
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：９:00～10:30 
1/25 (土）　多肉植物の “ THE 育て方”
多肉植物を買ったものの、伸びてしまったり色が悪くなってし
まったり…改めて基本からおさらいしてお悩み解決！
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 
2/8(土）  多肉植物の寄せ植え(実践）
多肉植物だからできる、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  3200円　定員 8名　

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 ３3０円
ケーキセット550円（１日10セット限定）
甘酒 ３3０円   ぜんざい ３3０円

＊
＊

＊＊

賀
正

2/22(土)～3/8(日)
特別展 貝びな(東誠子 ）、つるし飾り（立科在住愛好
家の皆さん ）、トールペイント（中嶋祐子 ）、絣のリメイ
ク（村田きよ子 ）、七福神（本陣主屋教室の皆さん ）

手仕事ギャラリー 陶芸(新妻秀彦）、布ぞうり(中沢
節子）、古布こもの(佐藤優子）、陶芸(小平ひとみ）、昔
きもの(いちい）、俳画(増谷秀竹）、洋服(磯貝ひろ子）、
布人形(佐塚葉子）、帽子とバック(荒川淳子）、着物リ
メイク(桜井久美子）、パッチワーク(松林美千子）　

2/22(土)～29(土)
手織りさき織り（咲織サークルの皆さん/重野美知子、名取叔美、中沢裕美子、
荒井初枝、小平ひとみ、加藤直子、桜井久美子、浅沼静子、早野五十鈴、金子淑美、吉
田くに子、柳沢美智子、飯田信子 ）、ステンドグラス(岡田明子）、古布・ちりめん 
(昔きもの いちい）、帯・きものリメイク(原田千恵子）、布花(長谷川和子)

【せせらぎの丘】
古布で手づくりした〝小諸宿の華″。

3/１(日)～3/8(日)
手紡ぎ糸とその作品（大森美津子）、トールペイント＆コラージュ（鳥山規子）、ニット・
布人形（佐塚葉子）、ドール＆アクセサリー小物（小林きくみ）、籐工芸（伊東照代）、陶彫
と象嵌（寺尾博次）、つるし飾りと材料（正絹ちりめん　はやみず）、一閑張（三瓶政美）

停車場ガーデン Cafe&Shop
営業時間  9:00～18:00 /木曜定休
カフェ10:00～18:00  ディナータイム
18:00～22:00 （1,2月は土曜以外は要予約）
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 2/22～3/8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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本陣主屋
停車場ガーデン

1.2月
2020年

大手門駐車場

☎  0267-24-2525

1/25(土)～2/9(日)  @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。

2/22(土)～3/8(日) 
10:00～16:30 最終日13:30

【本陣主屋】
 「創作人の物語展」

第15回

1/6（月）～1/22（水） ＠ガーデンショップ
  貝びなと俵のネズミ展　 おいしい 山のパン屋さんフェア

2/15(土)、16(日）  ヒトキト (糠地）
パンの種類が豊富で、中でもベーグルが人気!
2/22(土)、23(日）   スピカ 麦の穂 (天池）
噛むほどに小麦の味わいが広がる、老舗パン屋
週末の２日間限定で、小諸の山奥？のパン屋
さんの商品が並びます。土曜日の入荷分だけ
になりますので、お早めにどうぞ。
 (カフェ）パン食べくらべ スープランチ
その日のパン数種＋ごちそうスープ１種
（ミネストローネ、 コーンスープ、
  クラムチャウダー）480円（税込）
＊プラス100円でミニサラダ　

◆冬のガーデンクラフト講座　＠ガーデン・カフェ
お茶を飲みながら、暖かいカフェで楽しみませんか？　
１/17(金) 18(土) 10:00～11:00 要予約24-2525　
押し花キーホルダーづくり 
鮮やかな色の押し花を砂時計型のフレームに
あしらいます。プレゼントしても喜ばれますよ。
講師：田中由希/1500円（ハーブティー付）/定員6名　　　
2 / 7(金) 10:00～11:00 要予約24-2525　 
ボタニカルな押し花でスマホケースづくり
押し花デザイナーが、鮮やかな色が長く楽しめる
押し花のコツとレジンの使い方をお教えします！
講師：田中由希/2500円（ハーブティー付）/定員10名

ちりめん細工の干支小物と
貝を使った和小物の展示販売。
　　作家／東 誠子、土屋和栄

本陣主屋
☎0267-24-7788

詳しくは
ホームページを
ご覧ください

【停車場ガーデンカフェ】
お人形さんめぐり限定 おひなさまパフェ 
お皿に春の彩りを盛り付けた和風パフェが登場します。近
づいたら、停車場 HPに画像をアップします！
＊イベント期間中、「お人形さんめぐり」「創作人の物語」のパ
ンフレットご持参の方は、コーヒー50 円割引いたします。



2/22(土)、23(日）  スピカ 麦の穂  (天池）
東京で人気の高かったパン屋が、５年前にご夫婦で小諸に移住。
天池の森の中に、ステキなパン工房＆カフェを開きました。
今回のフェアでは、プレーンなバゲット、山型パン、カレンツ（レーズン
や木の実入り）、人気のクロワッサンなどを販売予定です。 
職人歴30年以上のご主人がこだわりぬいて焼くパンは、かむほどに味
わいが増す本格派。農家さんの全粒粉を中心とする国産小麦を石臼
で挽き、自家培養天然酵母箘、自然海塩を使用。発酵に時間をかけて、
小麦の甘さを引き出します。砂糖と油は不使用。（クロワッサン、パイ
はバターを使用しています） 軽く焼いて食べると小麦の香りが広がり
ます。冷蔵庫で保存し、長期保存もできるのでまとめ買いも可能。
森の中の隠れ家風のお店もステキです。
営業時間11：00～17:00   定休日  日、月曜日
コーヒー、紅茶 400円　☎0267-46-8433
住所・小諸市甲4599-5

