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
本町
営業時間 9:00〜18:00 /木曜定休
本陣主屋（冬季休業中）は、
お人形めぐり
2/17(土)〜3/4(日)の期間は開館します。

停車場ガーデン
&本陣主屋

500円〜

2018年

だより 1. 2月

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

本陣主屋

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

2/17(土)
〜3/4(日)

和の縁起物とお雛様 1/27(土)〜2/12(月)
多肉植物フェアー
1/17(水)まで

本陣主屋

停車場ガーデン
P
小諸駅

第1４回

(→裏面でご案内)

2/28 まで

せせらぎの丘
〝小諸宿の華″

冬カフェ

冬の丘に古布の花
が咲きます！

停車場ガーデン

おいしいパンや
焼菓子も豊富！

歴史的建物に多彩な作家の作品が並びます。

朝9時～11時 14時～17時は、
セルフサービスでお安くなります！
こだわりのコーヒー200円 高校生割引
コーヒー100円
紅茶・緑茶・100円
おすすめ！ 手づくり甘酒

2/17(土)〜3/4(日)

貝びな/東誠子、
アルミアート/長崎隆夫・長崎真一、
創作粘土人形/土屋和栄、パッチワーク、陶芸、
布小物、布、昔きもの/手仕事ギャラリー、
つるし飾り/立科在住愛好家の皆さん

200円

＊小さなパーティー、会合に席を予約できます。
（ ４名〜10名）
＊手づくりのケーキもご予約できます。

1月中旬

2/17(土)〜2/21(水)

手織りさき織り教室展/重野美知子 、
ステンドグラス/岡田明子、和風クラフト/
布花とトールペイント/長谷川和子
丸山ま美、

パンがさらに充実します

2/17(土)〜2/24(土)

塩野のパン工房「ベーカリーキッチン彩り」のパン、予
告より遅れましたが、1月中旬には入荷予定！グラタン
パンなど、ボリュームの調理パン、菓子パンなど。
「エプロン」のチーズパンやあんバター、
「ハッピータ
イム」のふわふわパンもかわらぬ人気です。
＊カフェで、温めて召し上がれます！

人気商品

P

発行：NPO法人こもろの杜（もり）

R141

★大手門

（大手門公園ガーデンエリア指定管理者）

明けましておめでとうございます。

新年のプレゼントに！

大手

古布ちりめん「昔のきもの・いちい」
昔の人形コレクション/西澤なおこ

2/22(木)〜2/26(月)

シャドウボックス教室展/佐藤千月 、
レザーワークス/ Cika、
和風クラフト/丸山ま美、サンドブラスト/首藤睦子、
籐工芸/伊東照代、輪針のセーター/尾形芳江

2/25(日)〜3/4(日)

こだわり焼き菓子
地場産の
「ゆきいろ」植物性
雑穀・豆
の素材で素朴な味。
「こでまり」オーガニ
ックなスコーン。
「しののめ作業所」
こうばしいゴマクッ アサマファーム養鶏場の有精卵
キーなど。
自家飼料で安心。
コクが違います！

正絹ちりめん「はやずみ」
、球体関節人形/村上裕昭

2/27(火)〜3/4(日)

創作人形/佐塚葉子、
トールペイント/鳥山規子
織と染め/大森美津子

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 ※要予約

●花の講座

1/27 (土) 土と肥料の話

1/25(木) 14:00〜16:00
花のアレンジレッスン
「ハーバリウムを作ろう」

ガーデニング初めは土と肥料を良く知ることから。土の良し悪
し、
肥料のタイミングで植物の出来が大きく変わります。
講師：中村勝廣／200円／12名

2/10 (土) 多肉植物の寄せ植え

バスタブ型のユニークな器にギュギュっと
多肉を詰め込んだかわいい寄せ植えを作ります！上手な管理
の方法も学べます。
講師：名小路 雄／2３00円
（材料費込み）／10名

