
本陣主屋　おもてなし茶屋
おしるこ、 甘酒、 コーヒー 　各300円

くず餅セット、 ホットケーキセット 各500円

＊セットの飲み物／抹茶、 コーヒー、 ほか

＊写真は、第１回城下町フェスタのものです

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

9.10月
2019年

花と緑の学校    会場：停車場ガーデン  時間：9:00～10:30  ※要予約 　　電話0267-24-2525
9/14（土） 風にそよぐグラスを庭に取入れよう
ススキ等の葉や穂を楽しむ植物総称「グラス」。世界のガーデンで流行
しているグラスを庭に取り入れてみましょう。
講師／名小路　　参加費200円　定員10名 

9/28（土） 越冬する多肉を軽石に植えよう
信州の寒さにも耐えられる多肉植物を、栽培にぴった
りな小諸の軽石に植えてみましょう。（実技）
講師／中村勝廣　参加費 2000円　定員6名

@停車場ガーデン 　
器で遊ぶ ～個性豊かな植木鉢のすすめ

陶芸品からリメイク品まで。植木鉢、盆栽鉢、苔玉皿などの展示販売。
小平ひとみ、中嶋智彦、中嶋祐子

10/5（土）～27(日)  秋植え球根フェア

9/15(日)　12：００～17:00 入場無料
停車場 地酒祭 2019
会場/停車場ガーデン（雨天延期）
東信地区の１１蔵元のお酒が楽しめます。
小諸の人気飲食店の屋台も並びます。

裏面に
記事

裏面に
記事
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第８回

9/20(金)～23(月.祝)

@本陣主屋　
「山染草木」展  
木工、染色、木の器、盆栽の空間展示。

藍と木綿と一閑張り
伝統の手仕事から生まれる、新しい魅
力の作品達。

ガーデンショップ 

2019

主催 地酒祭実行委員会   ☎0267-41-0899（居酒屋ぶらいかん）

「日本酒の試飲会参加前売り券」
お好きなだけ試飲できます。
前売り2500円、当日3000円
停車場ガーデン、他で好評発売中！　

宿根草と相性が良いガーデナー
がおすすめの球根を選びました。
停車場ガーデンに植えられている
原種チューリップの球根、水耕栽
培用など、その他春が楽しみにな
る珍しい球根も揃えます。
＊関連講座、下の講座案内参照⬇

小諸に続々誕生している、オリジナル
ワイン＆シードルが楽しめます！
おしゃれなフードの店も並びます。
音楽♪アイリッシュ・セッション
美しい音色の楽器達が秋を奏でます。
主催：小諸ワイン委員会

10/12（土） 
球根の選び方/ 植え方/育て方
沢山の種類がある秋植え球根の中
からご自宅に合う球根の選び方か
らそれぞれの植え方と育て方など
球根栽培の基本を学びます。  
講師／名小路 雄　
参加費200円　定員10名　

本陣主屋 2019年秋 ハンドクラフト展
10/4(金)～11(金)   秋の装い
10/18(金)～23(水)　
 パッチワーク教室展 /ニットソーイング
10/27(日)～11/2(土)　絵とモクガング
  ～晴れた日に公園で行きかう人たち

10/6（日） 信州小諸ふーどまつり
　10:00～15:00  ＠停車場ガーデン・せせらぎの丘

メインステージ／音楽やダンスなど
おいしい屋台が並びます。エアー遊具も登場！
主催：信州小諸ふーどまつり連絡会
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本町 大手

小諸駅

★大手門

本陣主屋
停車場ガーデン

大手門駐車場

竹内駐車場

停車場ガーデン Cafe&Shop
木曜定休　ショップ  9:00～19:00 　
カフェ・レストラン10:00～21:00
＊ディナータイム18:00～（水、日曜は要予約）
☎0267-24-2525
本陣主屋 木曜定休 9:00～17:00
ギャラリー＆カフェ ☎0267-24-7788 
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）

KOMORO WINE DAYS コモロ ワイン ディズ  
　　　　　　　　　 @マンズワイン収穫祭 10.26(土). 27(日)  