2/15(土)、16(日）  ヒトキトベーカリー  (糠地）
川崎出身のご夫婦が、石川県での夫の農業研修と妻の独学でのパン
修行を経て、小麦の栽培に適した小諸を選んで移住。糠地の古民家を
借りて、昨年７月にかわいいパン工房をオープン。国産小麦と自家製
酵母、無肥料・無農薬の自家栽培野菜などの、素材にこだわったパン
やお菓子が並びます。今は、100%自家栽培の素材のパンを目指して
夫婦で奮闘中。食卓パン、おかずパン、甘いパンなどバラエティが広く
、特にベーグルが人気。SNSなどでファンが広がり、店舗販売、市役所
などでの出張販売、全国への注文発送など大忙しです。しっかりした
パンなので、冷凍や冷蔵で長期保存も可能。ワインとガーデニングと
蝶の里・糠地の新たなお楽しみ。ぜひ一度、お訪ねください！
店舗営業 水曜、土曜　11:00～16:00ごろまで（売り切れ次第閉店）
住所：小諸市滋野甲4162-ロ号-71
＊市役所、商工会議所での定期出店、イベント出店も行っています。
販売日は、インスタグラム hitokitobakery でチェックしてください。

おいしい 山のパン屋さんフェア 小諸の郊外に、ステキなパン屋さんが増えてきています。
今回のパンフェアでは、山の上の２軒のお店をご紹介します。

各種ご宴会・会合・パーティー等、ご予約承ります

２名様からご予約可能です。但し、６名様以上のご利用で、幹事様１名分のコース料理代金を
無料とさせて頂きます。 
また、４名様以上のご利用で「飲み放題プラン」のご案内が可能です。
コース内容やプランの詳細はお電話でお問い合わせ下さい。 （☎０２６７-２４-２５２５）

お一人様：２,５００円（税込）～ご利用いただけますお一人様：２,５００円（税込）～ご利用いただけます
※お客様のお好みに合わせたコース料理の内容をご提供させて頂きます

1, 2 月のランチメニュー  /その他は３月より再開予定

牡蠣と長野県産” 春菊” のグラタン
４時間じっくり煮込んだビーフシチュー
ピッツァ・マルゲリータ
信州味噌が香る長芋と長葱のピザ
季節の野菜とスパイシーチキンカレー

１,１５０円（税込）
１,３００円（税込）
９００円（税込）
９３０円（税込）
９００円（税込）

※上記プラス240円で、ミニサラダとスープをご注文いただけます。

＊３名様以上でのランチご利用でサラダ・スープセットが半額（通常２４０円→１２０円）税込
＊６名様以上でのランチご利用でセットドリンクが無料（通常２４０円→０円）税込

１月、２月のディナータイム・土曜日以外が予約制になります。
停車場ガーデンカフェでは、厳寒期の営業を以下のように変更いたします。
★  月、火、水、金、日曜日：完全予約制（木曜定休）　
★  土曜日はオープンしております。（21時ラストオーダー /22 時閉店）
ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしく願い申し上げます。

停車場
ガーデンカフェ
冬営業のご案内

ご予約・お問い合わせ
☎ 0267-24-2525
停車場ガーデンカフェ



  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）

3/14（土）　 講師／中嶋祐子　参加費1000円  定員6名
ステンシルで桜の小物作り  　
桜のステンシル型を作って、桜柄の小物を作ります。
失敗しないステンシルのコツもお伝えします。

3/28（土） 講師／名小路  雄　参加費200円　定員10名
ガーデナーおすすめの宿根草
小諸で育てやすい植物や、寒さに強い植物などガーデナーおすす
めの宿根草と組み合わせ方などを紹介します。

4/11(土)　 講師／中村勝廣　参加費200円　定員10名
どっさり採れるブルーベリーの栽培法
「お陰様でたくさん採れました」と毎年大反響の人気講座です。
聞いて驚きどっさり収穫の秘訣教えます。

4/25(土)　 講師／名小路  雄　　
参加費1200円（オリーブの苗付）　定員10名

小諸でオリーブを育てるには
その実やオイルで生活に馴染み深いオリーブ。寒冷地では地植え
できませんが鉢植えでコツさえつかめば育てられますよ！
 
小諸市おしゃれ田舎プロジェクト 共同企画

5/9 (土)講師／田中由希（レブーケ）
参加費1000円　定員20組　9:30～

フラワーフォトフレームづくり
春の花できれいなガーデンを背景に
お子さんを撮影した後、写真を押し花
で飾り、おしゃれなフレームを作ります。

●懐古園桜祭りが 4/4（土）～4/26（日）  

●小諸八重紅枝垂の苗  注文受付中 !  →裏面に記事  

本陣主屋 ・催し物案内

★ここだけの牛乳   216円(税込)
     生乳の濃厚感が違います

★のむヨーグルト 288円(税込)  →
     さっぱりとしていてゴクゴク飲める。
★味噌チーズ    548円(税込)  
   味噌味が強くご飯にも、 焼きおにぎりにもGOOD!