2/24(土) 冬芽の観察を楽しもう（外歩き）

動物や人の表情に見えたり思わぬ発見が多い樹木の冬芽。
葉を見比べるより違いが分かります。親子参加大歓迎です！
講師：柴平志保子／200円／12名

今話題のハーバリウム(植物標本)。
花材を自由に選んでいた
だき自分だけのオリジナルが作れます！ 講師：渡邉真由美
／1本制作2500円・2本制作4000円
（お茶代込）
/10名

2/22(木) 14:00〜16:00
花のアレンジレッスン
「ウィンターフレーム」
静かな夜をイメージ。
ブラウンのフレームに
個性的な色合わせのローズを詰め込んで…。
講師：渡邉真由美／6000円
（お茶代込）
/10名

1/27(土）13:30〜15:00 子どもクラブ ごはんのこねつけ

会場：相生会館 参加費300円 あまったごはんでつくる、おいしいおやつ。
先生：桑原ゆみ、
山内敏江
低学年以下は、大人と一緒にきてね。

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

2018年

だより 5.6月

６月より、新しいシェフによる新メニューがお目見え
します！ お楽しみに、
お出かけください。

花盛りのガーデンに
ピクニック気分でお出かけ下さい

ガーデンマルシェ
5/20(日) 雨天：東西自由通路
10:00～15:00

同時開催

停車場ガーデン Cafe&Shop
営業時間 9:00〜19:00 /木曜定休
ランチ 11:00〜14:00
５／3(木)は、
停車場ガーデン、
本陣主屋とも休まず営業します。

震災復興支援

第8回 さくらさくライブ
10:00開場(雨天時11:00)

地場産の新鮮野菜
農産物加工品
ハンドメイド品
焼き菓子
パン
かき氷

カンバッチ屋

13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。

ブ苗の販
売
ハー

大手

本町

P 大手門駐車場

竹内駐車場

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

P

発行：NPO法人こもろの杜（もり）

小諸駅

（大手門公園ガーデンエリア指定管理者）

本陣主屋
開館時間 9:00〜17:00
TEL 0267-24-7788

5/2(水)〜６(日)

初日開始時間13時から・最終日13時まで

金沢翔子書「六龍」コラボ展

Heart Windou Art

同時開催 浅間学園アート作品展
NHK大河ドラマ「平清盛」の
題字で有名となったダウン
症の書家の作品を中心に、
ハンディキャップのあるアー
ティストたちの個性あふれ
る作品を展示します。

6/10(日)〜6/20(水)
薔薇にまつわる作品展
5/26(土)～6/10(日)

@shop 小諸産ラベンダー・ウォーター
ハーブ刺しゅうの布小物、
ハーブの焼き菓子
寄せ植え用のおしゃれな鉢いろいろあります！

お花畑の動物アート展
6/9(土)～7/1(日)

浅間学園の利用者作品

プリザーブドフラワー、粘土、布、洋服など
様々なジャンルの
〝薔薇”が花咲きます！

創作体験：薔薇のプリザーブドフラワー
6/10(日)、15（金）10:00〜16:00
1500円(材料費込み）

（随時/約1時間)

6/22(金)〜6/27(水)
メッシュクラフト教室展
多彩な色合いの花や人形が表現できる
メッシュクラフトの作品をご覧ください。

創作体験：お花のブローチ、
ネックレス

花いっぱいのガーデンに、
木彫

6/22(金）
、23（土）
、24（日）10:00〜16:00

りアートの動物たちがたくさん

（随時/約1時間) 1000円〜(材料費込み）

遊びにきてくれます！

参勤交代の殿様の宿だった庭の
見える和室で、ゆったりとカフェ・

11:00〜15:00

みるみる形になっていきます！その場でのご注文で
オリジナル表札もすぐにできます。1500円〜
作家紹介：饗場良夫（あいばよしお）
さん
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。

創作体験の作品

おもてなし茶屋OPEN!

