
　
　　◆　春を先取り！花✿花 フェア　　

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 
ディナー18:00～（予約のみ）　　
本陣主屋 冬季休業  4月10日から開館
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）
☎0267-24-2525

P 

P 

R141
本町 大手

小諸駅

★大手門

本陣主屋
停車場ガーデン

2.3月

大手門駐車場

2021年

ガーデンカフェ・２、3月の特別メニュー
名物  いくさしるこ   

東御市「祢津商店」の冷凍巨峰とチーズク
リームのデニッシュで、まる屋と停車場
ガーデンだけの限定販売です。
巨峰の数等の関係で、数量限定。お早め
にどうぞ。2/6(土)～ 毎週土曜日入荷。    

まる屋の巨峰デニッシュ 新登場！ 

小諸八重紅枝垂の苗　配布受付中

小諸八重紅枝垂保存会による苗の配布です。
本年度は全て2年苗で大きく大変良い苗です。
配布は4月から、限定30本（1会員10本まで）
会員は、苗(2年苗)1本1650円＋認定証200円。
未入会の方は、入会金1000円をお願いします。
お申込み：停車場ガーデン☎24-2525

小諸では昔から「いくさ」と呼ばれてきた
えごまの実には、血液をサラサラにする成分
が多く含まれています。その実をすって豆乳
で伸ばした一品。独特な風味とコクが好評。

 250円

 500円

コモロヤエベニシダレ

2/27(土)～3/21(日)
あたたかな季節はすぐそこ！
停車場ガーデンでは春を先
取りの、花柄小物や園芸道具
をとりそろえております。

室内用ジョウロ1500円～
フラワーベース350円～

地元作家ブランドの花の小物紹介

Cookie（クッキー）
女性らしいカーブの効いた
デザインのマスク、ダブル
ガーゼを重ねたハンカチ。
マスク360円～
ハンカチ468円

MeR MeR(メルメル)
大きさの違う3種類のラミ
ネート生地のポーチは、リ
バティプリントが中心。
　三角ポーチはオリジナル
　　の刺繍あり。
　　ポーチ 300円～
　　三角ポーチ700円

fromm(フロム)
ドライフラワーのミニブーケ、
アロマワックスバー、他。
ミニブーケ600円
アロマワックスバー1000円

peu  connu (プコニュ)
陶芸から、刺繍、ドールハウ
スなど多様な作品が、どれも
人気です。  
陶器の箸置、バッチ 500円～

LIKE A FROWER
(ライカフラワー)
季節に合わせたハイセンスな
ハーバリウムを制作。豪華な雰
囲気ですがお手頃なお値段。
ハーバリウム1200円～

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

停車場ガーデンに残る
れんが　              　あぶらこれんが　              　あぶらこ

停車場ガーデンの線路側に建つ、小さな煉瓦倉庫。
明治41年に、駅や汽車の車内のランプの灯油を保管するため

に建てられました。その頃は、まだ電気がなくすべてがランプでした。 
令和元年に「小諸ふるさと遺産」に認定され、昨年、屋根の補修も
終えました。昔はどの駅にも油庫があり、駅舎から離れた場所に燃えに
くいレンガなどで造られました。旧信越本線の長野県内区間では唯一残
る油庫で、明治期の鉄道史の語り部ともいうべき貴重な産業遺産です。
煉瓦の積み方は、イギリス積で厚くしてあります。
小諸駅は、明治21年に開業。線路は、大手門の間
の城郭（三の丸）を切り崩してつけられました。
昔は、駅が「停車場」と呼ばれていたことから、「停
車場ガーデン」の名前が生まれ、建物もレンガを
モチーフとしたデザインになりました。

