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

大手

本町
営業時間 9:00〜18:00 /木曜定休
カフェ10:00〜18:00 ディナータイム
18:00〜22:00（1,2月は土曜以外は要予約）

P 大手門駐車場

本陣主屋は、
3月末まで冬季閉館ですが
お人形さんめぐり 2/22〜3/8は開館

2020年

賀正
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URL http://www.t-garden.org
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停車場ガーデン
P
小諸駅

☎ 0267-24-2525

（大手門公園ガーデンエリア指定管理者）

1/6（月）〜1/22（水）＠ガーデンショップ

R141

★大手門

おいしい 山のパン屋さんフェア

貝びなと俵のネズミ展

2/15(土)、16(日）ヒトキト (糠地）

ちりめん細工の干支小物と
貝を使った和小物の展示販売。
作家／東 誠子、土屋和栄

パンの種類が豊富で、中でもベーグルが人気!

2/22(土)、23(日） スピカ 麦の穂 (天池）

噛むほどに小麦の味わいが広がる、老舗パン屋
週末の２日間限定で、小諸の山奥？のパン屋
さんの商品が並びます。土曜日の入荷分だけ
になりますので、お早めにどうぞ。

(カフェ）パン食べくらべ スープランチ
その日のパン数種＋ごちそうスープ１種

1/25(土)〜2/9(日) @ガーデンショップ
個性的な多肉植物が勢ぞろい。
多肉植物をモチーフにした可愛い雑貨もそろいます！
↓フェア期間中の「花と緑の学校」
も多肉をテーマにしています。

花と緑の学校 ※要予約 ☎-24-2525 予約受付は1ケ月前〜

鮮やかな色の押し花を砂時計型のフレームに
あしらいます。
プレゼントしても喜ばれますよ。
講師：田中由希/1500円（ハーブティー付）/定員6名

多肉植物を買ったものの、伸びてしまったり色が悪くなってし
まったり…改めて基本からおさらいしてお悩み解決！
講師／中村勝廣(日本多肉植物の会理事）参加費 200 円 定員10名

＊

多肉植物だからできる、遊び心たっぷりの寄せ植えを作ります。
上手に仕上げるデザインやコツ、育て方も学べます。
講師／名小路 雄 参加費 3200円 定員 8名

第15回

＠ガーデン・カフェ

１/17(金) 18(土) 10:00〜11:00 要予約24-2525
押し花キーホルダーづくり

1/25 (土） 多肉植物の THE 育て方

＊

◆冬のガーデンクラフト講座

お茶を飲みながら、暖かいカフェで楽しみませんか？

場所：停車場ガーデン 時間：９:00〜10:30

2/8(土） 多肉植物の寄せ植え(実践）

（ミネストローネ、コーンスープ、
クラムチャウダー）480円（税込）
＊プラス100円でミニサラダ

＊

＊

2 / 7 (金) 10:00〜11:00 要予約24-2525
ボタニカルな押し花でスマホケースづくり
押し花デザイナーが、鮮やかな色が長く楽しめる
押し花のコツとレジンの使い方をお教えします！
講師：田中由希/2500円（ハーブティー付）/定員10名

【停車場ガーデンカフェ】

2/22(土)〜3/8(日)

10:00〜16:30 最終日13:30

お人形さんめぐり限定

おひなさまパフェ

【せせらぎの丘】

古布で手づくりした
〝小諸宿の華″。

お皿に春の彩りを盛り付けた和風パフェが登場します。近
づいたら、停車場 HP に画像をアップします！
＊イベント期間中、「お人形さんめぐり」「創作人の物語」のパ
ンフレットご持参の方は、コーヒー 50 円割引いたします。

【本陣主屋】

「創作人の物語展」

本陣主屋
おもてなし茶屋
和の空間で、
おくつろぎください。
コーヒー ３3０円
ケーキセット550円（１日10セット限定）
甘酒 ３3０円 ぜんざい ３3０円

2/22(土)〜3/8(日)
特別展 貝びな(東誠子 ）、つるし飾り
（立科在住愛好

家の皆さん ）、
トールペイント
（中嶋祐子 ）、絣のリメイ

ク
（村田きよ子 ）、七福神（本陣主屋教室の皆さん ）

手仕事ギャラリー 陶芸(新妻秀彦）、布ぞうり(中沢

節子）、古布こもの(佐藤優子）、陶芸(小平ひとみ）、昔

きもの(いちい）、俳画(増谷秀竹）、洋服(磯貝ひろ子）、
布人形(佐塚葉子）、帽子とバック(荒川淳子）、着物リ

メイク(桜井久美子）、
パッチワーク(松林美千子）

2/22(土)〜29(土)
手織りさき織り
（咲織サークルの皆さん/重野美知子、名取叔美、中沢裕美子、

荒井初枝、小平ひとみ、加藤直子、桜井久美子、浅沼静子、早野五十鈴、金子淑美、吉

、
ステンドグラス(岡田明子）、古布・ちりめん
田くに子、柳沢美智子、飯田信子 ）
(昔きもの いちい）、帯・きものリメイク(原田千恵子）、布花(長谷川和子)

