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
11/3
(祝・土)

だより 11.12月

フリーマーケット

魔女の市場

ドレッシングキッチンのお弁当、
コッペリーのパン・焼き菓子、他

参加型
ワークショップ

13:00〜14:00 せせらぎの丘
By オギタカ（信州音あそびの会）
参加無料。予約は不要。年齢制限なし。

イルミネーション点灯

ワイン・シードル飲み比べ (500 円〜）
秋冬ランチメニュー 11:00〜14:00
果実酒に合うつまみ 10:00〜17:30

11/11 祝 地元ワイナリー・マルシェ
日曜日

リサイクル

わくわく 即興 紙しばい

12/1(土)〜2/1１(月・祝)

10/27(土)〜11/４(日)

本陣主屋 素敵可愛い人形展

アイリッシュ・セッション
13:00〜15:00 停車場ガーデン
秋のアイリッシュも素敵ですよ！

たべもの屋台
ワインと合うFOOD

浅間ケルティックバンド、坂本健、武田良平

♬ 踊ってください！ ☂ 雨天はテント
ワイン

ワイン特区小諸・東御のワイン＆シードル

祝

（フェアで飲めるお酒）
11月1 日正午に、
ジオヒルズワイナリー（小諸市 御牧ケ原）
醸造所（ショップ
中棚シャルドネ（白）／御牧ヶ原産の葡萄を ＆ワインテラス
使用し、酸味がしっかりした辛口のシャルドネ。
併設）が御牧ケ
中棚メルロー（赤）／御牧ヶ原産の葡萄。
原にオープン！
どっしりとした味で香が華やかに立ちます。
カーヴ・ハタノ（東御市 新張）
自家醸造施設で
鞍掛シャルドネ／芳醇な香と果実感が特徴。 誕生したワイン
巨峰ice／凍らせた巨峰から果汁を抽出し糖 が、この秋、初リ
度を高め甘く魅力的な香ととろけるような舌 リース！
触りのロゼワイン。

ご予約開始！

シードル

サンタパン (粉幸） 大人のヘルシークリスマス
200円 ＊予約不要

豆乳のチーズケーキ

（フルーツ）
（ショコラ）
（赤ワイン）
大1900円、小850円、
ミニ3本セット2400円
＊プレゼント用の包装いたします。

＊おいしいそばの実

パリでは、そばガレット＆シードルが屋台の定番です！

布人形/佐塚葉子、
トールペイント/鳥山規子、陶人形/小平ひとみ、
粘土人形/土屋和栄、
サン・クラフフト・ドール/小林きくみ

洋酒漬けのドライフルーツがいっぱいで、大好
評。常温で2週間、冷凍保存で1か月保存可。

朝採り白菜、
りんご、農産物加工品、ほか

＊そばガレット試食

動物のぬいぐるみや人形、
絵小物など、
個性豊か

シュトーレン(粉幸）

1１:00〜15:00 農産物販売

新そば粉・そばの実の試食販売（大西製粉）

なあたたかい作品が並びます。

Xʼmas スイーツ

ワイン & シードル フェア
10/20 ( 土 )〜11/18 ( 日 )

術体験500円〜、
タイルクラフト
200円〜、缶バッチ 100円

FOOD

手づくり雑貨
くらふとバンドのかご、羊毛
フェルト、
パッチワーク布小物、
アロマクラフト、植物アクセサ
リー、寄せ植え、帆布バック

小諸駅

＠ガーデンカフェ

体験 カイロプラクティック施

農家グループの百笑塾の野菜、
果物。
ほくほく焼き芋も販売

停車場ガーデン
P

☎ 0267-24-2525

（大手門公園ガーデンエリア指定管理者）

10:00〜15:00 雨天・東西自由通路

旬の野菜＆果物

P 大手門駐車場

発行：NPO法人こもろの杜（もり）

地場産

R141

★大手門

本陣主屋は、
11/５
（月）
〜3月末まで冬 竹内駐車場 P
季閉館。
＊お人形めぐり期間中は開館
本陣主屋
URL http://www.t-garden.org

2018年

&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〜 ランチ 11:00〜14:00
＊11/1（木）は休まず営業します。
＊12/27(木）〜1/3は年末年始休業

(こでまりスイーツ）
生クリーム、チーズ不使用なのに
まるで濃厚なチーズケーキ!