小諸駅（停車場）油庫明治41年の写真

明治の遺産 煉瓦の油庫 

＊すべて税抜きの金額です



コロナ自粛中・・だからこそ、小諸のために今できることを考えました。

小諸 市民ガーデン 魅力アップ大作戦・企画中！
NPOこもろの杜が管理運営している市民ガーデン施設の充実を進めていきます。

    本陣主屋・歴史展示の充実

みんなの納屋「繭ハウス」建設

みなさまのご協力を
お願いいたします！

今年も4月から活動予定。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？
今年も4月から活動予定。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。  ☎  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、第4金曜　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。みんなで山歩きや学習会
なども企画。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。☎  停車場ガーデン　0267-24-2525 

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。

停車場ガーデン 停車場ガーデン

浅間山麓野草園

相生坂公園

まゆ

参勤交代の大名などが宿泊した「小諸宿本陣」の建物の、歴史
展示を充実させようと企画しています。
江戸時代の本陣の様子や、北国街道を行き交う人の姿に思い
を馳せることができるような展示の準備を進めています。
＊5月から、本陣主屋の掃除やガイドを手伝ってくださる方を
募集しています。１時間400円程度の謝礼をいたします。
　空いている日、時間帯でのご協力で結構です。
＊着物の着付け＆レンタル、カフェ営業のお手伝いも募集い
たします。こちらは売り上げにより謝礼をいたします。

これまでガーデンボランティアさんの活動拠点、花と緑の講座
のスペースがなく、みなさまにご不便をおかけしてきましたが、
来年度、「みんなの納屋」をNPOの自主事業として建設したい
と思います。それにより、園芸教室の他に、草木染め、苔玉、
リースづくりなどの講座もできるようになります。
市民ガーデンでたくさん実施されているイベントの備品もこ
こに保管しておくことができ、より使いやすくなります。
公園拡張整備のためにこの2月に壊される、旧小林金吾商店
（繭問屋）の、大正時代のトラス構造の納屋の部材で再築し、
糸都小諸の、繭問屋の屋敷風景を受け継ぎたいと思います。
＊大工作業、壁塗りなどのボランティアを募集いたします。
＊建設資金のご寄付をお願いいたします。
＊木製のガラス戸、引き戸、古材などのご寄付もお願いします。

  
  
   

  て
えしたもんだ！

 

冬季は庭での作業のかわりに、
月１で講座を行っています。
クラブ員が対象ですが、入会を検討
されたい方の見学は歓迎します。
２/18（木） ドライフラワー講座 
３/18（木） ハーバリウム講座
＊コロナの状況で中止する場合も
あります。



ガーデンショップ　4/9(金)～18(日）　
人気のお菓子屋さん 「ゆきいろ」  スペシャル！
自然素材のおいしさでファンの多いゆきちゃんのお菓子。地場産の野菜、
果物などにこだわり、卵、バター、乳製品など動物性食材、白砂糖、不使
用。特別にプリン、パイ、ロールケーキなども予定。乞うご期待です！

９年間の感謝をこめて！
本陣主屋「手仕事ギャラリー」
おしまいの特別企画

4/23(金)～25(日)
手仕事ギャラリー
閉店セール
9年間楽しく手仕事に邁進し
てまいりましたが、25日にて
閉店いたします。
昔の着物はすべて半額。展示
に使っていた家具類、アン
ティークミシン、吊るし飾りの
スタンド、和ダンスなども格安
でお譲り致します。掘り出し物
を探しに来てください。

長い間応援していただきありがとうございました!

4/9(金）～4/25(日) 10:00～17:00 (最終日16:00)
手づくり大好き　桜さくらでハンドクラフト展　
手仕事ギャラリーの参加作家により、ひとつひとつ丁寧に作
られたハンドメイド作品がたくさん！
陶芸　新妻秀彦・小平ひとみ／俳画　増谷秀竹
／古布　佐藤優子／和小物　荻原あけみ
布ぞうり　中沢節子／布人形　佐塚葉子
／パッチワーク　松林美千子／
帽子とバック　荒川淳子／着物リメイク　桜井久美子.土屋和栄
／トールペイント　鳥山規子