「長門牧場」は蓼科山の麓、標高1,400メートルの信州白

樺高原の牧場で乳牛200頭を飼育しています。

きれいな空気と蓼科山からの伏流水、恵まれた環境で

育った乳牛から絞られた生乳は良質で新鮮。その生乳

から作られる加工品は、濃厚さが違います！

★ここだけの牛乳   216円(税込)
     生乳の濃厚感が違います

★のむヨーグルト 288円(税込)  →
     さっぱりとしていてゴクゴク飲める。
★味噌チーズ    548円(税込)  
   味噌味が強くご飯にも、 焼きおにぎりにもGOOD!

「長門牧場」は蓼科山の麓、標高1,400メートルの信州白

樺高原の牧場で乳牛200頭を飼育しています。

きれいな空気と蓼科山からの伏流水、恵まれた環境で

育った乳牛から絞られた生乳は良質で新鮮。その生乳

から作られる加工品は、濃厚さが違います！

長門牧場のソフトクリーム、
　　　乳製品の販売開始！

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）

本陣主屋は、3月末まで冬季閉館
＊お人形さんめぐり 2/22～3/8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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大手門駐車場

竹内駐車場

   　　　　4/10(金)～5/ 8(水)
桜さくらでハンドクラフト展
手仕事ギャラリー「春の装い」
和服のリメイク、和のこもの、帽子、藍染、
パッチワーク布花布人形陶芸etc
＊懐古園桜まつりのパンフ持参の方に、
　1000円以上のお買上げで手づくり品プレゼント

4/17(金)～29(水)　
絣と木綿いろいろ と 焼き物展
新藤光子　久留米絣や木綿の作品
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の作品

かすり

●本陣主屋は 4/８（水）より開館

婚活イベントのお誘い@本陣主屋

楽しいひと時と〝素敵な”出会いを！

4月12日（日）　12:30～16:00
内容・マッチングパーティー（お茶会）
　　・落語「林家さんぽ」(小諸在住落語家)
会費・男性３000円　女性2000円　
募集・男性　女性各15名　30歳代～40歳代まで
連絡お申込み：「小諸むすびの会」「小諸と佐久咲くマリア
ージュ」合同企画   ℡＆Fax　0267－2３－7000 中村

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

  ☎0267-24-2525

２時間無料　

      3/13(金） ～   夜の営業再開します
昼よりも、ちょっと贅沢な洋食メニューをご用意します。
＊日、水曜はコースの予約のみ。６名様以上で承ります。
＊小パーティー、貸切パーティーも承ります。 （ MAX席数25席）
   お１人様 2500円（税込）～。

3/13(金）  長門牧場ソフトクリームが復活!
小諸市で長門牧場ソフトクリームが食べられるのは停車場
ガーデンだけ。濃厚なバニラ味をお楽しみ下さい。

★ 長門牧場ソフトクリーム（カップ） 430円（税込）
★ 黒糖タピオカミルクティーソフト 680円（税込）

18時～21時（ラストオーダー）　

黒糖タピオカミルク
ティーと長門牧場ソフ
トのコラボメニュー
しっかりとした味わい
のタピオカと濃厚バニ
ラがクセになります。



2020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？
2020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？

停車場ガーデンで販売中！

バスケットをさげて
春を探しにいきませんか！

バッグ　2000YEN
麻ヒモ＋ズパゲッティ

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造園デザインと特色あ
る植物が楽しめる公園です。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。
園芸家の中村勝廣さんが指導にあたり作業を通してさまざまな
植物についても詳しく学べる和気あいあいの楽しいクラブです。
お問い合わせ・小諸市都市計画課まち整備係　☎0267-22-1700

こもろ花くらぶ　
（活動場所／大手門公園内・停車場ガーデン）
3月～12月の毎週金曜   9:30～11:00　作業後にお茶会
ガーデン全域の草花の手入れを、名小路施設長を中心に行って
います。ガーデニングを学ぶいい機会！ 作業終了後のお茶会も
楽しみの一つです。
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）
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。長野県自然観察インストラクターの柴平志保
子さんを中心とするクラブです。
お問い合わせ・停車場ガーデン　☎0267-24-2525 

ポット
2000YEN

ラミネートポーチ
大８00YEN
中600YEN
小300YEN

クラフトテープ
バスケット
1300YEN

クラフトテープ＋布バッグ
1500YEN

ドライフラワー１束450YEN
つるかご 1000YEN　

小諸八重紅枝垂の苗  注文受付中 !  　
小諸八重紅枝垂保存会の苗の配布を受け付けます。

入会金1000円     苗(1年苗)1本1000円＋認定書200円
入会1口につき10本まで／全体で50本で先着順

配布は4月中旬を予定　 

お申込：停車場ガーデン☎24-2525
　
ガーデンマルシェ　出店者募集！
開催日：2020年5/17(日)10:00～15:00 
震災・災害復興応援さくらさくライブと同時開催です。

