昔の伝統工芸

本陣主屋での体験イベント紹介

はた織・藍染めを体験しよう
２月18日(土)～３月５日(日) 10:00～16:00
お人形さんめぐりの期間中、本陣主屋では作家さんの作品を
展示するほか、はた織り と 藍染め の体験を企画しています。
この機会に昔の伝統工芸に触れてみませんか？

織と藍染め展 「はた織り処 むか～し昔」
所用時間：
約30分 受付（
予約優先）24-7788（
本陣主屋）
昔話に出てくるような「高機（たかばた）」
という大きな はた織り機を使用します

参加費

機織り（コースター）こども1300円・大人1800円
藍染め ハンカチ1500円・スカーフ3000円

はた織り体験では、古布を細く裂いて織り込む「ぼろ織り」でコースターを制作、藍染め体
験ではハンカチかスカーフを染めます。指導してくれる岩崎さんにお話を伺いました。
「ぼろ織りを伝えていこう岩村田宿の会」岩崎泰治さん
長野県は養蚕王国と呼ばれ、この地方においても蚕を「お蚕さん」と呼んで大切に飼育していま
した。「小豆３粒包める布は捨ててはいけない」といわれるほど生地も大切にしていて、傷んだ
着物を裂いて小さな端切れも無駄にせずに織り込む「ぼろ織り」の文化がありました。豊かな時
代となってその文化は廃れてしまいましたが、私たちは佐久に伝わる 昔のエコ 「ぼろ織り」を
継承し、はた織りの音が聞こえる町の復活を目指して活動しています。また藍染体験の皆様に藍
草を育てて簡単に藍の草木染めが出来る藍草の種をプレゼント。毎水曜に中込の「
昔むかーし工
房」を開放し、随時体験を受け付けています。 ※問い合わせ 090-8328-0587（
岩崎）

1月31日〜
す
今年もやりま

第10回

スマイル小商店街

スマイルカフェ

小諸商業高校の皆さんが運営する「スマイルカフェ」。今年も
ガーデンカフェで開催されます。日時は表面をご覧ください。

品 信州土産にもおすすめ
商
新

ガレットミックス粉
ガレットはフランスのブ
ルターニュ地方の郷土料
理で、そば粉で作るクレ

【ＭＥＮＵ】カップチョコパフェ…150円
抹茶ラテ コーヒー
カルピス オレンジジュース
…各50円

サンドイッチ…200円

肉うどん …150円
小商ポテト …150円
マフィン …150円
小商ボール …100円

ープのようなもの。最近
は健康志向の女性を中心に人気になってい
ます。「そば切り以外の食べ方でももっと
そばを食べてほしい」との思いから、粉屋
の大西製粉さんが、簡単に調理できるミッ
クス粉を販売開始。粉と水を混ぜてフライ
パンで焼き、ハムやチーズをトッピングす

＊＊＊生徒さんからメッセージ＊＊＊
社長の青山隆明です。今回のスマイルカフェは
去年とメニューを一部変更しましたが、１品１品
心をこめて作っていくので、スマイルカフェ店員
一同皆さんのご来店を心よりお待ちしています
副社長の堀篭伶奈です。昨年度とは違った商品や
寒いこの時期におすすめの温かい肉うどん等を皆
様にご提供させていただきます。スマイルカフェ店
員一同皆様方のご来店を心よりお待ちしております

れば完成です。停車場ガーデンでは2月中旬
からの販売を予定しています。長野県内で
栽培された蕎麦が使われており、お土産に
もおすすめです。240ｇ（約8枚分）650円。

＊＊＊大西製粉さんからメッセージ＊＊＊
ご家庭のフライパンで簡単にできるガレッ
トミックス粉です。いろいろなトッピングを
用意して週末にガレットパーティーはいか
がでしょうか。長野県産のおいしいそば粉
で手作りガレットをぜひお試しください。

信州小諸駅前「四季の草花と小諸の味を楽しめる、みんなの庭」

回覧板

停車場ガーデンだより 3月号

2017年

〒384-0025 長野県小諸市相生町1-1-9 Tel&fax 0267-24-2525
営業時間 9:00〜18:00 /木曜定休/ランチタイム 11:30〜14:00
ホームページ http://www.t-garden.org

発行：NPO法人こもろの杜

（停車場ガーデン管理運営NPO）

お知らせ❶「停車場ガーデンだより」の毎月の回覧は今号で終了となります。
→お手数ですが「メール配信サービス」へのお申し込みをお願いします。
＊
→プリントは主な公共施設に置きます。ご希望の方にはFAX いたします。

