のベスト

4/27(土)〜5/ 8(水)

4/27(土)

絣のリメイク 村田きよ子

かぎ針編みいろいろ 金森富美子

信州小諸
高原のガーデンフェア
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
主催：信州小諸・高原のガーデンフェア実行委員会

共催：小諸市、( 一社 ) こもろ観
光局、相生町商店街振興会
後援：小諸商工会議所、しなの鉄
道株式会社、第 36 回全国都市緑
化信州フェア実行委員会 、信州
緑花ネットワーク
事務局／ NPO こもろの杜（もり）

講師／中村勝廣

セダムのモザイクアートを作ろう
色とりどりのセダムをブリキ製フレーム
にモザイク画のように植え込みます。

高原のガーデンめぐり

停車場ガーデン、夢ハーベスト農場、
サムズガーデン、錦玉園、
浅間クリスマスローズガーデン、
だんとコーヒー
市内のガーデン＆園芸施設をめぐるス
タンプラリー。ラリー参加者には、各
施設にて特典をご用意します。
停車場ガーデン �� 周年記念

花の妖精花壇

多肉植物やハンギングバスケットで、停車
場ガーデンから駅周辺で花のおもてなしを
します。素敵な妖精もお目見えしますよ！
illustration 4legs

参加費200円 定員12名

参加費2500円 定員8名

藍染、パッチワーク、古布こもの、布人形、
陶芸などを展示販売する手仕事ギャラリー。
丁寧に作られた1点物の作品がたくさん！

Shinshu-Komoro Garden fair of the plateau

講師／中村勝廣

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！

「春の装い」
をテーマにした展示販売です。

和服のリフォーム 磯貝弘子

4/13(土)

どっさり採れるブルーベリーの栽培法

桜さくらでハンドクラフト展

ベント

●懐古園桜祭りが 4/6（土）〜4/25（木）に開催されます。
小諸八重紅枝垂保存会は本年度も苗のお申込みを受け付けます。
入会金1000円＋苗(2年苗)1本1500円＋認定証200円

月 営業

2019

小諸駅

●本陣主屋カフェは、甘酒、おしるこなどが加わりご好評です！
●3/1より小諸八重紅枝垂の苗

＊ライブ、イベントなどの利用もご相談ください。

連携イ

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）

●連休中の5/2(木）は、
ガーデン、本陣主屋ともに営業します。

18時〜21時（ラストオーダー） 日、水曜はご予約のみです。

信州花

停車場ガーデン
P

●本陣主屋が 4/1（月）より開館。
（お人形さんめぐり中も開館）

昼よりも、
ちょっと贅沢な洋食メニューをご用意します。

タ
フェス

P
本陣主屋

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

【お知らせ】

４/5(金）から 夜の営業はじまります

絣のバッグ

P ２時間無料

竹内駐車場

＊お人形さんめぐり 2/23〜3/10は開館

R141
大手門駐車場

おしるこ始めました
本陣主屋

だより 3.4月

停車場ガーデン カフェ・レストラン

一閑張

★大手門

＊ディナータイム18:00〜（水、
日曜は要予約）

2019年

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

＊イメージです

この企画に、
みなさまのご協力を
お願いいたします。

全国から大勢のお客様が集まる
「信州花フェスタ」の機会をとら
え、小諸のガーデンと風景をご紹
介する企画を進めています。
みなさまからのご寄付により花バ
スケットなどを駅前に飾ります！
どうぞ宜しくお願いします。

寄付金・１口 2000 円

停車場ガーデンに直接お持ちいただ
くか、お電話ください。お振込方法
をお伝えします。☎0267-24-2525

2019年度
公園の草花育成ボランティアメンバー募集！
「花が好き、植物のこともっと知りたい」と思っている方、
みんなで楽しく活動しませんか？

2019年度 花と緑の学校

新年度開講！

小諸市の事業として、毎月、園芸の基礎講座を行っていま
す。講師は園芸の専門スタッフまたは外部講師です。
毎月第２、第４土曜日 (１回のみの月もあります)
時間 9:00〜10:30場所
受講料