各店舗の皆様には募金箱の設置をお願いしてます。

出店料/1000円  20区画（先着順）

お申し込みはお電話・FAX・メールにて☎24-2525

＊コロナウィルスの状況で中止となる場合があります。

浅間山麓野草園の看板
には、山野草クラブのメ
ンバーによって、園内で
その時咲いている野草
の写真と名前が掲示さ
れています。

毎年はなやかに咲く相生
坂公園のバラ。小諸の花
の名所になっています。
おしゃれなカラーリーフ
の植え込みは、近代的な
建物にマッチしています。

昨年末に、国際ソロプ

チミスト小諸さんから

寄付をいただき、花井

戸の柱の塗り直しを行

いました。

どうもありがとうござい

ました。

【停車場ガーデンよりのおしらせ】

＊ズパゲッティとは、
オランダの糸メーカ
ー「Hoooked（フッ
クドゥ）社」が販売し
ている、「Tシャツヤ
ーン」と呼ばれる編
み糸の一種です。



  停車場ガーデン・花と緑の学校
※電話でご予約をお願いします。（1か月前から受付）

8/22(土）　会場・停車場ガーデン　9:00～10:30　
翌年も咲かせる  アジサイの管理法  
講師／名小路雄　参加費200円　定員５名　
夏に花を楽しんだ庭のアジサイ、そのままにしていませんか？
翌年の花付きを左右する選定など管理方法を学びます。

9/12(土） 　会場・本陣主屋　
10:00～12:00 （予約9/4まで可）定員10名

押し花のキャンバスアートづくり
講師／田中由希　2500円(材料費込み)　
停車場ガーデンの草花の押し花を使って
作ります。ナチュラルなインテリアに。

9/26(土） 　会場・停車場ガーデン　9:00～10:30
小諸八重紅枝垂の剪定と仕立て方
講師：中村勝廣　参加費:200円　定員5名　
この樹の剪定シーズンは秋。枝が地面につかないような剪定方法
や育て方をマスターして、小諸自慢の桜を綺麗に咲かせましょう！
＊この講座は撮影して、後日ユーチューブにアップする予定です。
　９月末にホームページ等でお知らせします。

本陣主屋・停車場ガーデン
手づくりマスク販売中！
             　　　　330円～
　和柄、ゆかた地、花柄、サイケ柄、
　レース付きなど、いろいろあります。

＊ガーデンHPに作品例up。

停車場ガーデン Cafe&Shop
木曜定休　ショップ  9:00～17:00 　
カフェ・レストラン10:00～22:00 
＊17:00～18:00 準備中　夜営業9月末まで
本陣主屋 木曜定休 9:00～17:00 　
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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小諸駅

★大手門

本陣主屋
停車場ガーデン

8.9月
2020年

大手門駐車場

竹内駐車場

8/2(日)  1回目10:00～   2回目11:00～   各回 定員10名

ナチュラルミニブーケ作り
爽やかなミニブーケをお部屋にどうぞ。
花材は変わることもあります。
　講師：タナカリエ　親子参加も大歓迎！ 　　
    参加費：1束1000円（材料費込み）
　＊参加人数と制作数をお伝えください。

◆申込：タナカリエ 090-8328-6097

8/5(水).15(土).25(火) 10:00～

世界で一つのお守りづくり
願いが叶うと言われる「二重叶結び（にじゅうかな
えむすび）」で、自分だけのお守りを作りましょう。
参加費　500円(材料費込)
◆申し込み：小諸観光局
　（担当/荻原）℡0267-22-1234     詳細は【小諸観光局HP】で検索を！　　

親子で夏休み ものづくり体験
自由研究もこれでバッチリ！　申し込みは5日前まで
＊こもろ応援チケト使えます

　　　　　　　 8/1(土)～8/31(月)　

和布で遊ぶ
～古布でつくる魚と着せ替え人形 
和こもの愛好家の皆さんが作る魚の小物や可愛い着せ替え人形を展示。
魚や海の生き物の吊るし飾りは本陣主屋の夏の風物詩となっています。

遊べる展示会

☎ 0267-24-7788

ホットケーキ、コーヒー、e.t.c
特製かき氷／一番人気・自家製梅シロップ今年もあります！ 

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 
ゆっくりできます！

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

２時間無料　

密でない、オープンカフェ 拡充しました！
10:00～17:00  (ランチ11:00～14:30)  
停車場ビアテラス 
7/17～９/３０   18:00～22:00
生ビール、ワイン、ハイボール、カクテル他
1時間飲み放題1500円（税込）
　　　                 ＊２名様以上でご来店ください
７月中はおつまみバル、８月からお食事メニューもあり。
コース料理3000円～（要予約）　貸切可能です。
詳しくは ☞  http://www.t-garden.org　

本陣主屋 
夏の催し物案内



公園内のせせらぎに、水音ふたたび！ 第９回

9/20(日)、21(月.祝)
小諸宿の商家めぐりと、
昔あたらしい手仕事と食のおもてなし
会場 小諸市  本町、市町、大手町の歴史ある商家

セダム“オータムジョイ”
葉が厚く乾燥に強い多肉植物です。寒さにも強
いので地植え可能です。夏にブロッコリー型の桃
花をたくさん咲かせます。塊感のある姿なので、
葉が細かったりフワフワしている軽い印象の植
物と組み合わせると引き立てあいます。非常に丈
夫で優秀なのですが唯一の天敵が「ベンケイソ
ウスガ」という蛾の幼虫。春先に薬剤を株もとに
まいておく事で簡単に防ぐことができます。