停車場ガーデンオープンから、はや９年。
これまで毎月、小諸市の回覧板でこの通信を回していた

お知らせ❷ ホームページが新しくなりました！
http://www.t-garden.org/

だきましたが、回覧物が増えすぎたとのことで制限の対
象となりました。各区の皆様には、
これまでご協力いた
だき大変ありがとうございました。
今後「ガーデンだより」は隔月の発行とし、下記の方法で
お届けいたします。
プリントは主な公共施設に置きます。
どうぞ続けてのご愛読を、
よろしくお願い申し上げます。

＊大手門公園ガーデンエリア
（停車場ガーデン、せせらぎの丘、
本陣主屋）の花のみごろやイベント情報。
＊ガーデンショップ、手仕事ギャラリーの入荷商品。

情報充
実
しました
！

＊ガーデンカフェ営業案内。
（季節のカフェメニュー）

メール配信サービスお申し込み方法：
左記のホームページにてご登録をお願いします。
＊FAXでの配信は、NPO会員を対象としております。
店頭またはメールにてお申し込みください。
(年会費1000円、入会金1000円、特典あり）

フェイスブック

公式ツイッターも、
ここから入れます。

お問い合わせ：停車場ガーデン ☎0267-24-2525 (木曜定休）
メールアドレス：house@t-garden.org

北国街道 お人形さんめぐり参加企画

創作人の物語
創作人の物語
２／１８(土)〜３／５(日)
＠本陣主屋 10:00〜16:30
貝雛（東誠子）
、球体関節人形（村上裕昭）
、
刺しゅう、布・革コラボのバック
（関野浩子,ドールハウスと
ミニチュアこもの(小平ひとみ),ステンドグラス・ビトウィーン
(加藤喜昭)、創作人形「花魁」
（土屋和栄）
このほか、つるし雛など様々な作品をご覧いただけます。

H29年度

花と緑の学校 講座予定表

日程 毎月第２、第４土曜日
時間 AM9:00〜AM10:30
場所 停車場ガーデン

全講座予約制
この色は実技
※実技講座は2日前から
キャンセル料発生

4/8

どっさり採れるブルーベリー栽培法

4/22

専門家と歩く懐古園の花めぐり

5/13

暮らしに寄り添うハーブ栽培＆活用法

5/27

挿し木で増やそう！方法とコツ

6/10

病気と害虫の話

6/24

ラベンダーの魅力とカルトナージュ

7/8

梅雨を彩るアジサイの仲間たち

7/22

涼しげな苔玉づくり

8/26

夏の宿根草リフレッシュ

9/9

多肉植物を仕立て直して魅力復活

花と緑の学校（園芸入門講座）

9/23

小諸八重紅枝垂れの剪定と仕立て方

10/14

秋植え球根を使った寄せ植え

9:00〜10:30

10/28

園芸鋏、鎌、包丁の研ぎ方

11/11

ローズヒップを収穫し、ティーをつくろう

11/25

クリスマス・スワッグをつくろう！

12/9

レモングラスでしめ縄づくり

@ガーデンカフェ／おひなさまランチ1300円（ドリンク付)
お人形さんめぐりの期間限定。
ご予約も承ります。

〜切り戻しと剪定〜

【予告】今年もやります！さくらさくライブ＆ガーデンマルシェ ５/21（日）

3/11（土）

定員8名 200円

カラフル野菜をガーデンに取り入れよう

畑だけではもったいない！いつものガーデンに野菜を取り入れて楽しむ

のがブーム。
デザインのコツなどもご紹介します。(講師／名小路 雄)

3/25（土）

9:00〜10:30

定員8名 200円

庭を立体的に見せるつる植物

憧れの庭の多くは、
つる植物が植えられています。種類と育て方、誘引方
法を学べば誰でも庭を立体的に演出できます。(講師／中村 勝廣)

1/27

土と肥料のはなし

2/10

多肉植物の寄せ植え

2/24

冬芽の観察を楽しもう

3/10

花木の剪定

3/24

クリスマスローズに再注目

小諸駅前 大手門公園ガーデンエリア

停車場ガーデン Cafe&Shop

停車場ガーデン
&本陣主屋

営業時間 9:00〜19:00 /木曜定休
＊GW は休まず営業します。
カフェ 11:０0〜 18:00(LO)
長野県小諸市相生町 1-1-9
Tel&fax 0267-24-2525
URL http://www.t-garden.org

2017年

だより 5.6 月

発行：NPO法人こもろの杜
（ 市立大手門公園ガーデンエリア指定管理者）

停車場ガーデンの催し

いろいろなお料理に使えます！ハーブ苗の販売

花盛りのガーデンに
ピクニック気分でお出かけ下さい

感じて！

5/13(土)～5/28(日)

