
花と緑の学校    ※要予約 ☎-24-2525 予約受付は1ケ月前～
場所：停車場ガーデン　時間：９:00～11:30 
1/26 (土）　多肉植物の “ THE 育て方”
「手間いらず」と聞いて買った多肉植物。なんとなく育てていませ
んか？改めて基本からおさらいしましょう。　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 
2/9(土）  多肉植物の寄せ植え(実践）
多肉植物ならではの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  2500円　定員 8名　

2/23(土）  世界の園芸道具とその物語　
文化が違うと園芸道具も違います。世界には面白い道具が沢山。
その背景や誕生秘話をひも解いてみましょう。　
講師／名小路 雄　  参加費 200円　　定員10名　

1/4〜2/14 のバレンタイン企画 ハートの石を見つけた
方に、そば茶プレゼント！   「あなたの  そば  にいさせてね♥」 
停車場ガーデンのテラスには、ハートの敷石が埋め込まれて
います。みつけた方にもれなくプレゼント！ スタッフまで。

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 ３００円
ケーキセット 500円

（アップルパイなど、１日10セット限定）
甘酒 ３００円
ぜんざい ３００円
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2/23(土)～3/10(日)
貝びな(東誠子)、絣のリメイク(村田きよ子)、かぎ
針編いろいろ(金森富美子)、昔の人形コレクショ
ン（土屋和栄）、布ぞうり(中澤節子）、古布小物
(佐藤優子)、布人形と洋服(佐塚葉子)、陶芸(小
平ひとみ)、古布と昔きもの(いちい)、俳句(増谷秀
竹)、帽子とバック(荒川淳子)、陶芸(新妻秀彦)、
洋服と小物(磯貝弘子)、トールペイント(中嶋祐
子)、つるし飾り(立科在住の愛好家の皆さん)

2/23(土)～3/2(土)
古布ちりめん(いちい)、手織りさき織り教室展、ステンドグ
ラス(岡田明子)、プリザーブドフラワー(渡辺真由美)、ステ
ンドグラス(岡田明子)、帯・きものリメイク（原田千恵子）

3/3(日)～3/10(日)
織と染め(大森美津子)、トールペイント(鳥山規子)、サン・
クラフト・ドール(小林きくみ)、籐工芸(伊東照代）、布花と
トールペイント(長谷川和子)、和風クラフト(丸山ま美)、
輪針のセーター(尾形芳江)、正絹ちりめん(はやみず)、
パッチワーク(松林美千代）、絣のリメイク（村田きよ子）

せせらぎの丘
古布で手づくりした〝小諸宿の華″。
冬の花畑で皆さまをお迎えします！

停車場ガーデン Cafe&Shop
営業時間  9:00～18:00 /木曜定休
カフェ10:00～　ランチ 11:00～14:00
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 2/23～3/10は開館
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）

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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★大手門

本陣主屋
停車場ガーデン

1.2月
2019年

大手門駐車場

竹内駐車場

☎  0267-24-2525

新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
 　　　　　 停車場ガーデン・本陣主屋スタッフ一同

NEWS!
大手門駐車場が、２時間無料（以降１時間ごとに100円）
になりました！ ご利用ください。

1/26(土)～2/11(月.祝)  @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。

2/23(土)～3/10(日) 
10:00～16:30 最終日16:00

本陣主屋会場

創作人の物語展

冬のランチコース 1850円（税別） 
サラダ、 スープ、 パスタ、 メイン、
デザート、ドリンク  ＊ご予約ください

ガーデンカフェより 11:30-14:00 ランチタイム
シチュー、パスタ、ピッツァ、カレー
など、あつあつをどうぞ。
10:00-17:00 カフェメニュー
ドリンク各種。スイーツも好評です。
くわしくは停車場ガーデンHPで

夜の貸切パーティー承ります
イルミネーションが素敵なカフェで、
新年会や女子会はいかがですか？
8名以上でお申し込みください。
詳細は☎0267-24-2525まで。





 illustration  4legs

  停車場ガーデン・花と緑の学校

場所：停車場ガーデン　時間：9:00～10:30　
※電話でご予約をお願いします。（1か月前から受付）
※実技講座は2日前キャンセル料が発生します。    

3/9（土）　 講師／和久井道夫　参加費1000円  定員20名
旅するガーデナーの茶飲み話 (お茶付き） 　
停車場ガーデンをデザインした和久井道夫 さん。
今回は、タイ北部・チェンマイの素敵な庭と旅の　
お話を、撮りおろしの写真とともに楽しみます。

3/23（土） 講師／中村勝廣　参加費200円　定員12名
マイガーデンプランニング
新たに庭を造る人にも、模様替えしたい人にもまずは計画を立て
ることが大切です。希望と条件のバランスを考えてみましょう。

4/13(土)　 講師／中村勝廣　参加費200円　定員12名
どっさり採れるブルーベリーの栽培法
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！

4/27(土)　 講師／中村勝廣　　
参加費2500円　定員8名

セダムのモザイクアートを作ろう
色とりどりのセダムをブリキ製フレーム
にモザイク画のように植え込みます。

【お知らせ】
●本陣主屋が 4/1（月）より開館。（お人形さんめぐり中も開館）

●連休中の5/2(木） は、ガーデン、本陣主屋ともに営業します。

●本陣主屋カフェは、甘酒、おしるこなどが加わりご好評です！

●懐古園桜祭りが 4/6（土）～4/25（木）に開催されます。

●3/1より小諸八重紅枝垂の苗　注文受付中
小諸八重紅枝垂保存会は本年度も苗のお申込みを受け付けます。
入会金1000円＋苗(2年苗)1本1500円＋認定証200円
配布は4月中旬を予定　お申込：停車場ガーデン☎24-2525