饗場さんによるチェーンソーアートの実演
６/9(土)、10(日)、17(日)

停車場ガーデン
P

本陣主屋

Heart Windou Art

ハーブフェア

R141

★大手門

軽食がいただけます。

ホットケーキ500円 コーヒー 200円

＊喫茶スタッフ募集！
和風スイーツの得意な方、大歓迎。
詳細はお電話で。☎24-7788（土屋）

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 ※要予約

５/12 (土) 小諸八重紅枝垂の剪定と仕立て方

６/９(土) どうして採れない？ ブルーベリーの栽培法

小諸が誇る枝垂桜。庭に合わせた管理法を教えます。
枝をタコ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／7名

たくさん収穫するには秘訣があった！土選び、
植え方、
管理方法までお悩み一挙解決！
講師：中村勝廣／200円／７名

６/２ (土) キッチンハーブの寄せ植え

6/23(土) ラベンダー活用法とスティック作り

料理などに重宝なハーブを寄せ植えにして、少しづつ摘
んで利用できる、見た目も素敵な便利な一鉢を作ります。
講師：名小路 雄／3000円／8名
おしゃれなホーローの鉢

万能ハーブのラベンダーの活用法を紹介。
かわいくて香り良いスティックを作りましょう。
講師：中嶋祐子／参加費1000円／／定員７名

Welcome to Garden City Komoro

小諸のガーデンカフェ＆
園芸直産ショップ
糠地

サムズガーデン

錦玉園

浅間サンライン

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

平原

錦玉園

http://www.kingyokuen.jp

5/3(木)、4(金)、5(土）

錦フェス 開催！
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！
小諸市南ヶ原3897 ☎0267-25-0923
火曜定休 /9:00〜5:00/冬季12〜3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。

浅間クリスマスローズガーデン

高原の町・小諸の初夏は、美しい花の季節。山麓のガーデン
カフェめぐりがおすすめです。 また小諸は、多肉植物栽培のメ
ッカ。マニア憧れの多肉ミュージアムを、のぞいてみませんか！

http://yume-harvest.com
木曜定休（6〜８月無休）9：00〜17：00
入園料500〜800円（花の咲き具合により）
☎0267-25-9255

30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

し、その先には富士山そし
て右後方には北アルプス

が一望できる大パノラマ。

人気のラベンダー摘み
７月中〜８月中

停車場ガーデンHP に
リンクページあります！

グリーンロード

多肉生産販売

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

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

H30年開園日 4/28( 土）
〜７/16
（月）
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

木曜定休 ６月は無休で営業致します
６〜８月/10 時〜18時 その他/12時 〜17時
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
小諸市立大手門公園内の、
NPOが運営する市民ガー

デンです。花いっぱいのテ

ラスで、ランチやワインを
いかがですか？

木曜定休 9:00〜19:00

信州緑花ネットワークへの
参加のお誘い

〜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〜

ハウスオープンは例年2月〜３月
☎0267-25-1224 小諸市平原 665-1
＊ガーデン倶楽部の会員募集中

HP: http://www.minax-bio.co.jp
blog: http://blog.livedoor.jp/cites01-acrg/
来年4/25〜6/16に、松本市の信州スカイパークをメイン会場に開