ガーデンマルシェ

停車場ガーデンの
花壇のハーブ案内
マップ、店頭で差
し上げます！

ハーブフェア
herb fair

5/21(日)

10:00～15:00
カンバッチ屋
焼き菓子など

@cafe
ラベンダー風味
の焼きプリン
@shop
小諸産ラベンダー
ウォーター
ハーブ刺しゅう
e.t.c.
の布小物

同時開催

雨天：東西自由通路

震災復興支援

第7回 さくらさくライブ
いい香りのラベンダー

地場産の新鮮野菜
農産物加工品
ハンドメイド品
かき氷
パン

10:00開場(雨天時11:00)

19組の音楽パフォーマーが出演。
おいしい屋台、
キッズコーナー、
気仙沼海産物産市、
ほか。

＊会場でいただいた義援金を被災地に届けます。

昨年大好評だった企画です！

饗場さんによるチェーンソーアートの実演

お花畑の動物アート展

6/3(土)、6/10(土)、6/11(日)
11:00〜15:00 頃まで

6/3(土)～6/18(日)

みるみる形になっていきます！その場でのご注文

花いっぱいのガーデンに、
木彫

でオリジナル表札もすぐにできます。1500円〜

りアートの動物たちがたくさん

作家紹介：饗場良夫（あいばよしお）
さん

遊びにきてくれます！

諸の飯縄山の麓にアトリエ（シトロン）
を持つ木彫り作家で、
丸太からチェーンソーで ユニークな作品を生み出します。

本陣主屋・催し物のご案内
5/2(火)〜5/7(日)

大手門公園せせらぎの丘・奥 ☎ 0267- 24-7788 木曜定休

手紡ぎ・手織り草木染「うさとの服展」

タイの農村女性たちと日本のデザイナーによるフェアトレードの服たち

5/1(月)〜5/31(水)

端午の節句

古布で作る5月飾り

立科在住の愛好家の皆さんによるつるし飾りが賑やかです

講座の布花

6/16(金)〜30(金)
手仕事作家たちの

バラのクラフト展

様々なジャンルの手仕事作家たちのバラにまつわる作品展示。
和服のリメイク/きくちゆうこ、布花・トールペイント/長谷川和子
粘土・古布小物 /土屋和栄、
プリザーブドフラワー / 渡邊真由美

同時開催

手芸の道具材料販売会

アンティークミシン

手芸の専門書、
アンティークミシン、
レース、
端布（革、かすり、大島、
ちりめん）、
トールペ
イント用白木、人形用布、毛糸、サマー糸、
ボタンなどがお手頃価格で並びます。

本陣主屋定期教室のご案内

＊印の講座講習料1000円
（材料費別）

布ぞうり ＊毎月第１・２(水)13:30〜16:00
籐工芸
＊毎月第３(火)
10:30〜12:30/13:30〜16:00

輪針のセーター
＊毎月第２・４(火)13：30〜15：30
和こもの
＊毎月第１・３(火) 10:30〜12:30
プリザーブドフラワー 渡邊真由美
6/１8(日).21(水) 13:00〜17:00
/1500 円 ＊プリザの材料販売もあり
布花 長谷川和子
6/20(火)13:00〜15:30 /2000円

大手

本町

停車場ガーデンの講座案内 ＊ご予約お願いします。 電話0267-24-2525

P
P

●花と緑の学校 9:00〜10:30 会場：停車場ガーデン
5/13(土) もっとハーブを楽しもう！ハーブ栽培＆活用法

ハーブティー活用法、
タンポポコーヒー、
ハーブパン粉、
シューズキーパー
の作り方など、暮らしにハーブを取り入れる方法を沢山ご紹介します！
ハーブクッキー＆ハーブティー付き 講師：のなか かつこ/700円/ 14名

5/27(土) 挿し木で増やそう! 方法とコツ

梅雨は挿し木の適期。挿し木方法を一から解説。知れば
成功確率がぐんとアップ！ 講師：中村勝廣/200円/14名

6/7(水)

●食の講座

本陣主屋

P
小諸駅

停車場ガーデン

6/29(木) 10:00〜12:00

デコ巻き寿司講座「ニャンコ巻き寿司」

可愛い三毛猫と肉球を巻き寿司にしました 。猫好きさんへのプレゼン
トにも喜ばれますよ。/講師：ふかりまり/3,500円
（巻きす、
まな板をプ
レゼント）
/10 名 /持ち物：エプロン、
包丁、
布巾、
はかり、
タッパー等