本陣主屋 ・催し物案内

4/13(土)～4/24(水)
絣と木綿いろいろ
  と薪窯の陶芸展
新藤光子、寺沢澄江

お
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屋

同時開催：一閑張り作品展示と実演

    4/27(土)～5/ 8(水)
   桜さくらでハンドクラフト展
 　「春の装い」をテーマにした展示販売です。

　       絣のリメイク  村田きよ子
          かぎ針編みいろいろ  金森富美子
          和服のリフォーム  磯貝弘子　
　　　藍染、パッチワーク、古布こもの、布人形、
　　　陶芸などを展示販売する手仕事ギャラリー。
　   　丁寧に作られた1点物の作品がたくさん！

薪窯の陶芸

一閑張　絣のバッグ

まきがま

かすり

絣
の
ベ
ス
ト

停車場ガーデン Cafe&Shop
木曜定休　ショップ  9:00～19:00 　
カフェ・レストラン10:00～21:00
＊ディナータイム18:00～（水、日曜は要予約）

本陣主屋は、3月末まで冬季閉館
＊お人形さんめぐり 2/23～3/10は開館

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）
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3.4月
2019年

大手門駐車場

竹内駐車場
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

停車場ガーデン カフェ・レストラン
４/5(金） から 夜の営業はじまります
昼よりも、ちょっと贅沢な洋食メニューをご用意します。
18時～21時（ラストオーダー）　日、水曜はご予約のみです。
＊貸切パーティーも承ります。 （席数25席）
＊ライブ、イベントなどの利用もご相談ください。

月  営業

火  営業

水  ご予約のみ

木  定休日

金  営業

土  営業

日  ご予約のみ

http://house129.wixsite.com/cafe  ☎0267-24-2525

２時間無料　

信州小諸  
高原のガーデンフェア

４/25（木）～６/30（日）

Shinshu-Komoro   Garden fair of the plateau

浅間山麓のガーデン＆園芸施設で 花と風景のおもてなし

信州花フ
ェスタ

2019  

連携イベ
ント

共催：小諸市、( 一社 ) こもろ観
光局、相生町商店街振興会
後援：小諸商工会議所、しなの鉄
道株式会社、第 36 回全国都市緑
化信州フェア実行委員会  、信州
緑花ネットワーク
事務局／NPOこもろの杜（もり）

主催：信州小諸・高原のガーデンフェア実行委員会

高原のガーデンめぐり
停車場ガーデン、夢ハーベスト農場、
サムズガーデン、錦玉園、
浅間クリスマスローズガーデン、
だんとコーヒー
市内のガーデン＆園芸施設をめぐるス
タンプラリー。ラリー参加者には、各
施設にて特典をご用意します。
　
停車場ガーデン �� 周年記念
花の妖精花壇
多肉植物やハンギングバスケットで、停車
場ガーデンから駅周辺で花のおもてなしを
します。素敵な妖精もお目見えしますよ！

この企画に、
みなさまのご協力を
お願いいたします。

全国から大勢のお客様が集まる
「信州花フェスタ」の機会をとら
え、小諸のガーデンと風景をご紹
介する企画を進めています。
みなさまからのご寄付により花バ
スケットなどを駅前に飾ります！
どうぞ宜しくお願いします。
寄付金・１口 2000 円
停車場ガーデンに直接お持ちいただ
くか、お電話ください。お振込方法
をお伝えします。☎0267-24-2525

＊イメージです



2019年度　
公園の草花育成ボランティアメンバー募集！
「花が好き、植物のこともっと知りたい」と思っている方、  
　みんなで楽しく活動しませんか？

 

こもろ花くらぶ　（活動場所／大手門公園内・停車場ガーデン）
活動日：3月～12月の毎週金曜日　9:30～11:00　　作業後にお茶会
専属ガーデナーと一緒に学びながら、ガーデニング作業を行います。草抜き、水
やり、植え替え、株分けなどの作業を通して、植物の名前だけでなく、性質や育て
方、デザインのコツを楽しみながら学べます。他のガーデンの見学会も行います。
専門指導：名小路雄（ガーデナー、停車場ガーデン施設長）　
お問い合わせ・停車場ガーデン☎ 0267-24-2525
 

こもろ山野草クラブ　（活動場所／大手門公園内・浅間山麓野草園）
活動日：3月～12月の第2火曜日、第4金曜日　
9:30～11:00　作業後にお茶会
浅間山麓の山野草や樹木が、約180種植えられている「浅間山麓野草園」の手入
れを取り組んでいます。作業だけでなく山歩きや学習会なども開催。
専門指導：柴平志保子さん（自然観察指導員で山野草のスペシャリスト）　
お問い合わせ・停車場ガーデン☎ 0267-24-2525

こもろグリーンクラブ   （活動場所／相生坂公園内）　
活動日：毎週月、木曜　9:00～10:30　作業後にお茶会
市役所入口の相生坂公園は坂を活かしたデザインと特色ある植物が楽しめる公
園で、カラフルなリーフガーデンや華麗なバラ
など230種類の草花が植えられています。ベテラ
ンの園芸家の指導で、様々な植物について詳し
く学べる、わきあいあいの楽しいクラブです！ 
専門指導：中村勝廣（停車場ガーデン・花と緑の
相談所専門指導員）お問い合わせ・小諸市役所
都市計画課まち整備係 ☎0267-22-1700