催される、長野県と中信４市らが主催する
「信州花フェスタ2019」
。

それを機に全県の緑花にかかわる人がつながろうと
「信州緑花ネ

ットワーク」が、立ち上がりました。施設、店、園芸グループ、個人、行

政が登録することができ、登録すれば、県内に情報発信してもらえ
たり、情報が送られてきたりします。東信でも、多くの団体に登録い

ただき、来年の花フェスでは、東信の花と緑をみんなでアピールし

ていきたいと思います。
グループ、サポート会員は登録無料です。

＊緑花ネットワーク会員募集の案内を、停車場ガーデン・ホームペ

ージの「小諸のガーデン・花情報」欄ににアップします。

または停車場ガーデンにおいてあるパンフレットをご覧ください。

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）

花フェスタ・メイン会場のイメージ

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

2018年

だより 7.8月

OMOYA

涼しい和風カフェで、
特製かき氷をどうぞ！

本陣主屋

Weekend Bar @Garden

入館無料 9:00〜17:00 木曜休

かき氷 300円〜
和スイーツ
軽食
コーヒー

ビール、ワイン
おいしい料理

7/６〜9/29 毎週 金、土曜日
夕方16:30〜21:00 ラストオーダー20:00

小諸駅

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）

HONJIN

停車場ガーデンが夜も営業します！ご家族でどうぞ。

週末バル

停車場ガーデン Cafe&Shop
大手
本町
営業時間 9:00〜19:00 /木曜定休
ランチ 11:00〜14:00
R141
★大手門
週末バル 7/６〜9/29 の金、
土曜日
P 大手門駐車場
夕方16:30〜21:00(ご注文は20:00まで)
7/4(水)は臨時休業いたします。
竹内駐車場 P
停車場ガーデン
Tel&fax 0267-24-2525
本陣主屋
P
URL http://www.t-garden.org

イメージ写真

＊バルで、農産物、加工品、パン、お菓子などの販売をしたい方の出店募集！
飲食提供は不可、物販のみ。問い合わせ、停車場ガーデン☎0267-24-2525

新しいカフェの運営メンバー＆新メニューの紹介

ショップ

▶裏面に記事

での展示風景
昨年の城下町フェスタ

▶

「うつぎ屋」のこだわり豆腐、油揚げ、厚揚げが毎週入荷！ 裏面
地元農園のジュース（りんご、
もも）、
ドレッシングが新入荷。

イベント at 停車場ガーデン・せせらぎの丘
7/20（金）16:00〜16:45 悪天候中止

夕涼み水遊びガーデン

～スプリンクラーのシャワーで遊ぼう！

芝生の上で裸足で遊べます。水鉄砲もありますよ〜！
申し込み不要、参加無料（小学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。

停車場ビアガーデン
＆アイリッシュ・セッション

７/28(土）18:00-21:00
停車場ガーデン・せせらぎの丘（小諸駅前）
＊雨天はガーデンカフェ店内・出店なし
■地ビール(予定）
よなよなエール（生）
楽しいダンスミュージックの生演奏。
OH!LA!HOビール（生）
■小諸産ワイン＆シードル(林檎のお酒）
ご家族づれでおでかけください。
■おいしい屋台

主催：NPO法人こもろの杜（もり）

こもろ青空バル
8/11(土）
15:00-21:00
青空のもと、いい音楽と美味いフードを食べ

ながら美味い酒で乾杯しましょう！

フード、
ドリンク共に、
昨年よりさらに充実！
主催：こもろ青空バル実行委員会

今年もやります！地酒祭

９上旬の日曜で調整中。
日時、内容が決まりましたら、
ガーデンHPにアップします。

みなさんも、公園を使って
イベントを企画しませんか！

7/27(金)〜8/1(水)

ねんど遊び「みらーじゅん」
・内藤順子、
同時開催：木の実から生まれた動物たち展・吉田夏生、 ねんど遊び
古布でつくる魚展・
木の実のペンギン
和こもの愛好家の皆さん

8/4(土)〜8/8(水)

トクさんのボトルリメイク工房
ワインやお酒のボトルのリメイク作品展示。
シェードランプや卓上シャンデリアなどを展示販売。

夏のクラフト体験まつり
すずしい本陣主屋で、
ものづくりとおしゃべりを！
親子で夏休みの作品づくりに。

7/27 8/10
(金)

(金)

8/4
(土)

古布で作るお魚

山の幸染め(やまのさちぞめ）
米粉のアイシングクッキー
ハーバリウム
ラッキーカラーのブレスレット

8/6

プリザーブドフラワー、ハーバリウム

(月)

陶板絵付け

8/8

つまみ細工

(水)

8/13
(月)

日程
相談

プリザーブドフラワー、ハーバリウム

籐工芸
布ぞうり
（2回講座）
手しごと 定期教室
参加者募集！
☎本陣主屋 24-7788

籐工芸
毎月第3火曜日
和こもの 毎月第2.4金曜日
粘土人形 毎月第1.3土曜日

電話0267-24-2525

7/14（土）見て学ぶカラーリーフ&シェードガーデン

相生坂公園を実例に見学しながら、
カラーリーフ植物の魅力や
日陰でも楽しめる庭づくりを学びます。
講師／名小路 雄 参加費600円 定員10名
（お茶付き）
相生坂公園