場所

停車場ガーデン

は実技体験で、材料費等が必要です。

その他は、資料代200円のみ。
※全講座予約制。1か月前から予約可。
※実技講座は2日前キャンセル料が発生します。

4/13 どっさり採れるブルーベリー栽培法

こもろ花くらぶ （活動場所／大手門公園内・停車場ガーデン）
活動日：3月〜12月の毎週金曜日 9:30〜11:00

作業後にお茶会

専属ガーデナーと一緒に学びながら、
ガーデニング作業を行います。草抜き、水

やり、植え替え、株分けなどの作業を通して、植物の名前だけでなく、性質や育て

方、
デザインのコツを楽しみながら学べます。他のガーデンの見学会も行います。
専門指導：名小路雄（ガーデナー、停車場ガーデン施設長）
お問い合わせ・停車場ガーデン☎ 0267-24-2525

こもろ山野草クラブ

4/27 セダムのモザイクアートを作ろう
5/11 停車場ガーデンとあいおい公園案内
5/25 ハーブとエディブルフラワーの寄せ植え
6/8 吊り下げハンギングバスケットの寄せ植え
6/22 どうして採れない?ブルーベリー
7/27 コウモリランの板付と管理
8/24 夏の宿根草リフレッシュ〜切り戻しと剪定
9/14 風にそよぐグラスを庭に取り入れよう

（活動場所／大手門公園内・浅間山麓野草園）

活動日：3月〜12月の第2火曜日、第4金曜日
9:30〜11:00 作業後にお茶会

浅間山麓の山野草や樹木が、約180種植えられている
「浅間山麓野草園」の手入
れを取り組んでいます。作業だけでなく山歩きや学習会なども開催。

専門指導：柴平志保子さん（自然観察指導員で山野草のスペシャリスト）
お問い合わせ・停車場ガーデン☎ 0267-24-2525

こもろグリーンクラブ

（活動場所／相生坂公園内）

活動日：毎週月、木曜 9:00〜10:30 作業後にお茶会

9/28 越冬する多肉を軽石に植えよう
10/12 球根の選び方/植え方/育て方
11/23 クリスマススワッグをつくろう！
12/14 かわいいしめ縄アレンジ
1/25 多肉植物の“THE育て方”
2/8 多肉植物の寄せ植え
3/14 トールペイントで桜を描こう
3/28 ガーデナーのおすすめ宿根草

市役所入口の相生坂公園は坂を活かしたデザインと特色ある植物が楽しめる公
園で、
カラフルなリーフガーデンや華麗なバラ

など230種類の草花が植えられています。ベテラ

ンの園芸家の指導で、様々な植物について詳し

く学べる、わきあいあいの楽しいクラブです！

専門指導：中村勝廣（停車場ガーデン・花と緑の
相談所専門指導員）お問い合わせ・小諸市役所
都市計画課まち整備係 ☎0267-22-1700

都道府県をリレーして毎年開催される
「全国都
（松本）
市緑化信州フェア」
。今年は長野県で初開催。
メイン会場を信州スカイパークとし、想定来場
者50万人を見込むビックイベントです！
見に来てね その中の「ハレの広場」には16の市町村が参加
！
し、それぞれに工夫を凝らした花壇が並びます。
小諸市は、都市計画課とこもろグリーンクラブ
（相生坂公園）が現地に出向き作業をします。
小諸が誇る、
コモロヤエベニシダレ、
コモロス
ミレ、多肉植物のロックガーデンの庭を構想中。
多肉は、高原の乾いた気候を好むので信州に
はぴったり。今回は、信州で越冬できる種類を
紹介・普及するサンプルガーデンにしたいと、
こもろグリーンクラブ指導者の中村勝廣さんは
はりきっています。
どうぞ見に来てください！

信州花フェスタ
の
「小諸のPR花壇」を
つくります！

メイン会場:信州スカイパーク
(松本市）

小諸の花壇は、やまびこドーム正面入口前の
「ハレの広場」の、左から２番目にできます。
この他に、芸術と花の森、北アルプスと花の丘、
あそびの森、
ナチュラルライフガーデン、信州
マルシェなどのエリアがあり、１日楽しめます。

