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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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本陣主屋
停車場ガーデン

8.９月

2022年

大手門駐車場

8/11 (木／祝日） 15:00-21:00  
停車場ガーデン まちタネ広場
こもろ青空バル 　
日本一のハードサイダー、クラフトビール、おい
しいfood&DJ music。最高なパーティーです！
 主催：こもろ青空バル実行委員会 （詳細はFB）

９月下旬～10月上旬
                         せせらぎの丘
秋灯り・小諸 　
せせらぎの丘の流れに沿って、小諸
かるたの絵が入った灯篭（50基程度
予定）が灯ります。 幻想的な城址の
夜をお楽しみください。
主催：小諸商工会議所青年部 

７/29(金）  16:00-21:00　停車場ガーデン
ナイトマルシェ　　　 
食べ物屋台、かき氷、ドリンク(アルコールあり)のプチ縁日
主催：小諸市商工観光課 0267-22-1700
　

７/31(日）   10:00~16:00　大手門公園  まちタネ広場
　　　　　   ～小諸の食×職の未来をつなぐ 
食べ物ブース/お好み焼き、中華そば、バーガー、和菓子、他
職業体験/フォトグラファー、マクラメ、ネイルケア、お灸、他
★ちびっこ屋台、カブトムシ・クワガタドーム
主催：小諸商工会議所青年部 0267-22-3355
　

8/6(土）   7:00~9:00　まちタネ広場   
朝の環　パン、おむすび、ハンバーガーなどの販売
主催：朝の環の会（詳細は「まちタネ広場」ホームページへ）
同時開催／朝ヨガ 7:30～8:15  参加費500円  本陣主屋
　

8/７(日）   13:00~20:30　まちタネ広場
小諸ふれあい夏祭り　　　 

お宝まき大会、射的大会、ヨーヨー釣り、クジ引き他、おもちゃ屋台、
マジックショー、ワークショップ、キッチンカー、和太鼓ライブ。
主催：佐久平フリーマーケット  Tel 080-5145-0343（山口）

停車場ガーデン Cafe&Shop
ショップ  9:00～17:00 　
カフェ・レストラン10:00～17:00 (16:30LO) 
本陣主屋   10:00～16:00
☎0267-24-2525  木曜定休　
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）

8/12(金）   17:00~20:00　まちタネ広場
ゆるっと！みんなで夏祭り　　　 

無料手持ち花火大会、盆踊り、夜店。
主催：こどもエンタメ研究所 080-2053-2992（内川）  　

8/12(金）   18:00~21:00　停車場ガーデン 
アイリッシュ・セッション
３年ぶりのアイリッシ・セッションです！
ビアガーデンではありませんが、アルコール＆軽食
の販売あり。PAなしの生演奏をお楽しみください。
主催：停車場ガーデン  090-1200-0239(荻原）　

8/13(土）   10:00~15:00　まちタネ広場
Bio marche（ビオマルシェ）　　　 

人と環境に優しいマルシェ。食べ物、雑貨などが並びます。
主催：信州マルシェクリエイト 090-9146-9636 （篠原）

公園利用のご相談・・停車場ガーデン、本陣主屋は、指定管理者／NPOこもろの杜  0267-24-2525　まちネ広場、大手門公園は、小諸市都市計画課 0267-22-1700　まで

第11回

9/22(木)～2５(日)

雨天店内

小諸宿の商家めぐり＆
昔あたらしい手仕事と食のおもてなし 着物でおしゃれ ＆

手仕事ワークショップ

詳しい内容は、それぞれの主催者にお問い合わせください。
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＠本陣主屋会場

小諸宿 本陣展 
いよいよ修復の始まった本陣問屋
場。調査をもとに江戸時代の本陣
の姿に迫る企画展。ご一緒に、小
諸宿の謎を解き明かしましょう！

＊レトロな着物のレンタル＆着付け（有料）
＊写真家による無料の撮影サービスあり
＊手仕事ワークショップ
＊カフェもオープンする予定です。

着物で小諸城下町
フォトコンテスト

着物で参加いただくと、いろいろなお
店でサービスが受けられます！

着物を着て、小諸城下町のフォトスポ
ットで撮った写真をSNS等で投稿して
ください。魅力的な作品を選んで、賞
品を差し上げます！  みんなで小諸＆
着物の魅力を発信する企画です！

会場／小諸宿・本町、市町周辺の
歴史的建物、老舗商家
メイン会場／本陣主屋、北国街道
ほんまち町屋館
ホームページ／城下町フェスタ

キモノデコモロ企画 
       着物で歩くと
・いいこと・いっぱい！



風味堂 水まんじゅう
　　　おひとつ 150円
葛粉をつかったプルンとした皮
の中に、風味堂の上品なあんこ
が。冷たい緑茶とどうぞ。

お使い物用にご予約可能です。

         アーモンド Almond
駅ロータリーの近くの2m位の高さの
木です。春にピンクの花が咲き、夏に
は実がなります。この中にあのおいし
いナッツが隠れているんですね！