7/28（土）涼しげなコケ玉づくり

ボトルリメイク

10時〜15時の間いつでも。予約の方優先。
申し込み、問い合わせは各講師に直接お電
話で。金額は500円〜。詳細は裏面。

スタッフがあなたの夢をサポー
トします。（スタッフまで）

花と緑の学校 会場：停車場ガーデン 時間：9:00〜10:30 ※要予約

古布の魚

ねんど遊び展

植物をコケで包んだコケ玉で癒しと潤いをインテリアにプラス！
どなたでも簡単に作れます。持ち物：黒のミシン糸、
はさみ
講師／中村勝廣
参加費1200円 定員6名

8/25(土)

夏の宿根草リフレッシュ
〜切り戻しと剪定

夏を越して旺盛に育った植物をリフレ
ッシュすれば秋まで十分楽しめます。
何をどう切ればいいのかわかります。
講師／中村勝廣 参加費200円
定員10名

ランチではチキン
グリルやピザ、パ
スタ、
カレーなど
をご用意してお待
ちしております。

停車場ガーデン・カフェが新しくなりました。
地域に寄り添いながら、内外に情報を発信
する「コミュニティ・カフェ」として駅前
の賑わいづくりを目指していきます。

人気メニューの
「いくさしるこ」を
アレンジした、
「いくさソフト」を
お楽しみください

小諸市の公園施設である “停車場ガーデン” は、NPOこもろ
の杜（もり）が指定管理者として運営を行っています。
そしてこの６月からは新たに小諸市出身のシェフ＆仲間た
ちが、NPOのパートナーとして料理を提供することとなり
ました。地元の生産者や仲間たちと力を合わせて、小諸駅
前を活性化したいと試行錯誤しています。
ご来店いただき、皆様のご意見やアイデアをいただければ
ありがたいです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

ガーデンカフェのめざすもの
地元の方、観光客によろこばれるメニューの提供

夏味
スイ

地域コミュ二ティに寄り添い、観光で訪れた方にも
「美味し
い」
といっていただける料理を目指します。パーティーなど
の企画もサポートします。

地場の食材の魅力をテーブルに

イーツ

畑で採れる旬の野菜を最大限に活かしたレシピを考え、農
家の方との協力関係を築いていきたいと思います。

にぎわいづくりへの取り組み

夜の営業、魅力的な企画づくりに取り組みます。

画像はイメージです
四季を味わうピッツァ
Pizza Four Seasonʼs - 1,400yen

チョコパフェ
590yen
チョコパフェ
590yen

ショップより・新入荷商品のご紹介

福井農園のドレッシング

「うつぎ屋」の無添加・国産丸大豆の豆腐、油揚げ

自家栽培の果樹を使ったもの。
りんご・プルーン 115ml（各 540 円）
小諸の菜種油使用。特にプルーンは
フライや豆腐にかけても美味です。

加増にある卯の花作業所でつくられたおすすめ品です。
薬師豆腐もめん（140 円）国産大豆と天然にがりを使
用した大豆の風味豊かな手づくり豆腐
油揚げ（160 円）菜種油で揚げたおいしい油揚げ

小諸特産の果実ジュース入荷予定

厚揚げ（160 円）豆腐を切って菜種油で揚げました

りんご、桃など。農家が自家栽培果
実でつくる本物の味！お楽しみに。

がんもどき（205 円）湯通ししてから焼いて食べると
ふわふわに。＊ご予約でお届けします。

＊ガーデンショップで受託販売が可能な、おすすめの地場産の農産品、加工品などをご紹介ください！（スタッフまで）

本陣主屋・夏のクラフト体験まつりのご案内
7/27(金)、8/10(金) 古布で作るお魚

古い着物の生地ならではの色合い、風情が素敵。
／500円〜（材料費別）／30分〜／講師：土屋和栄
☎090-2333-7680

8/4(土)