どっさり採れるブルーベリー栽培法

セダムのモザイクアートを作ろう

停車場ガーデンとあいおい公園案内

ハーブとエディブルフラワーの寄せ植え

吊り下げハンギングバスケットの寄せ植え

どうして採れない?ブルーベリー

コウモリランの板付と管理

夏の宿根草リフレッシュ～切り戻しと剪定 

風にそよぐグラスを庭に取り入れよう

越冬する多肉を軽石に植えよう

球根の選び方/植え方/育て方

クリスマススワッグをつくろう！

かわいいしめ縄アレンジ

多肉植物の“THE育て方”

多肉植物の寄せ植え

トールペイントで桜を描こう

ガーデナーのおすすめ宿根草

4/13

4/27

5/11

5/25

6/8

6/22

7/27

8/24

9/14

9/28

10/12

11/23

12/14

1/25

2/8

3/14

3/28

小諸市の事業として、毎月、園芸の基礎講座を行っていま
す。講師は園芸の専門スタッフまたは外部講師です。
毎月第２、第４土曜日  (１回のみの月もあります)　　
時間 9:00～10:30場所　 場所　停車場ガーデン
受講料   　　 は実技体験で、材料費等が必要です。
その他は、資料代200円のみ。
※全講座予約制。1か月前から予約可。
※実技講座は2日前キャンセル料が発生します。　

2019年度  花と緑の学校 
新年度開講！

   

都道府県をリレーして毎年開催される「全国都
市緑化信州フェア」。今年は長野県で初開催。
メイン会場を信州スカイパークとし、想定来場
者50万人を見込むビックイベントです！
その中の「ハレの広場」には16の市町村が参加
し、それぞれに工夫を凝らした花壇が並びます。
小諸市は、都市計画課とこもろグリーンクラブ
（相生坂公園）が現地に出向き作業をします。
小諸が誇る、コモロヤエベニシダレ、コモロス
ミレ、多肉植物のロックガーデンの庭を構想中。
多肉は、高原の乾いた気候を好むので信州に
はぴったり。今回は、信州で越冬できる種類を
紹介・普及するサンプルガーデンにしたいと、
こもろグリーンクラブ指導者の中村勝廣さんは
はりきっています。どうぞ見に来てください！

信州花フェスタ（松本）の
「小諸のPR花壇」を
つくります！ 見に来てね！

小諸の花壇は、やまびこドーム正面入口前の
「ハレの広場」の、左から２番目にできます。
この他に、芸術と花の森、北アルプスと花の丘、
あそびの森、ナチュラルライフガーデン、信州
マルシェなどのエリアがあり、１日楽しめます。

メイン会場:信州スカイパーク
                                      (松本市）



本陣主屋 開館時間 9:00～17:00 
TEL 0267-24-7788

花や妖精をテーマに様々なジャンルの手仕事
作家10名による賑やかな作品展です。 
布人形・佐塚葉子 / トールペイント・鳥山規子 
プリーザブドフラワー ・渡邉真由美/布花・長谷川
和子 / 帽子とバック・荒川淳子 / フラワー＆フェア
リー小物・kikumi / おしゃれな帽子・華 木線里 
花やか着物リメイク ・菊華  /    ほうろうペイント・
中嶋祐子 /  粘土人形 ・土屋和栄

6/7(金)～19(水)　
ハンドクラフト展 「花と妖精」

「おかげさまで停車場ガーデン10周年」記念

                製作時間約1時間、時間は自由、   
                      申込みは各講師☎まで
6/7(金)  講師：長谷川和子　
布花で作るアジサイのブローチ　
バックや帽子のアクセントに！  参加費1200
円(材料込み) ☎090－2235－3166　
6/8(土)・6/15(土)  講師：渡邉真由美
プリザーブドフラワーミニローズ
好みの色でアレンジします。　参加費2000円
(材料込み) ☎090-8563-1565 

《体験教室》 

佐塚葉子

菊華

華 木線里

信州小諸  
高原のガーデンフェア

小諸駅～相生町商店街～あいおい公
園までの花壇に隠れている 7人の妖
精をみつけてください。妖精カンバッ
ジをプレゼントします。
＊応募用紙は停車場ガーデンにあり
ます。停車場ガーデンが定休の木
曜は小諸駅にある観光案内所で対
応いたします。（カンバッジ交換も）

＊相生町商店街の参加店で、いろい
ろなプレゼントなどもらえます！

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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★大手門

本陣主屋
停車場ガーデン

5.6月
2019年

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 
５/11 (土)  停車場ガーデンとあいおい公園
10周年を迎えた停車場ガーデンとあいおい坂公園をガーデナ
ーがご案内。ガーデニングの見どころを説明します。
帽子、飲み物（水分補給）ご持参ください。
講師：名小路雄（停車場ガーデン施設長）／200円／12名　

5/25 (土) ハーブとエディブルフラワーの寄せ植え
身近にあると便利なハーブと食卓が一気に華やぐエディブルフラ
ワー(食べられる花)の、便利でおしゃれな寄せ植えを作ります。
講師：名小路 雄／2000円／8名　　

大手門駐車場

竹内駐車場

同時開催　震災復興支援
第９回  さくらさくライブ10:00開場(雨天時11:00)

ガーデンマルシェ
5/19(日) 　

花盛りのガーデンに
ピクニック気分でお出かけ下さい

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

@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！

ハーブフェア 5/18(土)～6/2(日)　

10:00～15:00 
雨天：東西自由通路

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。

お花畑の動物アート展
6/1(土)～6/30(日)　
花いっぱいのガーデンに、木彫
りアートの動物たちがたくさん
遊びにきてくれます！

６/1(土)、22(土）11:00～15:00　
悪天候の場合は翌日の日曜日に行います。
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～