4/9(金)～21(水)
貝びな  東誠子
トールペイント  中嶋祐子
創作人形  土屋和栄

4/9(金)～14(水)
手織りさき織　咲織サークルの皆さん(重野美知子、 吉田くに子、
飯田信子、金子淑美、 中沢裕美子、名取叔美、加藤直子、小平ひとみ、
早野五十鈴、新井初枝、浅井静子）
籐工芸　伊東照代／ステンドグラス　岡田明子
古布.ちりめん「昔きもの いちい」

4/16(金)～21(水)
ニット.布人形　佐塚葉子
ドール.小物　小林きくみ
布花／長谷川和子
トールペイント／鳥山規子
骨董小品古布の着物／森泉伊知郎
一閑張古布こもの／三瓶政美
アンティーク雑貨／沓名芳子

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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本町 大手

小諸駅

★大手門

本陣主屋
停車場ガーデン

4.5月
2021年

大手門駐車場
2時間無料

出店者募集！

ガーデンマルシェ

いろいろなハーブの苗がそろいます！
小諸産ラベンダーウォーター、
ハーブ刺繍の布小物なども販売。　

ハーブフェア 5/15(土)～5/30(日)

5/23(日)
10:00～15:00 
     雨天：
     東西自由通路

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 (16:30LO) 
本陣主屋   9:00～17:00（５/1より）
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

　停車場ガーデンカフェ　
リニューアルのお知らせ

新しいシェフを迎えて、メニューを一新いたします。
地場の食材やガーデンのハーブをいかした美味しいランチ。
カフェタイムのスイーツも充実します！（裏面に記事）

出店内容はハンドメイド作品、パン、焼菓子、
野菜、果物、農産物加工品、花などの販売、ワークショップ
などの体験ブースでも可.。出店料/1500円  (500円はさくらさくライブ
への寄付））   15区画（先着順） ☎　0267-24-2525（停車場ガーデン）

＊4/29(木・祝)は営業いたします。 振替で28(水)が休業となります。

音楽のまち小諸5/23(日) 同時開催　震災復興支援チャリティーイベント   
第10回  さくらさくライブ 10:00〜16:00
＠せせらぎの丘 　雨天中止
小諸周辺のミュージシャン、パフォーマーが、
東北大震災に思いを寄せて歌います！踊ります！ 
ウェブでの発信も充実！ どうぞごらんください。

　さくらさくライブホームページ

主催／さくらさくライブ実行委員会
090-8328-1065（児玉）



停車場ガーデンの新しいシェフをご紹介します　     萩原  郷治   はぎわら  きょうじ　
御代田町出身、小諸在住。東京で料理の修業をし、郷里に帰ってからは軽井沢の沢屋の「レス
トランこどう」などに勤務。沢屋からの派遣で、しなの鉄道観光列車ろくもんのシェフもつとめて
いました。 41歳、小諸商業高校出身、３児のパパです。　
ごあいさつ   ～ 停車場ガーデンの四季の庭とともに、小諸産、信州産の季節の食材を使用し
た料理をお楽しみください。寒暖差が大きく日照時間が長い小諸市には、甘味の強いトマトやト
ウモロコシなど魅力的な食材が多く、信州には山の幸があふれています。その魅力を伝える料理
をご提供できるようつとめてまいります。 どうぞよろしくおねがいいたします。 ～

ハムとチーズとバジルの
熱々パニーニ   セット ￥1190
＊ヒトキトベーカリーのパン

信州むらさき米と季節野菜の
菜園風カレー  セット ￥1280  

蓼科ポークのグリルと彩り野菜の
Caféボウル  セット ￥1280   

カフェタイムのスイーツも
充実いたしました

信州サーモンとマグロの
お刺身サラダ丼    セット￥1280     

停車場ガーデンカフェ  ランチ (��:��～��:�� LO)　* 単品は ��� 円引き

前号の記事の訂正とお詫び
「繭ハウス」の建設は中止となりました。　
前号のガーデンだよりで、「小諸市の公園整備に伴い取り壊される
旧繭問屋の大正時代の納屋の部材を使い、公園の市民活動の拠点
をつくります」とお知らせいたしましたが、その後の市との協議で見
合わせとなってしまいました。ご期待いただいた皆様、こちらの調
整不足にてほんとうに申し訳ありませんでした。
なお、納屋を取り壊したために、奥の繭問屋の蔵が公園から見える
ようになりました。願わくば、この製糸業の歴史を伝える風景が後世
に残ることを祈りたいとおもいます。