小諸らしい庭をつくろう！　ガーデナーが選ぶ、小諸の夏におすすめの植物
ここでは、小諸ならではの気象条件にあった植物をご紹介します！　小諸の夏は降雨量が少なく日中たっぷり太陽の日
差しが降り注ぎ、夜温がしっかり下がることで熱帯夜が少なく、高温多湿を苦手とする植物にとって快適な気候です。
 関東以西の夏ではうまく育たない植物も、小諸ではうまく育てられます。　①太陽大好き ！  ②乾燥に強い！  ③カラッ
とした気候が好き！　この3つの条件に見合った植物を選ぶと、自然と「小諸らしい庭」になっていくでしょう。
ポイント＝ これら夏に見頃を迎える植物を花壇の手前に植えておくと、夏バテしがちな春の植物を隠してくれます。
以下のものは、停車場ガーデンで見られるものです。販売しているものもあります。 どうぞお出かけください。       

エリンジューム・プラナム
夏が暑い関東以西ではあこがれの植物のひとつ
ですが小諸ではわけなく育てられます。「松かさ
アザミ」の日本名に違わずユニークな形の花は、
がくや茎が青紫色になりメタリックな質感です。
草丈90㎝程なので花壇の後ろから中ほどに植え
て手前にワイン色の花やふわっとした草姿の植
物と組み合わせるとお互いをひきたて合います。

ゼラニウムの仲間
蒸し暑さが苦手なので、関東以西では真夏に休
みがちですが、小諸では機嫌よく秋遅くまで楽し
めます。赤やピンクの花を沢山咲かせ、濃い緑の
葉とのコントラストは強い夏の日差しにも負けま
せん。昼夜で気温差のある小諸ではその色がよ
り鮮やかに楽しめます。水はけ良く乾かし気味に
育て、定期的に切り戻すと形よく育てられます。
寒さに弱いので鉢植えで育てて冬は室内に。

広葉マウンテンミント
薄紫色の花は小さく目立たないのですが、その
周りの葉が白くなり美しいです。ミントの名がつ
くものの似ているのは爽やかな香りだけで全く
の別種です。草丈は60cmほどになり優しい印
象です。主役にはならないもののどんな植物と
組み合わせても様になる名脇役で、ナチュラル
な雰囲気を出したい時に最適です。丈夫で育て
やすく地植えで毎年楽しめる宿根草です。

クラスペディア・グロボーサ
冬－12度程なら耐えられる宿根草です。それ
以上寒くなる地域では室内で冬越しさせます
。黄色のピンポン玉そっくりな形の花を30㎝
程伸ばした茎の先に付けます。高温多湿が苦
手なので水はけの良い土壌に植えます。庭植
えの場合一株よりはいくつかまとめて植えると
リズムが生まれ、特徴を生かせます。寄せ植え
にもおすすめです。

ロシアンセージ
ラベンダー色の花と灰白色の葉や茎がとても爽や
かな印象を与える宿根草です。背が150㎝程と大き
くなるため、5月頃に半分くらいの高さまで一度切り
戻しておくと倒れる事無く夏に咲きそろいます。適
応力があり丈夫な植物ですが蒸し暑さを嫌うため、
株間をあけて風通し良くします。パステルカラーの
花と組み合わせれば優しい花壇になりますし、一種
類で群植させてボーダーのようにも使えます。

停車場ガーデン施設長・名小路 雄

植物の写真は、停車場ガーデンで撮影したものです

８年前、公園ができた時にはとうとう
と流れていたせせらぎですが、ここ数
年水量が減って、池の水がよどみ、藻
が大量発生していました。原因をつき
とめ、ポンプの不調を修理したところ、
ふたたび水が豊かに流れ始めました。
また、水質悪化の原因になっていた
上流のスギナなどの植物を撤去し、
川床を舗装することで、常にさらさら
と水が流れるように工夫しました。
睡蓮の花の咲く、涼しげな水辺の風
景をお楽しみください。

こんな年なので、メインは２日間。 地域で楽しむ企画にします。 
詳しくは、８月末～配布のパンフレット、HP等でご案内HPします。

木綿、絹の着物や古布、古道具などご寄付ください！
古物を再生して作品作りをする作家さんなどにお譲りします。
売り上げは、城下町のまちづくりの資金にさせていただきます。
☎お問い合わせ／本陣主屋  0267-24-7788（土屋）まで。

主催：城下町にぎわい協議会



お知らせ／本陣主屋は、11月24日～4月中旬まで、冬季休業となります。 
              ＊人形めぐりについては、まだ参加するかどうか未定です。
　　　　  また、手仕事ギャラリーの営業は今期で終了します。
                    みなさま長いことありがとうございました。

秋植え球根入荷しました！　
宿根草と相性が良い、ガーデナーおすすめの
球根です。個性的な原種チューリップの球根、
お部屋で楽しめる水耕栽培用ヒヤシンスなど
春が楽しみになる珍しい球根が揃ってます。  
超おすすめ秋植え球根　
エレムルス　
￥540＋税　
きつねの尾のよう
な大ぶりの花で、
背丈が120㎝にも
なる。宿根草ガーデ
ンのアクセントに。

 ペチコート咲水仙
“ゴールデンベル”    
￥325＋税  
花の形がたまらな
く可愛い花です。  
キバナカタクリ　
￥350＋税
和風の庭にも合う
やさしい花です。

  停車場ガーデン・花と緑の学校　

新型コロナウィルス拡散防止のため、
今年度中のプログラムは中止いたします。

秋の

停車場ガーデン Cafe&Shop
木曜定休　ショップ  9:00～17:00 　
カフェ・レストラン10:00～17:00 
＊夜営業18:00～21:00 　要予約　　
本陣主屋 木曜定休 9:00～17:00 　
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）
☎0267-24-2525
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★大手門