各日とも10時〜15時。時間はおおよその所要時間です。
親子一緒でも参加できます。お子様は小学生以上が対象です。
ご予約の方を優先します。お申し込み、お問い合わせは直接講師までお電話ください。

8/6(月)
プリザーブドフラワー、ハーバリウム

豊富な花材からお好みのイメージでアレンジができま
す。ハーバリウムのキット販売もあり。／1000円〜250
円／1時間程度／講師：渡邊真由美☎090-8563-1565

山の幸染め

陶板絵付け

長野初！米粉クッキー×甜菜(てんさい）糖のアイシ
ングクッキー作り体験

8/8(水)

葉っぱを使ってアイロンで簡単に染め体験！コースター
3枚またはマルチクロスが作れます。／600円〜800円
／20分／講師：春原さゆり☎080-3548-4131

カラダにやさしく、かわいいアイシングックッキーを作
ります。／1000円／20分／講師：西條智香
☎080-2554-9553

ハーバリウムをつくろう

大人気のハーバリウム（植物標本）をお好みのボトル、
カラー、花材でどうぞ。／1000円(50ml)〜2000円
(200ml)／30分／講師：野本奈美☎090-5782-1071

ラッキーカラーのブレスレットづくり

自分の生年月日のラッキーカラーで、幸運のパワース
トーン・ブレスレットを作ります。
／3500円（親子なら一緒でも可）／1時間／講師：内堀
☎090-1653-9858

陶器の板(約12×16㎝)に好きな文字や絵を描きます。
焼成し1週間後に出来上がります。／1000円（焼成代込
み）／1時間程度／講師：小平ひとみ☎0267-53-3613

つまみ細工

つまみ細工でお花の髪飾りをつくります。／1000円（材
料費別500円〜）／1時間程度
／講師：丸山ま美 ☎090-8019-4569

プリザーブドフラワー、ハーバリウム ＊8/6と同じ

8/13(月)

籐工芸

軽くて丈夫、温かみのある籐を使ったコースターを編ん
でみましょう。／1000円／1時間
／講師：伊東照代 ☎090-1884-9860

日程ご相談 布ぞうり
（2回講座）

素足に気持ちがいい布ぞうり、夏に最適です！
／1回1000円（材料費他別）／2時間／講師：中沢節子
☎090-1869-1052

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
ガーデン
カフェ

2018年

だより 9.10月

週末バル

ビール、ワイン
おいしい料理

P 大手門駐車場

P
本陣主屋

停車場ガーデン
P
小諸駅

発行：NPO法人こもろの杜（もり）

☎ 0267-24-2525

（大手門公園ガーデンエリア指定管理者）

和室でゆっくりくつろげると好評です。

9/30 (日) 16：００〜20:00 入場無料

停車場 地酒祭 2018

9、
10月は、
リンゴスイーツがイチオシ！
アップルパイ、
ホットケーキ
（煮リンゴ
付）、
あんみつ 各450円／コーヒー

会場/停車場ガーデン
（雨天・本陣主屋）

ひやおろし解禁！佐久・小諸の蔵元の地酒を飲み
比べ。
おいしい食べ物屋台10店舗が出店。
クラフトビール、
ワイン、
サワーなども販売。
日本酒飲み放題試飲参加券！

300円／甘酒200円など。

お庭を見ながら、
ゆっくりとティータイム

9/2１(金)〜25(火)
第７回

前売り2000円、
当日3000円
９月１日より発売予定（停車場ガーデン他）
主催：新市街プロジェクトチーム

@停車場ガーデン
1０/６

信州小諸ふーどまつり
＠停車場ガーデン・せせらぎの丘

R141

★大手門

入館無料 9:00〜17:00 木曜休

夕方16:30〜21:00 ラストオーダー20:00

☎0267-41-0899
居酒屋ブライカン
（平日11時〜16時）

URL http://www.t-garden.org

大手

本陣主屋
おもてなし茶屋

9/29まで 毎週 金、土曜日

2018

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
＊紅葉祭りの10/25（木）、11/1（木）
は休まず営業いたします。
週末バル 9/29 までの金、
土曜日
竹内駐車場
夕方16:30〜21:00(ご注文は20:00まで)