饗場さんによるチェーンソーアートの実演

６/8(土) 吊り下げハンギングバスケットの寄せ植え
場所を取らない吊り下げ式のハンギングバスケットに、
夏中楽しめる植物を寄せ植えします。
講師：名小路  雄／2000円／8名　　

6/22(土) どうして採れない？ブルーベリー
そろそろ実がなる頃なのに我が家は実つきが悪いのはなぜ？
そう思った方は受講しましょう！
講師：中村勝廣／参加費200円／／定員10名

創作体験の作品

本陣主屋 おもてなし茶屋
コーヒー、紅茶、甘酒　300円
おしるこ 500円　ピザ 550円
【ドリンク付きセット】
パンケーキ(アイス、果物添え）500円
自家製アップルパイ 500円
焼きおにぎり（2個）　300円

停車場ガーデン Cafe&Shop
木曜定休　ショップ  9:00～19:00 　
カフェ・レストラン10:00～21:00
＊ディナータイム18:00～（水、日曜は要予約）

本陣主屋 木曜定休 9:00～19:00
ギャラリーショップ＆和風カフェ 
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）

花の妖精花壇

あいおい坂「妖精さがし」



地元農家様に育てて頂いたお野菜など、地場の食材を積極的に取
り入れる工夫をし、パスタやピザに加え、本格的な肉料理や魚料
理などもご用意してお客様のご来店をお待ちしております。

事前にお電話でご注文を頂ければ、焼きたてピザを
ご自宅用にお持ち帰り頂けます。是非ご利用くださ
いませ。（サービス提供時間は16:00 ～ 20:00）

シーフードと長芋のジェノバピザ
マルゲリータ　
４種のチーズピザ
生ハムとルッコラのピザ
マリナーラ（アンチョビとオリーブ）

... ￥1,260

... ￥1,200

... ￥1,300

... ￥1,340

... ￥1,260

ピザのテイクアウトできますピザのテイクアウトできます

※価格は全て税別となっております
（
税
別
）

1
0
0
0
円

夜の部限定メニュー

http://house129.wixsite.com/cafe  ☎0267-24-2525
停車場ガーデン カフェ・レストラン

　停車場ガーデン
「花の妖精花壇」を設置します。（表面参照）
　夢ハーベスト農場
八ヶ岳を一望!ハーブ＆ローズガーデン
　サムズガーデン
約1000種類の花の咲くナチュラルガーデン
　錦玉園（多肉植物園）
3000 種の多肉植物のミュージアム＆販売
　浅間クリスマスローズガーデン
クリスマスローズ、雪割草の専門ナーセリー
　だんとコーヒー
バラの花園・隠れ家的おうちカフェ

詳しくは、ホームページ、各施設のチラシをご覧ください。
https://garden81.wixsite.com/komoro

コース料理　お一人様 ￥2,500（税別）～
ご予算に応じたご案内が可能です。地場産ワイン等、アルコー
ルも充実しております。お気軽にお問い合わせ下さい。
　貸切パーティーもうけたまわります。　
懇親会や慰労会、結婚式の二次会等、ライブイベントなどご
要望に合わせてお料理と会場をセットします。（席数 25)

ディナータイム（夜の部）営業しております。
17:30～22:00 ( ラストオーダー 21:00)
日、水曜日はご予約のみ　木曜定休

　　　おかげさまで停車場ガーデンは、

　　　10 周年を迎えました。
10 年前の４月 18日に、停車場ガーデンはオープンしました。
それ以前は、駅の北側にはがらんとした駐車場が広がっていました。
小諸市は、そこをにぎわいの公園にしたいと、市民参加で計画をつ
くり、平成 21 年に停車場ガーデンが、平成 24 年にせせらぎの丘
が誕生しました。提案づくりにかかわった市民は有志で NPO を立
ち上げ、市の「指定管理者」として夢の公園を実現しようと努力を
重ねてまいりました。閉まっていた本陣主屋の施設も、手しごと作
家さんたちが運営を担ってくれています。
おかげさまで、10周年を迎えられましたことを深く感謝いたします。
これからも、どうぞご支援をよろしくお願いいたします。
 　　　               NPO 法人こもろの杜理事、スタッフ一同

2009 年 4 月 18 日　みんなでテープカット

整備前の停車場ガーデン（駅側）　　　　　　　整備前のせせらぎの丘

信州小諸  
高原のガーデンフェア
2019.４/25（木）～６/30（日）

浅間山麓のガーデン＆
園芸施設で 花と風景のおもてなし

観光ガーデン　　園芸施設
市内の観光ガーデン、園芸施設のスタンプラリー

停車場ガーデン10周年記念企画

月  営業

火  営業

水  ご予約のみ

木  定休日

金  営業

土  営業

日  ご予約のみ



本陣主屋 開館時間 9:00～17:00 
TEL 0267-24-7788

７/３ (水)  施設メンテナンスのため臨時休業となります。
お知らせ／カフェ＆ショップにクーラーを増設！ 涼しくなります！

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

P 
P 

P 

R141
本町 大手

小諸駅

★大手門

本陣主屋
停車場ガーデン

7.8月
2019年

花と緑の学校　9:00～10:30 　＊ご予約お願いします。　電話0267-24-2525
7/27( (土)  コウモリランの板付けと管理（実践）
人気の観葉植物・コウモリランの板付けを体験、持ち帰りできます。
板は20㎝ ×30cm程度です。上手に栽培するコツも教えます。
講師：中村勝廣／2000円（材料費込み）／8名　

大手門駐車場

竹内駐車場

停車場ガーデン Cafe&Shop
木曜定休　ショップ  9:00～19:00 　
カフェ・レストラン10:00～21:00
＊ディナータイム18:00～（水、日曜は要予約）