本陣主屋
停車場ガーデン

10.11
2020年

大手門駐車場

☎ 0267-24-7788

停車場ガーデン 
&本陣主屋 だより

イメージ写真

この日のための創作パンもお目見え！ 10時より

昨年大好評だったパンフェアを、参加店を広げて開催！
ソフトパン、ハードパン、スイートパンにおかずパン。
お好みでどうぞ。冷凍しても美味しいパンもあります。
10時開店で、売り切りごめんでお願いいたします。

イートインは、コー
ヒー、特製スープ、
サラダなどとセット
でどうぞ！

麦香炉さん

10/16(金)～21(水)
パッチワーク教室展　松林美千子
ニットソーイングkiki.Mum   
                        長谷川松子と仲間たち

10/30(金)～11/4(水)
【秋の装い】
布花／長谷川和子  ニット・布人形／佐塚葉子
ドール＆クラフト／Kikumi      古布リメイク／
土屋和栄    ほうろうペイント／中嶋祐子

11/6(金)～11/11(水)
【昔のきもの掘り出し物】　いちい
昔の着物、ちりめん、絣、銘仙、
まだまだ着れる昔の着物を展示販売。

11/13(金)～11/23(水)
【久留米絣と陶芸展】　
新藤光子　久留米絣や木綿の作品
寺沢澄江　赤松の薪を焼成した自然釉の作品。

カフェ 夜営業のご案内   18:00～21:00 予約のみ
お食事　２名様より。 ホームページでメニューをお選びください
パーティー　４～18名様　お1人様2500円～(お料理のみ）　
            　　メニュー等についてはご相談ください　
☎ 0267-24-2525(木曜定休)   ＊ご予約は２日前まで承ります
停車場ガーデンURL :  http://www.t-garden.org

大作から実用的な小物などひと針ひと
針、心のこもった作品と着やすさと素材
にこだわった秋からの洋服のコラボ展。

小諸駅前 大手門公園    ガーデンエリア

２時間無料　

本陣主屋 

相生町特製エコバッグ(500円)で、
春までお得に買い物できます！
 ＊相生町商店街振興会会員の店が対象 3月末まで

特典1  1000円の買い物クーポン付き
特典２ 各店「初回特別サービス」あり
特典３ バッグ持参で各店での割引等
ガーデンでは、特典2 アシストこまばクッキ
ーor長門牧場アイスがいくつでも20%off、 
特典３上記商品どれかひとつが20%off 
10月20日販売開始。130枚限定。
ガーデンでも販売予定。予約不可。

10/24(土) 10/25(日) スピカ , エプロン 

10/31(土) 11/1(日)  まる屋 , HappyTime 

11/2(月) 11/3(火・祝)  ヒトキトベーカリー 

11/7(土) 11/8(日)   コッペリー , 麦香炉 



10/31(土)、11/１(日）  ハッピータイム
自然豊かな山里の、無添加物・手づくりのケー
キや焼き菓子の店。ガーデンでも純生クリーム
使用で濃厚に焼き上げたチーズケーキやパウ
ンドケーキが人気。パンはいつもはシンプルな
もののみですが、フェアではあんこ＆ホイップク
リームのパンがお目見えします。
営業  10:00～18:00   定休日  水曜
住所・佐久市布施420  ☎0267-53-4047
通常の停車場ガーデンでの入荷：ほぼ毎日

小諸・佐久の７つのこだわりパン屋さん。
店舗にもぜひたずねてみてください。秋の 参加店紹介

10/24(土)、25(日）  スピカ 麦の穂  (天池）
東京の老舗パン屋が移転し、６年前に天池の森の中に隠れ家パン工
房＆カフェを開店。 職人歴30年以上のご主人がこだわりぬいて焼く
パンは、かむほどに味わいが増す本格派のハード系パン。全粒粉を中
心とする国産小麦を石臼で挽き、自家培養天然酵母箘、自然海塩を使
用。発酵に時間をかけるので、小麦本来の甘さが引き出されています。
営業  10:00～17:00   定休日  日、月曜日
住所・小諸市甲4599-5  ☎0267-46-8433

店舗あり　　

11/2(月)、3(火・祝）  ヒトキトベーカリー  (糠地）
小麦の栽培に適した土地を探し、小諸に移住。おととし、糠地の古民
家でパン工房をオープン。小麦や野菜を育て、酵母も自家製というこ
だわりよう。食卓パン、おかずパン、甘いパンなど幅広く、特にベーグ
ルが人気。しっかりしたパンなので、冷凍や冷蔵で長期保存も可能。
営業 水曜、土曜　11:00～16:00ごろまで（売り切れ次第閉店）
住所：小諸市滋野甲4162-ロ号-71　☎080－5363－7218
販売日は、インスタグラム hitokitobakery でチェックしてください。

11/７(土)、８(日）  パン屋 麦香炉  (御影新田）
佐久インターよりの国道141号沿いで4年前から営業している、かわい
いパン屋さん。大学の水産学部の先輩後輩だったご夫婦は、とても研
究熱心。5種類の酵母で様々な国の厳選した小麦を使い分け、それぞ
れの小麦に合った製法で1種類の生地を作り40
～50種類のパンを焼き上げます。 コーヒーなど
もいただけるイートインスペースあり。
営業  10:00～18:00   定休日  木曜（不定休あり）
住所・小諸市御影新田2724-3  ☎0267-41-6946