直径15cm 2500円＊予約は引き
渡し日（12/23.24.25日）の2日前まで。

テールドシエル（小諸市 糠地）
糠地産ぶどうで、
ソーヴィニヨンブラン（白）／酸がしっかりし、 はじめてのワイ
果実味が強い。(11月11日のみ提供）
ンが誕生しまし
シードル／澱（おり）を含んでいるところが特 た。評判です！
徴。年数が経っても発酵が続く。
12月中旬、市町
に醸造所（ショッ
プ、宿泊所併設）
シードル(セミスウィート)／控えめな甘さと酸 がオープン予定！
味とのバランスが良い。
アンシードル（小諸市 糠地・市町）
シードル(ドライ)／爽やかな酸味と繊細な泡
が特徴。

花と緑の学校 ※要予約 ☎0267-24-2525 予約受付は開催日の1か月前より

11/10（土）9:00〜10:30 ＠停車場ガーデン
葉っぱで染める！ランプシェイド作り

お好きな葉っぱをアイロンの熱で染める
「山の幸染め」
で、
ランプシェイドを作り
ます。
ＬＥＤランプつき 講師：春原さゆり 1000円
（材料費込） 定員10名

11/24（土）10:00〜12:00 ＠本陣主屋
クリスマスワッグスを作ろう

針葉樹の枝と木ノ実を使った縦約60㎝のナチュラ
ルスワッグ。
お好みの材料でオリジナルが作れます。
持ち物 ：手袋、剪定ばさみ 講師／中嶋祐子
2500円
（材料費込み） 定員10名

12/8（土）9:00〜10:30

＠停車場ガーデン

ポインセチア柄のデコパージュ

布製カバーのフォトブックにデコパージュをし
ます。
クリスマスカードの保存にもぴったりな
ポインセチアのペーパーナプキンを使います。
講師／中嶋祐子 １500円（材料費込み）
定員８名
持ち物：おてふき、

良く切れるハサミ

Garden Cafe 秋冬メニュー
豚すね肉と生姜のポトフ(バケット付き）

¥1,220

豚すね肉を香味野菜と共に４時間じっくり煮込み、野菜の甘み、旨味をたっぷり閉
じ込め、ホロホロになった豚すね肉をご賞味下さい。アクセントに生姜を加えました。

牡蠣と北八ヶ岳で採れた春菊のグラタン

¥1,100

クリーミーなグラタンの上に牡蠣を乗せ、アクセントに八ヶ岳で採れた春菊
をトッピングしました。

信州福味鶏のプロバンス風煮込み（バケット付き）

¥1320

その肉質の柔らかさに加え、通常の鶏肉よりも低カロリーで高タンパクである
事が特徴の信州福味鶏をニンニク、オリーブ、ハーブ等でトマト煮込みに。

信州味噌が香る

長葱と長芋のピッツァ

¥1,200

信州味噌を用いたソースに長葱と長芋のソテーをトッピング。他では食せない当店自慢
のピザです。

季節のケーキセット

Shop入荷商品

¥650

かぼちゃのケーキ

(地元作家の手づくりクラフト品＆園芸商品）

星型ペーパーランプ
シェード（大） 500円
＊これのみ既製品です

ハーバリウム 1500円〜

ナチュラルリース
1500円〜
火を使わない
香るキャンドル 600円〜

ボタニカルフレーム
3400円

オリジナルポーチ
小 300円、大600円
ティッシュ入れ 500円

葉ボタン 510円
寄せ植えで豪華に、ひとつでも
かわいいです！

ドールハウス 1200円〜

ビオラ 70円〜
11月に植え付け冬をこさせると
春に花の付きが良くなります。

はなまる園芸（東御市）の苗

人気のセダム、オウゴンマルバ、
ウンゼン万年草、
ブレビフォリウム、
カムチャッカム など各150円

三里駅近くの家具工房

4legs （フォーレッグス） のイラスト商品
オリジナルイラストのポストカード
１枚180円

冬の寄せ植えに、
サザンクロス、エレモフィラ 各200円
ゴールドクレスト 150円
＊はなまる園芸は、
ガーデニング好きの
奥さんの経験を生かし、路地植えできるセ
ダムやこの季節の寄せ植えに合うユニー
クな植物など、
ガーデニング好きにうれし
い商品を提供してくださっています。

2019年カレンダー

季節の花の絵がかわいい！
A5サイズ/ スタンド付き/800円