本陣主屋 木曜定休 9:00～17:00
ギャラリーショップ＆和風カフェ 
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）

8/24 (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も楽しめます。
何をどう切ればいいのか悩む前に受講しましょう。
講師：中村勝廣／200円／10名　　

■地ビール(予定）
よなよなエール（生）
OH!LA!HOビール（生）
■小諸産ワイン＆シードル(林檎のお酒）
■おいしい屋台

楽しいダンスミュージックの生演奏。
ご家族づれでおでかけください。

停車場ビアガーデン
  ＆アイリッシュ・セッション　

７/2７(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

　　　　

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

　　　　

こもろ青空バル　　雨天中止 

8/1２(月/振り替え休日） 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！ 
子ども遊び屋台もあるよ！　詳しくは→
                    主催：こもろ青空バル実行委員会

主催：NPO法人こもろの杜（もり）

7/26(金)～8/4(日)
籐工芸 教室展 指導：伊東照代　　
籐工芸を楽しく学びあう仲間たちの作品展です。
佐藤和江.武田里代.塩川千鶴子.高松あや子.江本
ヒデ子.中澤昭美.依田みつ子.中澤知子.中澤由美子　
土屋恭子.加藤いち子.遠藤多恵.大井文子.大井なつみ
■籐工芸体験：開催期間中は随時受付1000円～
 
7/26(金)～8/14(水)
和布で遊ぶ魚展
和こもの愛好家の皆さん
魚や海の生き物の吊るし飾りが登場！
本陣主屋の夏の風物詩となっています。

大人気の
自家製梅シロップ
今年もあります！ 
ホットケーキ、
コーヒー、e.t.c

Teishaba Garden Cafe & Restaurant 停車場ガーデン・カフェ＆レストラン
今月のおすすめの一品 

信州リンゴと　　　　　　　　
焼き野菜のカレー 　990円 税別　

豚ロースのソテー
赤ワインとベリーのソース 1,260円 税別

カフェ＆レストラン
午前10時～夜は22時まで
休まず営業。　＊LO ２１時 
夕涼みに、ガーデンテラス
で生ビールをどうぞ！
＊よなよなエールの生あります

ランチメニュー 夜メニュー

月 火  営業

水  ご予約のみ

木  定休日

金 土  営業

日  ご予約のみ

夜
の
営
業  

18
時
〜

【ご予約承ります】 ☎0267-24-2525
・コース料理（2人様より） 2500円～ 飲み物別
・宴会プラン（4人様より） ４500円～ 飲み放題
・貸切パーティー（２５席） ご相談ください

穴窯で焼成した自然釉薬の表情豊かな茶器・
酒器・花器・壺等約300点を展示販売します。

7/13(土)～16(火)　
椀子信楽焼 都築誠 作陶展まりこ     しがらき  やき

 【夏休みものづくり体験 】
涼しい本陣主屋にあそびにきませんか？
夏休みの自由工作にもおすすめです！
＊申し込みは本陣主屋 0267-24-7788
　開催日3日前まで 

■7/20(土) 13:30～15:30 
絵手紙を描いてみよう！
暑中見舞いや思い出を絵手紙にしてみましょう。 (5～6枚描けます)
講師：土屋敏子  大人1000円 小学生500円

■8/5(月)14:00～16:00
こども達大好き 昆虫クラフトづくり
ドングリや小枝で昆虫を作ってみましょう。
小枝やドングリがあればお持ちください。
講師：吉田夏生/ネイチャークラフト講師 
大人500円  小学生以下300円

とう　こう　げい

本陣主屋 おもてなし茶房
涼しいお座敷で、お庭を見な 
がら 特製かき氷をどうぞ！



A4 /４８ページ   500円
発行：NPO法人 小諸町並み研究会  　

A5 /16ページ   200円
発行：NPO法人 こもろの杜

停車場ガーデン10年の歩み

新刊

小諸の魅力を伝える新刊２冊、 停車場ガーデンで好評発売中！　

   四季折々
小諸ならではの季節の料理を美しいイラストで紹介

「こもろ味づくりの会」発行
A�  ��ページ  ���円(税込み)　

停車場ガーデンの準備段階から平成��年まで、地元の食文化の研究開発、料理
講座、イベントの協力など、施設の担い手として様々な場面で活動していただい
たボランティアグループ「こもろ味づくりの会」。 このたび元会長の山内俊江さんを
中心とする有志により、９年間の料理講座の内容が１冊の本にまとめられました。
小諸の伝統料理に新しい食材を活かした創作料理も加えて、小諸の四季を感じ
られる食ごよみとなっています。イラストも素敵な絵本のような料理本です。
ぜひ、若い方にも読んでいただきたい本です。子供達にこの味を伝えてください。

2009年５月　停車場ガーデンオープン時の
「こもろ味づくりの会」メンバーとカフェスタッフ

穴城と坂の町並み探訪ガイド
第１章／独特の地形と歴史を持つ、
小諸城下町の魅力分析
これが、他にはない小諸の魅力です！
写真や図が多く、わかりやすい解説。
  第２章／大手、市町、本町、荒町、与良
の歴史ポイント案内
住んでいる方も知らなかった「小諸の
宝物」をご紹介します！

市民の参加で、公園を魅力的
にガーデニング、運営してい
る例として、全国から注目さ
れている停車場ガーデン。
10 年のあゆみ、担い手の紹介
など、ぜひ市民の皆様に読ん
でいただきたい一冊です。