11/７(土)、８(日）  コッペリー  (御牧ケ原）

10/31(土)、11/１(日）  まる屋  (東御市芸術むら公園）
東御市の芸術むら公園・明神池のほとりに立つまる屋さん。天然酵母
＆信州産小麦、地元食材にこだわったパンが並びます。毎週土・日に、
日替わりシェフによるランチも楽しめます。ガーデンにはいつもは日
持ちのするパンが来ますが、フェアでは違うパンも予定。お楽しみに。
営業日  木・土・日曜日  10:00～16:00 ＊木曜は、おやきcafé （パンなし）
冬休12月中旬～4月中旬    住所・東御市八重原1807  ☎090-1112-6283
通常の停車場ガーデンでの入荷：毎週土曜日　

秋＆冬のガーデンイルミネーション　
予定  かぼちゃ/10月中　イルミネーション/11月中旬～春まで

本町に着物＆手仕事の拠点が誕生！　
古い着物や古布を活かしたまちづくりの拠点と
して、NPOこもろの杜も参加して古い蔵を借りま
した。当面は、マルシェ（月1)、着付け教室、チクチ
クワークで活用。その日は蔵を開けています。
日程は「フェイスブック継ぐ蔵」をご覧ください。
＊活動費捻出のため、古着物、家具などのご寄
付をお願いします。☎090-1200-0239(荻原）まで。

10/24(土)、25(日）  エプロン 　
チーズたっぷりのハムチーズ、あんこたっぷり
のアンバタが人気。得意先の病院の要望を受
けて、バター、牛乳、卵を使わない製法を工夫。
今回は、ピザトースト、揚げパンなども予定。
通常の停車場ガーデンでの入荷：ほぼ毎日

千曲ビューライン沿い、御牧ケ原の田園
を見渡す丘の上にポツンと立つメルヘン
なパン屋さん。クロワッサン、くるみパン、
あんパン、クリームパン、メロンパンなど
種類が豊富で、だいたい150円くらい。
生地のおいしさに工夫があるそうです。
外のベンチでパンをいただくことも可。
営業  10:00～18:00   
定休日  火、水、木、祝日（不定休あり）
住所・小諸市大字山浦白山前5374-131
☎0267-24-1320



賀
正

1/23(土)～2/7(日) 
 @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！

1/4（月）～1/11（月） ＠ガーデンショップ

  和の手づくり物 展
和風小物手づくりのキット 
                        (鯛、椿など)
陶芸品（茶碗、カップなど）古
布の端切れセット  500円～
和風巾着   500円～

停車場ガーデン Cafe&Shop
木曜定休　ショップ  9:00～17:00 　
カフェ・レストラン10:00～17:00 
＊夜営業18:00～21:00 　要予約　　
本陣主屋 冬季休業
2/20～3/7はお人形さんめぐりは営業
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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本町 大手

小諸駅

★大手門

本陣主屋
停車場ガーデン

12. 1
′20年 ′21年

大手門駐車場
２時間無料　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

12/28（月）～1/3（日）迄年末年始休業となります。

本陣主屋／来年3月末日まで冬季休業ですが、お人形

さんめぐりの期間中(令和3年2/20～3/7)は開館します。

いつもご利用いただきましてありがとうございます。
2020年は、じっとがまんの１年でした。
2021年は、新たなワクワク楽しいことをご提供したいです！
どうぞ よろしくお願いいたします。

ショップよりお知らせ

ヒトキトベーカリー（小諸市糠地）の
ベーグルが、毎週月曜日に入荷！
もっちりベーグルが評判の店。人気のめ
んたいクリームチーズ、レモンクリーム
チーズなど５、６種類が入荷予定。停車
場ガーデンでしか買えない黒糖ミルク
ベーグルも好評発売中。各220円～。

粉幸さんの「シュトーレン」
ご注文受付中！
フルーツシュトーレン　洋酒漬けのレーズ
ン、オレンジピール、アップル、チェリー、パ
インなどのフルーツをふんだんに使用。　
抹茶シュトーレン　抹茶に大納言あずきと
ホワイトチョコフレーク入り。2020年新作！　
ショコラシュトーレン　チョコとオレンジピ
ールのシュトーレン。レーズン等のドライフ
ルーツが苦手な方に！ 　
ワインシュトーレン　ワインに漬け込んだレ
ーズンをたっぷりと練り込みました。　
☆ミニサイズ3個セット　
お好きなミニサイズのシュトーレンどれで
も3個を組み合わせられます。

　

シュトーレン各種  1900円(税込)
ミニサイズ 　850円（税込み）
ミニサイズ3個セット 2400円(税込)
受付は12/22(火)まで
お渡しご指定日は27日(日)まで。
お渡し希望日の2営業日前までに
お申し込みください。常温で２週間、
冷凍で１ヶ月持ちます。

本陣主屋の企画運営のアイデア＆協力者の募集 ガーデンショップのスタッフ募集

おしゃれなプレゼントに、イチオシです！
世界屈指の紅茶ブランド ハーニー&サンズ　バニラコモロ（紅茶） 
小諸産のお茶？ いいえ、こちらはインド洋のコモロ諸島の良質バニラで香りをつけ
た紅茶。優しく甘い香りのブレンドはストレートでも、ミルクティーでもおいしいです。
カフェインフリー。缶のデザインがまた素敵なので、贈り物におすすめです。
 11g（5パック）800円（税別）　40g（20パック）2000円（税別）  