本陣主屋の展示をリニューアル中です！
「小諸宿本陣の表門？」探検レポート

本陣主屋では、小諸宿の歴史を伝
える展示を作成中です。
その中で「本陣主屋の表門か？」と
いわれている門を取材に行ってき
ました。
上田市蒼久保の龍洞院の山門です。
ご住職曰く「先々々代が小諸に行っ
た時に売りに出ていた本陣の門を
買ってきた」ということです。江戸時
代の絵図と見比べてみると、どうで
す、形が同じではないですか！ 
北国街道に面して問屋場の右にあ
り、奥に本陣が描かれています。
大名はこの門をくぐったと思います。　
本陣主屋の展示では、江戸時代の
本陣の姿をご紹介の他に、江戸時
代の参勤交代の様子や北国街道と
行き交った人や荷物のことを、浮世
絵などを使って伝えていく予定です。
５月中旬を目指して作成中です。
どうぞご期待ください。

本陣主屋のボランティアスタッフ募集
５月から本陣主屋をお手伝い下さる方を募集しています。
9時～17時まで、半日でも結構です。お客様の対応やお掃除など
をお手伝いください。１時間500円程度の謝礼を差し上げます。

カフェを開きたい方も募集しています！
カフェを開きたい方も、どうぞご相談ください。
週に数日オープンでも結構です。

江戸時代の絵図

龍洞院の山門

せせらぎの丘に移築された本陣

停車場ガーデンカフェのスタッフ募集
カフェで働いてくださる方を募集しています。
飲食の経験者大歓迎です。
週２～３日働ける方。時間はご相談で。
くわしくは、停車場ガーデンまで。  ☎0267-24-2525

取り壊された、繭倉庫と思わ
れる大正時代の納屋

倉庫の内部。富岡製糸場で技
術導入された西洋のトラス式
の梁が、信州にも伝えられた。
製糸業の歴史を感じさせる。

納屋が撤去されてよく見える
ようになった、旧繭問屋の蔵。
浅間山を背景にした、柿の木
のある商家の風景が美しい。



賀
正

1/29(土)～2/13(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（火）～1/16（日） ＠ガーデンショップ

  和のこもの展
和の布こもの、縁起物
  作家/土屋和栄・荒川淳子 
小諸養護学校陶芸班の
作品の展示販売

NEWS  観光列車「ろくもん」 クリスマス特別列車
12/25（土）　軽井沢13:45→長野17:08
 停車場ガーデンのシェフが、コース料理を担当いたします
ご予約は、「ろくもん」予約センターまで  ☎0268-29-0069

Happy Christmas ＆
                      New year

ウィンター イルミネーション　2/14まで

この冬デビュー！

スノーマンと

一緒に写真を

撮りませんか？

WA NO 
KOMONO  

＠ カフェ「アイスプランツのサラダ」
「アロエのデザート」など提供の予定。

生産者さんが直接持ってきて
くださるため、高品質なのに
お求めやすい価格です。
ひと鉢ずつに目を配り丁寧に
育てられたシクラメンです。
6号　2800円(税込)　
5号　950円(税込)
4号　450円(税込)　　
フェアリーピコ（写真）
半八重咲のシクラメン、種を
作らない品種なので一つ一
つの花が約一か月も咲いた
まま楽しめます。
5号　850円(税込)

花持ちが違います。ご贈答用に！

　　高橋さんのシクラメン

クリスマス寄せ植え
カラーポット　　850円(税込)
＊写真は一例です。

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 
本陣主屋 冬季休業
4月の桜まつりから開館予定。
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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本町 大手