3/１(日)〜3/8(日)

本陣主屋
☎0267-24-7788

手紡ぎ糸とその作品（大森美津子）、
トールペイント＆コラージュ
（鳥山規子）、
ニット・
布人形（佐塚葉子）、
ドール＆アクセサリー小物（小林きくみ）、籐工芸（伊東照代）、陶彫

と象嵌（寺尾博次）、
つるし飾りと材料（正絹ちりめん はやみず）、一閑張（三瓶政美）

詳しくは
ホームページを
ご覧ください

おいしい

山のパン屋さんフェア

小諸の郊外に、
ステキなパン屋さんが増えてきています。

今回のパンフェアでは、山の上の２軒のお店をご紹介します。

2/15(土)、16(日）ヒトキトベーカリー (糠地）

2/22(土)、23(日）スピカ 麦の穂 (天池）

修行を経て、小麦の栽培に適した小諸を選んで移住。糠地の古民家を

天池の森の中に、
ステキなパン工房＆カフェを開きました。

川崎出身のご夫婦が、石川県での夫の農業研修と妻の独学でのパン
借りて、昨年７月にかわいいパン工房をオープン。国産小麦と自家製
酵母、無肥料・無農薬の自家栽培野菜などの、素材にこだわったパン
やお菓子が並びます。今は、100%自家栽培の素材のパンを目指して

夫婦で奮闘中。食卓パン、おかずパン、甘いパンなどバラエティが広く

、特にベーグルが人気。SNSなどでファンが広がり、店舗販売、市役所
などでの出張販売、全国への注文発送など大忙しです。
しっかりした

パンなので、冷凍や冷蔵で長期保存も可能。
ワインとガーデニングと

東京で人気の高かったパン屋が、５年前にご夫婦で小諸に移住。
今回のフェアでは、
プレーンなバゲット、山型パン、
カレンツ（レーズン
や木の実入り）
、人気のクロワッサンなどを販売予定です。

職人歴30年以上のご主人がこだわりぬいて焼くパンは、かむほどに味

わいが増す本格派。農家さんの全粒粉を中心とする国産小麦を石臼

で挽き、
自家培養天然酵母箘、
自然海塩を使用。発酵に時間をかけて、
小麦の甘さを引き出します。砂糖と油は不使用。
（クロワッサン、パイ

はバターを使用しています）軽く焼いて食べると小麦の香りが広がり

蝶の里・糠地の新たなお楽しみ。ぜひ一度、お訪ねください！

ます。冷蔵庫で保存し、長期保存もできるのでまとめ買いも可能。

住所：小諸市滋野甲4162-ロ号-71

営業時間11：00〜17:00 定休日 日、
月曜日

店舗営業 水曜、土曜

11:00〜16:00ごろまで（売り切れ次第閉店）

＊市役所、商工会議所での定期出店、イベント出店も行っています。
販売日は、
インスタグラム hitokitobakery でチェックしてください。

停車場

ガーデンカフェ

冬営業のご案内

森の中の隠れ家風のお店もステキです。

コーヒー、紅茶 400円 ☎0267-46-8433
住所・小諸市甲4599-5

１月、２月のディナータイム・土曜日以外が予約制になります。
停車場ガーデンカフェでは、厳寒期の営業を以下のように変更いたします。
★ 月、火、水、金、日曜日：完全予約制（木曜定休）
★ 土曜日はオープンしております。（21 時ラストオーダー /22 時閉店）
ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしく願い申し上げます。

各種ご宴会・会合・パーティー等、ご予約承ります
お一人様：２,５００円（税込）〜ご利用いただけます

※お客様のお好みに合わせたコース料理の内容をご提供させて頂きます
２名様からご予約可能です。但し、６名様以上のご利用で、幹事様１名分のコース料理代金を
無料とさせて頂きます。

また、４名様以上のご利用で「飲み放題プラン」のご案内が可能です。

コース内容やプランの詳細はお電話でお問い合わせ下さい。
（☎０２６７-２４-２５２５）

1, 2 月のランチメニュー

ご予約・お問い合わせ
☎ 0267-24-2525
停車場ガーデンカフェ

/ その他は３月より再開予定

牡蠣と長野県産” 春菊” のグラタン

１,１５０円（税込）

４時間じっくり煮込んだビーフシチュー

１,３００円（税込）

ピッツァ・マルゲリータ

９００円（税込）

信州味噌が香る長芋と長葱のピザ

９３０円（税込）

季節の野菜とスパイシーチキンカレー

９００円（税込）

※上記プラス 240 円で、ミニサラダとスープをご注文いただけます。
＊３名様以上でのランチご利用でサラダ・スープセットが半額（通常２４０円→１２０円）税込
＊６名様以上でのランチご利用でセットドリンクが無料（通常２４０円→０円）税込