新商品！

本陣主屋は、小諸市立の歴史施設です。2013年より、NPOこもろの杜が指定管理者とな
り、グループ創作人（代表・土屋和栄さん）に管理をお願いしてきました。８年間、多彩
なイベント企画、ギャラリー＆カフェ運営に取り組んでいただきましたが、残念ながら
今年度でグループを散会するとのことで、新しい運営協力者を募集いたします。
NPOでは、新たに下記のような企画の柱を立てています。これについて関心のある方と
一緒にアイデアを出し合い、協力体制をつくりたいと思います。スタッフとして管理を担
ってくださる方には、一定の謝礼がでます。また、この施設を使って収益事業を行いた
い方とのコラボ企画の提案も歓迎します。 詳しくは、NPOこもろの杜（もり）まで。

停車場ガーデンで働いてくださる方（パー
トさん）を、募集いたします。
接客が好きな方、魅力的なお店づくりや商
品開発等に意欲のある方、9時～5時の勤
務で週２～3日働ける方を探しています。
時給、待遇など、詳細は下記までお問い合
わせください。（担当・名小路まで）

歴史展示・体験
・江戸時代の再現
・展示物の充実
・歴史案内

着物＆フォト観光
・着物レンタル　
・撮影用小物レンタル
・着物で××体験

再生品販売
・着物再生販売
・古布、古道具の
  リデザイン品 　

カフェ運営
・特色ある
 メニュー開発
・イベント企画

停車場ガーデン＆本陣主屋の指定管理者

NPO法人こもろの杜（もり）
☎0267-24-2525   木曜定休

＊この募集は、来期の小諸市の指定管理者指名を前提と
しておりますが、正式決定は12月下旬となります。



＊ガーデンで閲覧できます

（本の抜粋）

多肉植物の専門誌　「サキュレント 500号記念誌」
NPO法人日本多肉植物の会／300頁／2016年／5000円(税別)
日本多肉植物の会が創立以来発刊した会報誌の500号を記念し

て、培ったノウハウを次世代に残
すため編纂された思いのこもった
本です。実体験から得た栽培のコ
ツが多く記されており、日記を読む
ようで面白くかつたいへん参考に
なります。写真も会員の投稿が中心で珍品、奇品まで幅広く、市
販の園芸書とは一味違った「育てる側」から生まれた一冊。

冬の楽しみ ・ こたつ園芸！  

停車場ガーデンゆかりの著者による  植物BOOK

おぎはら植物園
https://www.ogis.co.jp/index.php
上田市芳田1193 
9:30 ～ 17:30   年始を除き年中無休

ジャムこばやし
世界の木の実を販売する小林さんの店。
ネットではおよそ300種、店頭ではその8割
ほどを販売。ジャム(40種類)、ジュース(60種
類)もすごい。 定休/水・木曜日 。
http://jamkobayashi.com
軽井沢町 大字軽井沢710   10:00～18:00

多肉植物のマニアの会に参加しませんか？
NPO法人 日本多肉植物の会甲信支部は、小諸市の押出公民館
で、偶数月に開催されています。 問い合わせ：中村勝廣（停車
場ガーデン園芸スタッフ） tel  090-1829-7178
NPO法人日本多肉植物の会 
https://j-succulent.jp/jss-about/of-a-club/

停車場ガーデンで販売中！

上田にある日本随一の宿根草専門店「おぎはら植物園」の荻原範雄
さんが記した２冊です。

四季の宿根草図鑑
荻原範雄著／144頁／2017年・講談社／1800円(税別)
季節ごとに見頃の宿根草が紹介されており、その数なんと586種類！
それぞれの草丈や気候条件、管理作業スケジュールまで記されてい
るため春にむけての植栽計画の強い味方になります。全ての植物に
きちんと学名が載っている事もお薦めする大きなポイントです。
　
咲かせたい！四季の宿根草で庭づくり
   ～日陰・酷暑・悪条件を解決!
荻原範雄著／95頁／講談社／1700円(税別)
宿根草を活用することでよくあるお庭の悩みを解決しようと提案さ
れており、そのヒントが沢山紹介されています。宿根草の性質から始
まり、コンテナ、日陰地、乾燥地、狭小地などお庭の環境に合わせた
アイデアと植物が紹介されています。何より実例写真が沢山使われ
ているため分かりやすく、これまでただ何となく庭を見ていた視点
を変えてくれる一冊です。

2020年発売！

世界のふしぎな木の実図鑑
小林智洋著／176頁／創元社／3000円(税別)
停車場ガーデンで「木の実展」を開催して下さった軽井沢の小
林さんが、本を出版されました！　観賞用木の実の販売ではお
そらく日本一の種類を扱っている小林さんが、年月をかけて集
めた世界中の変わった形の木の実や種の中から、植物の営み
のふしぎさを感じてもらうことを優先して厳選した約300種を
紹介。図鑑といっても堅苦しくなく、美しい
写真集としてただ眺めていても面白くひ
きこまれてしまいますし、お子様にも大変
おすすめです。面白い木の実ひとつひと
つには、子孫を残すためのあっと驚く工夫
が隠されていて、植物のたくましさやした
たかさに感動する一冊です。

2020年秋発売！

信州で楽しむナチュラルガーデニング
和久井道夫 共著／127頁／2006年・信濃毎
日新聞社・1700円(税別)    停車場ガーデン
をデザインした和久井さんの庭（糠地）の写
真も楽しめる本。 絶版となっていますが、ア
マゾン等で、中古本として販売しています。