●花の講座
5/25(木) 14:00〜16:00

洋ランの「流木着け」
をつくる

海の流木に洋ランなどの着生植物をシュロ縄できれいに
取り付ける方法を伝授。流木洋ランはそのままお持ち帰
りいただけます。講師：中村勝廣/1500円
（お茶付）/６名

生花のアレンジレッスン

カラフルな生花たちをさわやかなブーケに
するテクニックを伝授。/ 講師：渡邊真由美
/3900円
（ガラスの花瓶、
お茶付き）
/10 名

6/10(土) 病気と害虫の話

ガーデナーの敵「病害虫」気持ち悪がらず相手を知ることが大事です！
それぞれの対策や適応薬剤の話。 講師：中村勝廣/200円/14名

6/24(土) ラベンダーの魅力とカルトナージュ

ラベンダーの手入れ方法と、香り漂うカルトナージュBOX（布張り
の箱）
を作るクラフト講座。講師：中嶋祐子/2000円/ 10 名

園芸
パラダイス
komoro

R141

★大手門

6/29(木)14:00〜16:00

プリザーブドアレンジレッスン
「グリーンローズのグラデーションアレンジ」
グリーンの濃淡をうまく使うシックな大人のアレンジ。
/ 講師：渡邊真由美/3900 円
（お茶付き）/10 名

特集・小諸のガーデン＆園芸直産ショップのご案内
糠地

サムズガーデン

錦玉園

浅間サンライン

多肉生産販売

錦玉園

http://www.kingyokuen.jp

南ケ原

上信越自動車道
国道 18 号線

夢ハーベスト農場

停車場ガーデン

加増

だんとコーヒー

停車場ガーデンHP に
リンクページ増設！

グリーンロード

平原

浅間クリスマスローズガーデン

29年かけた手作りのナチ

ュラルガーデンです。

正面に小諸市街を見下ろ

て右後方には北アルプス

小諸市南ヶ原3897 ☎0267-25-0923
火曜定休 /開園9:00〜5:00/冬季12月〜3月10：00〜4：00
初夏のシーズン、15000 ㎡の八ヶ岳一望の敷地に、350
種類以上のハーブ１万株のラベンター、 350 種類のオ
ールドローズなどが咲き誇ります。カフェ＆ショップも
充実。エッセンシャルオイル等の蒸留工場も併設。
ブルーベリーの摘み取り
（7月中〜8月中）
もできます。

が一望できる大パノラマ。
約1000種類の花々が咲き

乱れます。ガーデンカフェ

もご利用ください。

Sam’s Garden
サムズガーデン

http://yume-harvest.com
木曜定休（6〜８月無休）10：00〜17：00
入園料500〜800円（花の咲き具合により）
☎0267-25-9255

H29 年開園日 4/29 ( 土）
〜７/２
（日）
open 9:30 〜 16:00 ☎090-3333-9555
* 詳しくはホームページをご覧ください

薔薇祭り 6月1 日〜30日 隠れ家的おうちカフェ
40種類 70 株の 薔薇をお楽しみ
だんとコーヒー
いただけます。

http://danto.grupo.jp

人気のラベンダー摘み
７月中〜８月中

し、その先には富士山そし

3000 坪の敷地に 3000 種類の多肉植物を
栽培。珍しい種類も多い多肉ミュージアム。
周辺は眺望抜群、散策もおすすめです！

クリスマスローズ、雪割草の専門ナーセリー

ASAMA CHRISTMASROSE GARDEN

浅間クリスマスローズガーデン
〜信州で育つ原種クリスマスローズの
育種に力を入れています〜

10:00〜17:00 水曜定休 ６〜９月閉園
☎0267-25-1224 小諸市平原 665-1
＊ガーデン倶楽部の会員募集中

木曜定休
６〜８月/10 時〜18時 その他/12時 〜17時

HP: http://www.minax-bio.co.jp
blog: http://blog.livedoor.jp/cites01-acrg/

ヘレボルス・チベタヌス（中国秘
境に咲く幻のクリスマスローズ）

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

2017年

だより ７.８月

イベント

大手

本町

停車場ガーデン Cafe&Shop
営業時間 9:00〜19:00 /木曜定休
カフェ 11:０0〜 18:00(LO)
長野県小諸市相生町 1-1-9
Tel&fax 0267-24-2525
URL http://www.t-garden.org