新刊

大手門公園内 市民ガーデンの運営体制
( 停車場ガーデン、せせらぎの丘、本陣主屋）

● 市からの受託事業
● NPOの自主事業
     運営参加協力団体、個人

小諸市

●公園施設・植栽管理　　

NPO法人こもろの杜

●花と緑の相談事業
●体験講座の企画・支援
●公園活用イベント企画・支援

指定管理者に選定し
管理委託

ガーデンボランティア
・こもろ花くらぶ
・こもろ山野草クラブ

ショップへの出品者
・個人の手づくり品
・地元生産者など

・講座講師
（園芸、クラフト）

・ギャラリー出品者
・貸館での展示企画
・講座講師

・イベント企画者
・イベント出店者

専門家
・造園家
・ガーデナー

（公園管理棟の活用）
●カフェ運営（ドアーズ）　
●ショップ運営　
園芸品、農産加工品、焼き菓子等

（本陣主屋の活用）
●歴史施設の公開
●手仕事ギャラリー（創作人）
　手仕事作家による作品の展示販売
●おもてなし茶屋

多様な人材が集まって、小諸のまちを元気にしていきたい！

あいおい公園の
園芸指導（派遣）

「停車場ガーデン・オープン１０周年」

今、停車場ガーデン＆本陣主屋は、
こんな人の輪の広がりで運営をしています！
（大手門公園・市民ガーデンエリア10年のあゆみ）
2007年から／市民有志の参加で公園の開設準備。
2009年／停車場ガーデンオープン！　市民有志で
NPOこもろの杜を設立、公園の指定管理者を受託。
2011年／せせらぎの丘オープン。管理エリアが拡大。
2012年／６年間休館していた本陣主屋の再オープン。
手仕事作家グループが、運営パートナーになる。
2018年／ドアーズがカフェの運営パートナーとなる。
■10年たって、オープン当時のメンバーもそれなりに
年をとりましたが、若い世代の担い手がどんどん育って
いて、これからが楽しみです。
■またガーデンボランティアは、いくつになっても楽し
く参加できる場で、ベテランの活躍は大きな力です。
■これからもさまざまな世代が参加して、小諸のまち
を元気にしていきたいと思います。
どうぞよろしくおねがいいたします。

もり



本陣主屋　おもてなし茶屋
おしるこ、 甘酒、 コーヒー 　各300円

くず餅セット、 ホットケーキセット 各500円

＊セットの飲み物／抹茶、 コーヒー、 ほか

＊写真は、第１回城下町フェスタのものです

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

9.10月
2019年

花と緑の学校    会場：停車場ガーデン  時間：9:00～10:30  ※要予約 　　電話0267-24-2525
9/14（土） 風にそよぐグラスを庭に取入れよう
ススキ等の葉や穂を楽しむ植物総称「グラス」。世界のガーデンで流行
しているグラスを庭に取り入れてみましょう。
講師／名小路　　参加費200円　定員10名 

9/28（土） 越冬する多肉を軽石に植えよう
信州の寒さにも耐えられる多肉植物を、栽培にぴった
りな小諸の軽石に植えてみましょう。（実技）
講師／中村勝廣　参加費 2000円　定員6名

@停車場ガーデン 　
器で遊ぶ ～個性豊かな植木鉢のすすめ

陶芸品からリメイク品まで。植木鉢、盆栽鉢、苔玉皿などの展示販売。
小平ひとみ、中嶋智彦、中嶋祐子

10/5（土）～27(日)  秋植え球根フェア

9/15(日)　12：００～17:00 入場無料
停車場 地酒祭 2019
会場/停車場ガーデン（雨天延期）
東信地区の１１蔵元のお酒が楽しめます。
小諸の人気飲食店の屋台も並びます。

裏面に
記事

裏面に
記事

裏面に
記事

第８回

9/20(金)～23(月.祝)

@本陣主屋　
「山染草木」展  
木工、染色、木の器、盆栽の空間展示。

藍と木綿と一閑張り
伝統の手仕事から生まれる、新しい魅
力の作品達。

ガーデンショップ 

2019

主催 地酒祭実行委員会   ☎0267-41-0899（居酒屋ぶらいかん）

「日本酒の試飲会参加前売り券」
お好きなだけ試飲できます。
前売り2500円、当日3000円
停車場ガーデン、他で好評発売中！　

宿根草と相性が良いガーデナー
がおすすめの球根を選びました。
停車場ガーデンに植えられている
原種チューリップの球根、水耕栽
培用など、その他春が楽しみにな
る珍しい球根も揃えます。
＊関連講座、下の講座案内参照⬇

小諸に続々誕生している、オリジナル
ワイン＆シードルが楽しめます！
おしゃれなフードの店も並びます。
音楽♪アイリッシュ・セッション
美しい音色の楽器達が秋を奏でます。
主催：小諸ワイン委員会

10/12（土） 
球根の選び方/ 植え方/育て方
沢山の種類がある秋植え球根の中
からご自宅に合う球根の選び方か
らそれぞれの植え方と育て方など
球根栽培の基本を学びます。  
講師／名小路 雄　
参加費200円　定員10名　

本陣主屋 2019年秋 ハンドクラフト展
10/4(金)～11(金)   秋の装い
10/18(金)～23(水)　
 パッチワーク教室展 /ニットソーイング
10/27(日)～11/2(土)　絵とモクガング
  ～晴れた日に公園で行きかう人たち

10/6（日） 信州小諸ふーどまつり
　10:00～15:00  ＠停車場ガーデン・せせらぎの丘

メインステージ／音楽やダンスなど
おいしい屋台が並びます。エアー遊具も登場！
主催：信州小諸ふーどまつり連絡会

P 
P 

P 

R141
本町 大手

小諸駅

★大手門

本陣主屋
停車場ガーデン

大手門駐車場

竹内駐車場

停車場ガーデン Cafe&Shop
木曜定休　ショップ  9:00～19:00 　
カフェ・レストラン10:00～21:00
＊ディナータイム18:00～（水、日曜は要予約）
☎0267-24-2525
本陣主屋 木曜定休 9:00～17:00
ギャラリー＆カフェ ☎0267-24-7788 
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）