クラブアップルCrabApple
和名は姫りんご。ガーデンでは、信州
らしい風景づくりを考えて、エスパリエ
仕立て（横に這わせる）で、ショップの
横、線路のフェンスなどを彩りました。
春に白い花、秋は赤い実がなります。

ショップのイチオシ！

カフェの夏ランチ

私を見つけてね！

「ファーム花すず」の花束　
お盆用の花をご予約受付中！　
花もちがいい、いろいろな花がセンスよく使われている、と好評の季節
の花束。しかも、びっくりするほど安価なのがうれしいです。
屋外栽培のため、5月末~10月上旬までの入荷です。 「花すず」さんい
わく、「花好きが高じて25年前に栽培をはじめ、５年後には道の駅など
で販売をするまでになりました。毎年、新しい種類を増やして今では約
30種類を栽培しています」とのこと。これからは、紅花、ヒマワリ、ヒペリ
カム、アスター、雪白友禅菊、グラジオラスなどが花束に入ります。
（ご予約受付いたします）
＊お墓参り用の丈の短い花束（２日前までにご予約ください）
＊900円のお盆用の花は、現在ご予約受付中。(お渡しが8/12．8/13)

　　　　　　　　　　　「アサマファーム」
　　　　　　　　　   菱野生まれの有精卵　
　　　　　　　　　　  雄大な自然と夫婦の愛情が育てた卵　

　　　　　　　　　初めて食べてそのおいしさにびっくりし、リピー
　　　　　　ターになるお客様が続出！  菱野の自然と豊かな水、太
陽の光の下で運動をさせ、米や野菜くず・クスリを混ぜない自家肥料
で育った健康的な鶏から生まれた有精卵です。生産者の依田十三男
さんは、60歳で故郷の小諸にUターン。そこから農業をはじめ、今では
米、ひしの南蛮、ブロッコリーなどいろいろ作ってます。鶏は現在100羽
で、一日約60個を採卵。今は亡き奥様がひよこから育て、エサやり卵の

収穫を行っていました。  
「手がかかりますが、妻が
大事に世話をしてたの
で、今も一緒に育ててい
る気がして楽しいです」
とのこと。
ちなみに依田さんおす
すめの食べ方は、卵かけ
ご飯だそうです。

1パック
320円　

花束　大300円、小200円

ガーデンよりおしらせ 

せせらぎの流れの停止について
「せせらぎの水が流れていないことがある」と、ご心配の声
をいただいております。この水は、深井戸より地下水を汲み
上げて、それをタンクに貯めて流しておりますが、ここ数年、
どんどん水量が減ってきています。毎日点検し、水が貯まっ
ている時はせせらぎに水を流していますが、現在、週に２日
ほど流せない日があります。
小諸市では、これについて現在、原因を調査中です。
 
この秋、駅側に多目的スペースが誕生します
小諸市では、駅前のにぎわいづくりのために、停車場ガー
デンのロータリーに面した花壇を削り、キッチンカーが出店
したり、様々な催しに利用できる多目的スペースをつくる予
定です。ガーデンでは、植物の引越しを進めております。

畑直送！

 定番メニュー
★パニーニ（パン）
★菜園風カレー
★蓼科ポークグリル
と野菜のCafeボウル

週替わり
 ランチ

詳しくはHPで

信州サーモンと鮪の

お刺身サラダ丼 920円 担々麺  900円

停車場ガーデン・パート募集
お花に囲まれて働いてみませんか？ 
●ショップ スタッフ／8:30～17:30の間の
時間で週２～３日働ける方。
●カフェ スタッフ／10:00～16:00の間で
４時間程度、週２日以上働ける方。
 ---------------------------------------
時給900円～土日出勤できる方、SNSので
きる方、大歓迎。
詳細はホ－ムページに掲載。
☎ 0267-24-2525 停車場ガーデン

昔の女性が暮らしの中で楽しんでいた着物を着て、古い町
並みを歩いてみませんか？  本陣主屋や停車場ガーデンも、
「映える」フォトスポットとして人気です。
着物レンタル 1000円
着付け3000円 （持ち込み着物の着付けのみでも可）
＊着物の小物、撮影小物などもご用意あります。

     お申し込みは　本陣主屋 0267-24-7788
     木曜定休を除く 月曜～土曜の10時～16時
     E-mail :honjin@t-garden.org  詳しくは本陣主屋HP参照

着物、帯、履物を
ご寄付ください！

不要となった着物、帯、ぞうり、下駄
などをご寄付ください。
レンタルまたは古着販売等に使わ
せていただき、本陣主屋の維持管
理費に当ててまいります。
直接本陣までお持ち込みください。
よろしくお願い申し上げます。

本陣主屋  レトロ着物のレンタル、着付けサービス開始