R141

★大手門

P
P

本陣主屋

停車場ガーデン
P

発行：NPO法人こもろの杜（ 小諸市立
大手門公園ガーデンエリア指定管理者）

小諸駅

停車場ビアガーデン
＆アイリッシュ・セッション

７/22

(土）18時〜21時
■地ビール
よなよなエール（生）
停車場ガーデン・せせらぎの丘（小諸駅前）
OH!RA!HOビール（生）
■小諸産ワイン＆シードル(林檎のお酒） ＊雨天はガーデンカフェ店内・出店なし
マンズワイン（諸）
宮嶋林檎園（森山）
■おいしい屋台
楽しいダンスミュージック
テールドシエル（糠地）
トルティーヤ、特製ハンバ
冷えた生ビール＆ 地場産ワイン・シードル勢ぞろい！
アンシードル（糠地）
ーガー、屋台ラーメン、
ご家族で楽しめます。
中棚ワイン（御牧ケ原）
グルメなバル風つまみ,他

！

みん

水遊びガーデン

～スプリンクラーのシャワーで遊ぼう！

空ヨガ せせらぎの丘

7/28(金). 8/4(金). 11(金)

16:00〜16:40 雨天中止／参加無料
＊申し込み不要（低学年以下は保護者同伴）
＊帽子、水分補給など熱中症対策をお願いします。

講座

毎週土曜日朝8:00〜9:00

朝の爽やかな野外でヨガを始
めませんか?初心者の方もお
気軽に参加ください。

インストラクター：前川としこ
参加費800円/雨天中止/持ち物
：ヨガマットか何か敷物、飲み物

本陣主屋・催し物のご案内

7/25(火)〜8/20(日）

古布を使ってイカ、
タコ、魚などの海の楽しい

仲間たちを展示。
さわやかな夏のつるし飾り

もご覧ください。

☆体験講座／古布で魚（タイ・コイ・キンギョ）を作

（材料費別
ろう！ 随時受付 /要申込 /1000円

パンフラワー教室展
8/8(火)〜8/14(月)
講師：土屋裕子
小麦粉から作る粘土を彩色し制作する、
パ

▲

涼しい本陣主屋で楽しいクラフト体験しませんか！
要予約（１週間前まで） 本陣主屋 ☎0267-24-7788
各講座参加費.大人1000円.子ども500円
（小3以下は保護者同伴）

▲▲

立科・古布愛好家の仲間の作品展

7/28(金)10:00 〜12:00

人気のクラフトバンドでかごを編んで
みましょう。作り方がわかるといろん
な応用ができますよ！
講師：小諸学舎・蔵太隊

8/4(金) 10時/11時/13時/14時〜
葉っぱのもよう染め
好きな色でコースター、
めがねふ
きなど制作します。

陶器のような美しさが楽しめます。

7/18(火)〜8/20(日)
昔の機織り体験

発泡スチロールで原形を創り、砂に埋
めてアルミを流しこむ独自の手法で作
られた花器の数々。
アルミとは思えない
重厚な存在感のある作品が並びます。

各４組まで

停車場ガーデンの植物を使って、

山の幸染め講師：春原さゆり

同時開催:アルミアート花器展
/工房NAGASAKI

定員25名

クラフトバンドのカゴづくり

ンフラワーの華麗な世界をご覧ください。
繊細な花のアレンジや可愛らしい人形など、

▲▲
▲

古布でつくる夏の魚展

本陣主屋の夏休み親子体験教室 ▲

▲

！ せせらぎの丘で待っ
てね
てる
来
で
よ
な

イベント

予約優先（小3以下は保護者同伴）

/制作時間1時間/小学生1300円
大人1800円 (ともに材料費込)