(土)

10:00〜15:00

おいしい屋台、
アルクマのエアー遊具など、
親子で楽しめるエリアになります！
主催：信州小諸ふーどまつり連絡会

小諸宿の13の
商家、蔵が
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、
苔玉など展示販売あり。

@本陣主屋

小林一夫 彫刻展
裏面に
記事

〜初めての呼吸は白い波から始まる

手仕事展
皮籐工芸／青木喜子
和布のリメイクと小物／村田きよ子

11/3

(祝・土) フリーマーケット魔女の市場
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。参加費1000円
（1区画）。詳細はHP参照下さい。

ステージコーナー出演者募集！！音楽、
マジックなど。
お問い合わせ☎停車場ガーデン24-2525
ガーデンショップ

10/6（土）〜28(日)

秋の球根フェア

ガーデナーが選んだ、
宿根草と
相性が良い球根、
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
が楽しみになる球根をご紹介！

2016年の脇本陣での展示

本陣主屋 2018年秋 ハンドクラフト展
9/7(金)〜9/12(水) パッチワーク展
9/28(金)〜10/3(水)「いちい」古布展
10/5(金)〜10/10(水)
10/12(金)〜17(水)

黒とオレンジの色を基調にした、
ハロウィンを盛り上げる
ちょっぴり怖くてとってもかわいい寄せ植えを作ります。
持ち物：汚れても良い服装、
持ち帰り用の箱か袋(直径20
ｃｍ 高さ40ｃｍの品物が入るサイズ)
講師／名小路 雄 参加費3500円 定員6名

椀子信楽焼展、
水墨画展

10/27(土)〜11/3(土)

素敵可愛い人形展
本陣主屋／手仕事ギャラリー商品情報
正絹・絞りの端切れ再入荷！
幅35cm×100cm〜120cmの色とりどりの
端切れが５枚セットで2000円。布小物、人
形づくり、
そのままスカーフにも。
前回は、早々に完売。今回も数量限定です。

「うつぎ屋」のこだわり豆腐、油揚げ、厚揚げが毎週入荷！
＊地元農園の特製ジュース（りんご、
もも）、好評販売中。
＊パンが４つの店から入荷。食べ比べてみてください。

9/8（土）こわ かわいいハロウィン寄せ植え

久留米がすり、陶芸と一閑張り

10/19(金)〜24(水) パッチワーク教室展、
ニットソーイング

ガーデンショップ商品情報

花と緑の学校 会場：停車場ガーデン 時間：9:00〜10:30 ※要予約

裏面に
記事

電話0267-24-2525

10/13（土）
・10/27（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：砥石
（荒.中.仕上げ砥石）
古タオル、研ぐもの包丁、鎌、
など
（ステンレスは ）＊2日とも、
内容は同じです。
講師／中村勝廣 参加費500円 定員6名

城下町フェスタ・参加アーティストの紹介

9/30の「地酒祭」では、佐久・小諸10蔵
元の“ひやおろし”が飲み比べられます。

小林一夫（こばやしかずお／小諸在住）

秋にしか楽しむことのできない円熟な味わいが魅力の - ひやおろし -。
2018

昨年は多くのお客様にご来場いただいた地酒祭
（じざけまつり）
ですが、
今年は小諸・佐久地域の酒造「10蔵元」
に、
ひやおろしを出展参加いた

だきます。
また、小諸、佐久、東御、上田の人気飲食店が10店舗「日本酒に合うおつま
み」
をテーマに地酒祭を盛り上げます。
日本酒の他にも、
クラフトビールをはじめ、各種
アルコールをご用意して皆さまのお越しをお待ちしております。
＊
「ひやおろし」の名は、冬にしぼられ