KOMORO WINE DAYS コモロ ワイン ディズ  
　　　　　　　　　 @マンズワイン収穫祭 10.26(土). 27(日)  

@停車場ガーデン 10.26(土) 15：00～18：00

【定期教室ご案内】　
籐工芸（はじめの一歩は菓子皿からつくります）
  第３火曜午前・午後　 ☎ 090-1884-9860 伊東
布ぞうり（気持ちよく健康的） 随時 ☎090-1869-1052 中澤

【手づくり体験】 ☎0267-22-1234(こもろ観光局）　
世界に一つのお守りづくり   随時/所用1時間 /￥2200/
味のある古布を使ったお守りに、願いを書いた和紙を縫い込みます。

本陣主屋　手仕事体験

小諸市内のワイナリー、ヴィンヤードが集結！



秋のハンドクラフト展

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。  　　　　　　　

９/２０（金）～２３（月•祝）   
第８回　信州小諸 城下町フェスタ

「山染草木」展 　

10/18(金)～23(水)
パッチワーク教室展
指導・松林美千子先生 　

好評のバック、カード入れなど。
ニットソーイング
長谷川まつ子と仲間たち

10/27(日)～11/2(土)
絵とモクガング
晴れた日に公園で行きかう人たち

武田セツ子

木の色合いをいかした木彫と絵で、
独特な世界が生まれます。

10/4(金)～11(金).
秋の装い 手仕事ｷﾞｬﾗﾘｰの皆さん

和服のリメイク　バック　帽子など。
昔きもの／まだまだ着られる着物大特価。

本陣主屋 2019年秋の催し 作家紹介

安藤萌（木の器）
1989 年生まれ。2008 ～ 2012 年フィンランドにて芸術、
デザインを学ぶ。その後家具メーカーで設計と製造に携
わり、福祉事業所での木工指導員を経て上田市に工房開
設。地元で切り倒された丸太から木の器を製作している。

谷進一郎（木工家具）　
1947 年生まれ　1973 年 工房を開き、創作と注文に
よる木の家具作りを始める。国画会工芸部会員。信
州木工会会長。木工家ネット代表。小諸市天池在住。

関梅子（盆栽）
盆栽歴は 25 年。日本盆
栽協会長野県東信支部
会員。みすず園芸会員。

市川洋子　（染色・型染 /着物・帯・暖簾・ストール・洋服等）
1976 年　型染めを始める。1984 年　上田に染めの店「ラ
ピスラズリ」を開く。1992 年　第一回長野県染織作家展  
染織作家協会賞受賞。1993 年　第一美術展出品入賞　1998
年　長野県染織作家展 大賞受賞 .。 　

「藍もめんと一閑張」

一閑張とは、竹や木で組んだカゴなどに和紙を何度も
張り重ね、柿渋や漆を塗ったもの。古紙の絵や筆字の
模様を生かすと、より味わいのある作品となります。

いっ  かん  ばり

停車場 地酒祭 参加の蔵元の紹介
今年東信地区（佐久・小諸・上田）の11蔵元が参
加 -- 大澤酒造/大塚酒造/木内醸造/黒澤酒造/
橘倉酒造/佐久の花酒造/信州銘醸/武重本家酒
造 千曲錦酒造 / 戸塚酒造 / 伴野酒造（※全11
蔵 ※50音順）となります。
３回目の開催となる本年は、「ひやおろし」ではなく
「地酒」にフォーカス。各蔵元が自慢の１本をご来
場者の皆様の為に御用意いたします。

停車場ビアテラス   ９/３０（月）まで！
月、火、金、土　18:00～22:00(LO 21:00)

テラスのカウンターに、生ビール、カクテル、ウィスキーなどが並びます。
ディナーメニューもご用意しております。
＊水曜、日曜は、ご予約のみとなります。グループでのご利用もどうぞ。

写真は 8/12 青空バル

写
真
は 2017

年
の
地
酒
祭

大森美津子（藍染）

村田きよ子、土屋和栄
（絣のリメイク）

三瓶（一閑張）

徳嵩よし江（藍もめん）
1946 年 中野市生まれ。四賀
村在住。長きにわたり古き藍
木綿の布で創作活動に取り組
む。第３０回記念日本現代工
芸美術展入選ほか受賞多数。
県内外での個展開催も数多い。

本陣主屋 ☎0267-24-7788 木曜定休

☎0267-24-2525



11/17（日） 10:00～12:00　＠本陣主屋  
森のクリスマスリースづくり
野山の蔓をからげたリース台にお好みのコニファー、木
の実や松ぼっくりで飾ります。素材の持ち込み自由、お好
みのテイストで仕上げてください。 講師：中嶋祐子 / 2000
円（リボン代別） /定員10名  /持ち物 ：手袋、剪定ばさみ   
11/23（土) 10:00～12:00　＠本陣主屋   
Ｘ’mas スワッグを作ろう
クリスマスの飾りとして人気の壁飾り。数種類のグリーン
コニファーと真っ赤なリボン、王道のクリスマスカラーで！ 
講師：中嶋祐子 / 2500円 / 定員10名 / 
持ち物 ：手袋、剪定ばさみ  
12/14(土)　9:00～10:30　＠停車場ガーデン
モダンなしめ縄飾り　 11/14より受付開始
新年を華やかに迎える和モダンなお正月飾りを作ります。
講師：タナカリエ /  3000円（材料費込） / 定員10名