かんたん布金魚

制作時間30分/600円(材料費込)
＊小3以下は保護者同伴

機織りのポーチ

停車場ガーデンの講座案内 ＊ご予約お願いします。 電話0267-24-2525
●花と緑の学校 9:00〜10:30 会場：停車場ガーデン

7/8(土) 梅雨を彩るアジサイの仲間たち

アジサイには様々な種類があります。
それぞれにあった剪定の
タイミングやタイプ別の栽培方法などを紹介。
講師：中村勝廣/200円/14名

7/22(土) 涼しげなコケ玉づくり

●花の講座 プリザーブドフラワーレッスン
講師：渡邉真由美/ティータイム有/各定員10名

7/27(木) 14:00〜16:00
レジン インテリアフラワー

プリザーブドやドライフラワーを、
シリコン樹脂に
埋めて固め、
アロマの香るインテリに。/2500円

８/24(木) 14:00〜16:00
アンティークBOXアレンジ

植物をコケで包んだコケ玉は意外と簡単
に作れます。
癒しと潤いをインテリアにプ
ラス！ 講師：中村勝廣/1200円/8名

蓋の上に素敵なアレンジを施したお洒落な使える
BOXです。
/3900円

8/26(土) 夏の宿根草リフレッシュ
〜切り戻しと剪定

8/24(木)10:00〜12:00
デコ巻き寿司講座「わんこ・すいか」
●食の講座

夏を越して旺盛に育った植物をリフレッ
シュすれば秋も楽しめます。何をどう切れ
ばよいのか、
丁寧にお教えします。
講師：中村勝廣/200円/14名

人気のフレンチブルドックとすいか巻きに挑戦。持ち物；エプロ
ン,ふきん,包丁,デジタルスケール,お持ち帰り容器、巻きす
（あ
れば）
,カッティングシート 講師：ふかりまり/3500円/１０名

作家紹介／停車場ガーデン・本陣主屋で作品を展示販売中！

小平ひとみさんの 陶芸小物＆ドールハウス
立科町出身の小平さんは、若き日に瀬戸市の陶芸専
門学校で学び、その後も働きながらコツコツと陶芸

作品を作り続けてきました。数年前に仕事を早期退職

してから、作家として活動を開始。お茶碗などの他に、
かわいい陶器小物も人気です。

ドールハウスを作り出したのはここ２年ほど。木枠も

家具も布類も、ほとんどが自作です。
「小さいころ大好

きだったおままごと遊びの延長のようで、作るのがと

ても楽しいです」
とのこと。作品を見るだけでも、その

気分を味わえますよ。どうぞ、のぞいて見てください！

子ども＊手づくりクラブ in 城下町

要予約（先着順・１週間前まで）/申込みは本陣主屋（土屋）☎ 0267-24-7788
主催：城下町にぎわい協議会 ＊詳細は
「本陣主屋」
オフィシャルサイトで

７／２８
（金）＊詳細は表面参照

クラフトバンドのカゴづくり

８／４
（金）＊詳細は表面参照

先生：桑原ゆみ・山内敏江

10／1（日）
13:00〜15:00

先生：中嶋祐子 子供500円、大人1000円
浅間山山麓で集めた天然素材で、
すてきな
ナチュラルリースをつくります。定員30名

会場：相生会館

13:30〜15:30 /参加費300円 /定員20名

ハロウィンのカボチャかざり

森のクリスマスリースづくり

先生：スタジオ解放区 /無料 /定員15名

ふるさとのおやつづくり

葉っぱのもよう染め

11／26（日）
13:00〜15:00

ダンボールのおうちづくり

公園に広げてみんなで遊ぶ、
おうちをつく
ろう！ みんなで、
すきな絵をかいてね。
３才から誰でも参加できるよ。
小学生以下
は、保護者の方ときてね。
＊イメージです

クラフト講座（会場：本陣主屋）

先生：村上裕昭 /無料 /定員30名
みんなで粘土でファンタジーのカボチャを
つくって、
ガーデンに飾ってみよう！
（自分の作品はあとで持ち帰れます）

９／２
（土）13:00〜15:00 大手門公園

９／30
（土）小諸まんじゅう
写真はイメージです

野菜や果物のおいしいあんを入れて、
小諸
流のまんじゅうをいろいろつくってみよう！

10／29（日）そば粉のおやつ

（そばがき、林檎入り薄焼き）

そば粉をコネコネおいしいそばがき、
クレー
プみたいな薄焼きを、
つくって食べよう！

1／27
（土）ごはんのこねつけ

あまったご飯も、丸めておいしいタレをつけ
れば、子どもも大人も大喜びのおやつに！

同じも
のは、あ
りま
せん。世
界でひ
とつ
の作品
です。

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

停車場ガーデン Cafe&Shop
9:00〜18:00
（10月〜）/木曜定休
9/21,10/26(木)はショップのみ営業

2017年

9/10 (日) 16：００〜20:00 入場無料
会場/停車場ガーデン
（雨天・本陣主屋）

Tel&fax 0267-24-2525
URL http://www.t-garden.org

P
本陣主屋

発行：NPO法人こもろの杜

お得な日本酒飲み放題試飲参加券 発売中！

前売り2000円、
当日3000円／取り扱い店、小諸・停車場ガ
ーデン、佐久・酒舗 清水屋佐久平店（長土呂）、他
参照
☎0267-41-0899居酒屋ブライカン（平日11時〜16時）
詳しくは
新市街プロジェクトチーム

ガーデンショップ

10/7（土）〜31(火)

秋の球根フェア

ガーデナーこだわりの秋植え球
根を集めました。
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
楽しみなる球根をご紹介！