@停車場ガーデン 10.26(土) 15：00～18：00

【定期教室ご案内】　
籐工芸（はじめの一歩は菓子皿からつくります）
  第３火曜午前・午後　 ☎ 090-1884-9860 伊東
布ぞうり（気持ちよく健康的） 随時 ☎090-1869-1052 中澤

【手づくり体験】 ☎0267-22-1234(こもろ観光局）　
世界に一つのお守りづくり   随時/所用1時間 /￥2200/
味のある古布を使ったお守りに、願いを書いた和紙を縫い込みます。

本陣主屋　手仕事体験

小諸市内のワイナリー、ヴィンヤードが集結！



秋のハンドクラフト展

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。  　　　　　　　

９/２０（金）～２３（月•祝）   
第８回　信州小諸 城下町フェスタ

「山染草木」展 　

10/18(金)～23(水)
パッチワーク教室展
指導・松林美千子先生 　

好評のバック、カード入れなど。
ニットソーイング
長谷川まつ子と仲間たち

10/27(日)～11/2(土)
絵とモクガング
晴れた日に公園で行きかう人たち

武田セツ子

木の色合いをいかした木彫と絵で、
独特な世界が生まれます。

10/4(金)～11(金).
秋の装い 手仕事ｷﾞｬﾗﾘｰの皆さん

和服のリメイク　バック　帽子など。
昔きもの／まだまだ着られる着物大特価。

本陣主屋 2019年秋の催し 作家紹介

安藤萌（木の器）
1989 年生まれ。2008 ～ 2012 年フィンランドにて芸術、
デザインを学ぶ。その後家具メーカーで設計と製造に携
わり、福祉事業所での木工指導員を経て上田市に工房開
設。地元で切り倒された丸太から木の器を製作している。

谷進一郎（木工家具）　
1947 年生まれ　1973 年 工房を開き、創作と注文に
よる木の家具作りを始める。国画会工芸部会員。信
州木工会会長。木工家ネット代表。小諸市天池在住。

関梅子（盆栽）
盆栽歴は 25 年。日本盆
栽協会長野県東信支部
会員。みすず園芸会員。

市川洋子　（染色・型染 /着物・帯・暖簾・ストール・洋服等）
1976 年　型染めを始める。1984 年　上田に染めの店「ラ
ピスラズリ」を開く。1992 年　第一回長野県染織作家展  
染織作家協会賞受賞。1993 年　第一美術展出品入賞　1998
年　長野県染織作家展 大賞受賞 .。 　

「藍もめんと一閑張」

一閑張とは、竹や木で組んだカゴなどに和紙を何度も
張り重ね、柿渋や漆を塗ったもの。古紙の絵や筆字の
模様を生かすと、より味わいのある作品となります。

いっ  かん  ばり

停車場 地酒祭 参加の蔵元の紹介
今年東信地区（佐久・小諸・上田）の11蔵元が参
加 -- 大澤酒造/大塚酒造/木内醸造/黒澤酒造/
橘倉酒造/佐久の花酒造/信州銘醸/武重本家酒
造 千曲錦酒造 / 戸塚酒造 / 伴野酒造（※全11
蔵 ※50音順）となります。
３回目の開催となる本年は、「ひやおろし」ではなく
「地酒」にフォーカス。各蔵元が自慢の１本をご来
場者の皆様の為に御用意いたします。

停車場ビアテラス   ９/３０（月）まで！
月、火、金、土　18:00～22:00(LO 21:00)

テラスのカウンターに、生ビール、カクテル、ウィスキーなどが並びます。
ディナーメニューもご用意しております。
＊水曜、日曜は、ご予約のみとなります。グループでのご利用もどうぞ。

写真は 8/12 青空バル

写
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大森美津子（藍染）

村田きよ子、土屋和栄
（絣のリメイク）

三瓶（一閑張）

徳嵩よし江（藍もめん）
1946 年 中野市生まれ。四賀
村在住。長きにわたり古き藍
木綿の布で創作活動に取り組
む。第３０回記念日本現代工
芸美術展入選ほか受賞多数。
県内外での個展開催も数多い。

本陣主屋 ☎0267-24-7788 木曜定休

☎0267-24-2525