花と緑の学校    要予約 ☎0267-24-2525 

11/3(日)～11/6(水)
白無垢をまとった市松さん 
本格的な人形の着物教室　「紅絹（も
み）の会」の作品展。古布からつくった
人形の白無垢の振袖、留袖などを展示。
【体験教室  13:00～15:00 /1500円
11/3(日）、４（月） お人形の着物づくり
１枚の手ぬぐいから着物を１枚つくります
11/5(火）、6（水） 干支のねずみ
来年の干支の小さなねづみをつくります
申し込み ☎ 0268-62-0313 竹内

本陣主屋 11/8(木)～令和2年4/10（金）まで冬季閉館となります。
＊お人形さんめぐりの期間中2/22(土)～3/8(日)は開館

＊＊
＊

＊

＊

＊

＊

＊ ＊ ＊
＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊
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＊ ＊
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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

11.12月
2019年
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本町 大手

小諸駅

★大手門

本陣主屋
停車場ガーデン

大手門駐車場

竹内駐車場

停車場ガーデン Cafe&Shop
木曜定休　ショップ  9:00～18:00 　
カフェ・レストラン10:00～22:00
＊ディナータイム18:00～（水、日曜は要予約）
☎0267-24-2525
本陣主屋 木曜定休 9:00～17:00
ギャラリー＆カフェ ☎0267-24-7788 
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）

2020年カレンダー
770円 

A5サイズ/ 
スタンド付き 

家具工房

 4 legs
（フォーレッグス）

＊ ＊
＊

＊

＊

冬の苗もの（プリムラ、葉ボタン、
デージー、ストック）　11月中旬より
入荷　110円より

4号　418円　5号　990円
6号　3080円
＊ご贈答用ラッピングできます

ハーバリウム　1650円～

イチオシ！
酒粕クラッカー
佐久の酒蔵の酒粕使用。
ほんのり甘い、チーズに
も似た芳醇な風味のコク
のあるクラッカー。お酒
のおつまみにもGood!

りんごクッキー
りんごの酸味と紅茶の香りの、
上品な甘さのクッキー。

そば茶クッキー
そばの風味とざっくりした食感が魅力。
そば茶のツブとクルミがアクセント。
停車場ガーデンだけのオリジナル商品！

新入荷！「アシストこまば」の焼き菓子  
佐久の就労支援施設「アシストこまば」の焼き菓子３種。
地元の食材を生かし、信州のおみやげにもおすすめです。 
小諸の「しののめ作業所」のクッキーと合わせてご利用ください。
 

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

X’mas スイーツ ご予約開始！ご予約開始！

Shop入荷商品 (地元のいいものご紹介） 

香りのキャンドル 660円～

ドールハウス
1320円～

星型ペーパーランプ
シェード（大）550円

蔵太隊カゴバック
1870円

お花を贈るなら ・・自信をもっておすすめします！

安くて花の持ちが長い高橋さんのシクラメン

各297円(税込)

   アンワイナリー１周年感謝祭  @停車場ガーデン
11/23(土） 屋外11:00～16:00  店内 17:30～21:00  入場無料
城下町の醸造所で生まれたお酒をご賞味ください！  →詳しくは裏面

◆懐古園 紅葉まつり 期間中　11/7(木)は営業いたします。
　（停車場ガーデン、本陣主屋とも）

◆12/28（土）～2020.1/5（日）年末年始休業となります。
◆12/１(日)～2020. 2/16(日) イルミネーション期間

【同時企画】萬屋骨董店   昔の着物、
ちりめん細工の端切れ販売。

オリジナルポーチ小 330円、大660円
ティッシュ入れ 550円



アンワイナリー１周年感謝イベント

アンワイナリー＆ステイ の紹介
アンワイナリーは、小諸市市町にある小規模なワイナリーです。
小諸駅から徒歩５分。古い空き店舗をリノベーションして、昨年12月
にオープンしました。 「２階は宿泊のできる施設にして、『ワイナリー
＆ステイ」として少しでも城下町の活性化に貢献していきたいと思っ
ています」と、オーナーの松村さん。
小諸の糠地で2015年春から、果実酒を作るため、りんごとワインぶ
どうの栽培を始め、 201６年にりんごの発砲酒「anneシードル」、
2018年12月から自家醸造のシードル、ワインの発売を始めました。
ここでは、ワインとシードルの醸造施設の見学（要予約）、ワイン、シ
ードルの有料試飲ができます。宿泊も予約でお受けします。
土日祝日営業（不定休）11:00～16:00 

R141

至 懐古園

しなの鉄道

本町信号

★
アンワイナリー

イベント案内 ＠ 停車場ガーデン

第一部(屋外）
11:00～16:00

シードル、ワイン300yen 
りんごジュース、焼き鳥
アーティスト・ライブ

第二部(店内）
17:30～2０:00
シードル、ワイン

ガーデンカフェ 特別メニュー
＊カフェの営業は22:00まで

雨天の対応は
停車場HPでご案内

第一部（屋外）に、赤いお召し物（帽子、上着、長靴）ご着用でご来場いた
だいたお客様には、シードルをお一人様一杯に限り無料でご提供いたします。

イベントに関するお問い合
わせはアンワイナリーまで ☎0267-22-1518

停車場ガーデン カフェ＆レストラン　冬企画のご案内

11/23（sun）

ランチタイム 11:00～14:00
閉店１時間前にラストオーダー
水、日曜夜 18:00～は要予約

停車場ガーデン カフェ＆レストラン 
木曜定休 10:00～22:00  (ショップは9:00～18:00)

ご予約・ご相談

☎0267-24-2525