小諸駅

注：この駐車場は９/4から工事のため閉鎖します

9/2１(木)〜25(月)
第６回

裏面に
記事

飲み比べ。
日本酒に合う食べ物屋台も並びます。

@停車場ガーデン

小諸宿の１４の商家、
蔵などがギャラリーに

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、
苔玉の販売もあり。

@本陣主屋

花会器・2017

裏面に
記事

磁器/奈良千秋、
木工/谷進一郎、
花/谷恭子

あかり展
ガラスランプ/吉川篤、
岡田明子、
和のあかり/小林由美子

創作粘土人形 土屋和栄
アンティーク着物いちい

11/3
(祝・金)

関連講座

ハロウィンパレード＆

フリーマーケット魔女の市場

ハロウィンパレードは今年が最後。盛大に行います！

10/14(土) 球根を使った寄せ植え

花苗と球根で、春まで楽しめる寄せ植えをつくります。
2800円
（材料費込み） →詳細は裏面

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。
仮装が条件、
参加費1000円
（1区）詳細：別チラシ、
申し込み用紙は
店頭又はHPからダウンロードお願いします。☎停車場ガーデン

◆ 本 陣 主 屋 ・催し物のご案内 ◆
9/15(金)〜19(火)

10/13(金)〜18(水)

パッチワーク教室展

丸山まみの俳句キルト

（指導・松林美千子先生）

俳句とパッチワークの組み合わせ
が新鮮。和風もめんの可愛い小物
もいろいろ展示。

大作から実用的な小物まで、
一針一針心のこもった作品展。

【同時開催】

10/24(火)〜11/4(土)

ニットソーイング展
～長谷川まつ子と仲間たち
着やすさと素材にこだわったス
テキな洋服を展示販売。

ドールフェスタ

人形の持つ魅力にとりこになった10人

10/6(金)〜11(水)
まりこ

停車場ガーデン
P

（大手門公園ガーデンエリア指定管理者）

ひやおろし解禁！佐久・小諸の12の蔵元の地酒を

主催：新市街
プロジェクト
実行委員会

R141

★大手門

カフェ 11:０0〜 18:00 (LO)

だより 9.10月

停車場 地酒祭 2017

大手

本町

営業時間 9:00〜19:00
（９月）

しがらきやき てん

椀子信楽焼展

都築誠 寺沢澄江

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。
く る め がすり

久留米絣と木綿のいろいろ展
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。
木綿の小物などの展示もあります。

の作家たちの、
個性と技の競演です。
創

作粘土人形（球体関節・固定ポーズ・）、
布人形・、桐彫り創作人形、
ロマンドー

ル人形、
フランス人形・・。アンティーク

ドールのコレクションも公開します。

停車場ガーデンの講座案内 ＊ご予約お願いします。 電話0267-24-2525
●花と緑の学校 9:00〜10:30 会場：停車場ガーデン

9/9(土) 多肉植物を仕立て直して魅力復活

多肉植物がひょろひょろ伸びる。大きくなりすぎた。
そんなお悩
み一挙解決！元の姿に直す方法を伝授。
講師：中村勝廣/200円/14名

9/23(土) 小諸八重紅枝垂の剪定と仕立て方

小諸が誇る枝垂れ桜。庭に合わせた管理方法を教えます。
枝をたこ足にしない剪定方法や仕立て方は必聴です。
講師：中村勝廣/200円/14名

10/14(土) 球根を使った寄せ植え

花苗と球根を使って春まで長〜く楽しめる寄せ植えを作りまし
ょう！ おすすめの球根もご紹介します。
講師：のなかかつこ/ 2800円
（苗、球根代込み）/１０名

10/28(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：園芸鋏
や包丁、
手ぬぐい、砥石 講師：中村勝廣/200円/１０名

●花の講座 プリザーブドフラワーレッスン

講師：渡邉真由美/ティータイム有/各定員10名

９/28(木) 14:00〜16:00
ハロウィン アレンジ

今年は、
ダークなイメージのハロウィンを
いかがでしょうか? /3900円

10/19(木) 14:00〜16:00
秋のフレームアレンジ

ナチュラルな風合いのボックスフレームで
やや大きめのアレンジの挑戦です。
/4800円

●食の講座 9/28(木)10:00〜12:00
デコ巻き寿司講座「トトロ・まっくろくろすけ」

人気の森の妖精を作ります♫これからの行楽シーズンにもオ
ススメです！持ち物：エプロン、包丁、
ふきん、持ち帰り容器、
デ
ジタルスケール（巻きすとまな板もご持参ください。初参加の
方にはプレゼントします）
講師：ふかりまり/3500円/10名