作家歴:
2013 JAPANESE CONTEMPORARY ART(上海M50
OFFICE 339)
2014 小林一夫展（渋谷 Zaroﬀ）
ベストセレクション2014(東京都立美術館)
2015 小林一夫展（千葉 まがりやギャラリー）現代彫刻三人
展（長野 梅野記念絵
2017 一陽展植木力賞 個展（東京 アートギャラリー８８４、
浅間縄文ミュージアム)
2018 Co45(スリランカ、
コロンボ)

メッセージ：

た新酒が劣化しないよう春先に火入

現代彫刻のインスタレションを自由な

れ
（加熱殺菌）
した上で大桶に貯蔵し、

感性で楽しんでください。

ひと夏を越して外気と貯蔵庫の中の

『太古に酸素を供給したストロマトライ

温度が同じくらいになった頃、2度目

トが海岸に散在するように、
呼吸を始

の加熱殺菌をしない
「冷や」
のまま、大

めた石の塊が、
白い波のような木の上

桶から樽に
「卸して」
出荷したことに由

に乗り、本陣の広い和の空間を埋め尽

来しています。

くす。
白と黒、
無機物と有機物のコント
昨年の地酒祭

ラストが非日常の空間を演出する』

本陣主屋 2018年秋 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。

9/7(金)〜12(水)

パッチワーク展

丸山 ま美
和風もめんの質感を生かした
可愛い小物が楽しい

9/28(金)〜10/3(水)

いちい 古布展

昔の着物、
大島紬、
ちりめん、
かすり、端布、
リメイク
服、今すぐ着れる着物なども沢山取り揃えました。

10/5(金)〜10/10(水)
く る め がすり

久留米絣

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。
木綿の小物の展示販売もあります。

陶芸と一閑張り

寺沢澄江
一閑張りはザルや木に和紙を張っ
て柿渋を塗って仕上げる日本の伝
統工芸品である紙漆細工です。陶芸
とのコラボで展示いたします。
一閑張り体験

予約090-4944-0558

10/12(金)〜17(水)

まりこ

しがらきやき てん

椀子信楽焼展

都築誠

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。

同時開催：成澤聖空 水墨画展
10/19(金)〜24(水)

パッチワーク教室展
（指導・松林美千子先生）

ひと針ひと針の大作や毎年好評
のバック、
カード入れなど心のこ
もった作品ばかりです。

ニットソーイング kiki.Mum
～長谷川まつ子と仲間たち

10/27(土)〜11/3(土)

素敵可愛い人形展

さまざまな素材で制作した動物のぬいぐる
みや人形、絵小物など
個性豊かなあたたかい作品が並びます。

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

2017

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
11/3
(祝・土)

だより 11.12月

フリーマーケット

魔女の市場

FOOD
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

＠ガーデンカフェ

参加型
ワークショップ

13:00〜14:00 せせらぎの丘
By オギタカさん（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

10/20 ( 土 )〜11/18 ( 日 )

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

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

＊そばガレット試食

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！

ワインと合うFOOD

♬ 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・波多野（東御市）
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。

たべもの屋台

浅間ケルティックバンド、坂本健、武田良平

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。

＊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！

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）

朝採り白菜、
りんご、農産物加工品、ほか

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

1１:00〜15:00 農産物販売

リサイクル

わくわく 即興 紙しばい

小諸駅

ワイン & シードル フェア

地場産

術体験500円〜、
タイルクラフト
200円〜、缶バッチ 100円

手づくり雑貨

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）

体験 カイロプラクティック施

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

P 大手門駐車場

発行：NPO法人こもろの杜（もり）

10:00〜15:00 雨天・東西自由通路

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

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

旬の野菜＆果物

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（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（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
クリスマススワッグを作ろう

クリスマスの飾りとして注目の
「スワッグ」
を作り
ます。針葉樹と木の実の天然素材で横型スワッグ
(約50〜70㎝)に挑戦！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。

かぼちゃのケーキ＋お飲み物

Shop入荷商品

¥650

(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
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、
カムチャッカム斑入りポーチュラカ
各150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

葉ボタン 510円（寄せ植えで豪華に、
ひとつでもかわいい！）
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る)

ドールハウス 1200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

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