9/10の「地酒祭」では、佐久・小諸12蔵元
の “ひやおろし” が飲み比べられます。

第６回

「ひやおろし」
の名は、冬にしぼられた新酒が劣化しないよう
春先に火入れ（加熱殺菌）
した上で大桶に貯蔵し、
ひと夏を

本陣主屋会場

工芸品出品作家
プロフィール

超して外気と貯蔵庫の中の温度が同じくらいになった頃、2

花会器・2017

谷進一郎（木工家具）

度目の加熱殺菌をしない
「冷や」
のまま、大桶から樽に
「卸して」
出荷した

1947年東京都生まれ。武蔵野美術大学で学び、松本にて

ことに由来。長野県の
「ひやおろし解禁日」
は９月９日、
イベント前日です！

木工修業。73年 独立、75年 小諸市へ移転、03年 現代の木

今回参加する蔵元は、大澤酒造、大塚酒造、木内醸造、黒澤酒造 、
橘倉

工家具（東京国立近代美術館工芸館）他多数に招待出品。

酒造、佐久の花酒造、武重本家酒造、千曲錦酒造、土屋酒造、戸塚酒

国画会工芸部会員、信州木工会会長。天池に工房を持つ。

造、芙蓉酒造、古屋酒造の12蔵。企画したのは、相生町駅前の飲食店経

奈良千秋（磁器）

営者や酒販店、小諸出身のイベントプロデューサーなどの若い世代。

1950年秋田県生まれ、愛知県窯業訓練校、大谷焼、九谷青

市街地の新たなる活性化を目指してプロジェクトを立ち上げ、駅前公園

窯を経て、東京町田にて独立築窯。1984年上田市真田町

に移る。1996年磁器の表現（東京国立近代美術館工芸館）

のメリットを利用した企画にチャレンジします！応援お願いいたします。

招待出品。全国各地で個展・グループ展に出品多数。

スポーツの秋！ 駅・大手門周辺のウォーキングクラブをご紹介します
全身をバランス良く使って運動機能を高める

佐久平ノルディックウォーキング協会 小諸支部

は、
２つのタイプがあるようです。

本会２000円＋支部1000円／ポール各自持参／現在の会員・

ことのできるポールを使ったウォーキングに

一般的には、
「ノルディックウォーキング」
はス

活動日・毎週土曜日7:00〜8:00／集合・懐古園・馬場 年会費・
本会約130名(うち小諸支部30名）／☎ 080-6567-0246(中山)

ポーツを起源とし推進力のある歩き方、
「ポー

健康づくり、仲間づくりを目指して、毎週、懐古園や大手門周辺を

の弱い人でも姿勢良く歩けるように工夫され

べりするのが楽しみになっている人もいます。年に4、5回は、本会

ルウォーキング」
はポールで体を支える足腰

たもので、
ポールの形も違うということです。

公園や坂道の多い小諸は健康づくりにも好適地です。
いい仲間をみつけて、
元気で長生きを目指しましょう！

歩いています。その後、有志で店に行き朝食を取りながらおしゃ
主催で県外を含む名所等へ日帰りツアーを行っています。

浅間嶺スポーツクラブ「ノルディックウォーキング教室」
活動日・毎週月曜、第1、3金曜

9：00〜11：00／集合・大手

小諸健康教室YOU・愛サロン
「ポールウォーキング」

門公園／会費(シニア）
・入会金3000円、年会費10,000円
（保

(相生町口) 年会費・3000円／ポール各自持参・ない方は貸し出

現在の会員／約30人

活動日・毎月第2・４金曜日

9:30〜11:00／集合・あすか小諸

険料込）他、
ジュニアやファミリー会員有／ポール各自持参

☎ 090-4009-7373(代表・小田切)

し可能／現在の会員・約20名／☎ 22-6370(あすか小諸)

ノルディックウォーキングの公認指導員とクラブの有資格者の

れた歴史ある未開の名所の発掘や地域のイベントなど、毎回目的

や大手門周辺の他、市内のお寺巡りと温泉に入るツアーなど多

健康づくり、特に健康寿命を伸ばすことを目的として、小諸の埋も

スタッフの2人の専門的で丁寧な指導を受けられます。懐古園

地を変えて楽しく歩く工夫をしています。年に何度か、電車での遠

くの方に参加していただけるようなイベントも企画しています。

になると、
月１回の健康講座にも参加できます。

ーツ教室を運営する総合型地域スポーツクラブです。

出もあります。 ＊NPO法人 小諸健康教室YOU・愛サロンの会員

＊一般社団法人

浅間嶺スポーツクラブは、他にも数種のスポ