小諸駅

★大手門

本陣主屋
停車場ガーデン

12. 1
′21年 ′22年

大手門駐車場

12/10(金)～２月末日
お食事で1000円以上
ご利用いただいたお
客様にプレゼント！　

    花苗1ポット
           （なくなり次第終了）
           または

    特製デザート
          （写真は一例／内容はかわります）　

12/11(土）、25(土）は、カフェ営業のみで、お食事は
お休みさせていただきます。もうしわけございません。

　　　　　　■花と緑の学校■
「多肉植物の寄せ植え」   2/5(土)　9:30～11:30
ガーデナーおすすめの多肉に合う器にオシャレに植えこみ
ます。上手に仕上げる裏ワザや、育て方も学べます。
講師 名小路雄 　参加費4000円(材料費込み)　12名
場所：相生会館　申し込み1/4～ ☎0267-24-2525

黒ごまプリン
シフォンケーキ
フルーツ

ガーデンショップ　　　　　　　　裏面もごらんください

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

年末年始の営業のおしらせ

12/27（月）～1/3（月）は、年末年始休業となります。

いつもご利用いただきましてありがとうございます。
2022年は、楽しいことをたくさんできる年にしたいものです。
どうぞ よろしくお願いいたします。

  ガーデンカフェ



心温まる手づくりの小物たち。いろいろ入荷。冬のギフトにも！心温まる手づくりの小物たち。いろいろ入荷。冬のギフトにも！

黒田さん担当の庭ブログは、ガーデンのはじめ
からのようすがわかる貴重な記録です。
http://t-garden.org/gardendiary/

黒田さんも神津さんも、ひきつづき金曜日のガー
デンボランティアには参加してくださるそうです。
ありがとうございます。

「大変勉強になりました。
小諸の楽しい思い出をあ
りがとうございました！」

豆乳クリーム Xmasケーキ
限定5台 15cm(5号)   4000円(税込)。
動物性素材不使用の生地にイチゴ
を2段サンド。豆乳クリームのデコ
レーションケーキ。
＊お渡しは12/24 16時～17時

停車場限定 ガレットデロア 
限定5台 12cm(4号)  2400円
(税込）。パイ生地でアーモンド
ケーキを包みました。ラム酒漬
けドライフルーツ入り。
＊お渡しは12/24、25

◆ゆきいろ◆  ヴィーガンケーキ   受付は 2/15(水) まで　

ガレットデロアとは？
中に１つだけ『フェーブ』を入れ
ておき、みんなで食べた時にそ
れを引き当てた人には幸福が
訪れるというフランスのケーキ。
あたった人は、王冠をかぶりま
す。このケーキは、フェーブのか
わりにアーモンド入り。おまけの
フェーブは、今年はサボテン。
＊フェーブは、地元陶芸作家に
よる停車場オリジナルです！

＊王冠と
オリジナルフェーブ付き

シュトーレン　
2200円(税込)。
冷蔵庫での保存を
お願いします。賞味
期限は、冷蔵庫で
1ヶ月程度です。

◆ヒトキトベーカリー◆  受付は 2/17まで  お渡しはお申し込み翌週の月曜日（20日が最終）　 

◆粉幸（こなゆき）◆    シュトーレン 　
ご注文は12/22(火)まで受付・お渡し26日(日)迄 
＊数量限定のためお早めにご予約下さい。
各種  1900円 ミニサイズ 850円  （税込み）
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。　
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 2400円(税込)　
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。

　

停車場ガーデンのクリスマスケーキ

パネトーネ　
大（13センチ）2100円　
小（9センチ）900円
常温保存になります。
賞味期限は、5日間です。

この12月で停車場ガーデンを卒業するスタッフさんです。

お客様へのメッセージ「みなさまのおかげで、ガーデンで楽しく働くことができました。ありがとうございました！」

神津和子さん
オープン時から毎日手
伝ってくださり、その後、
園芸スタッフとして活躍。
停車場ガーデンへの思
いが深く、なんでも引き
受けてくださいました。

上條亜紀さん
２年間、ショップスタッ
フとして働きました。
元気とやる気で、商品開
発にもアイデアをいた
だき、お店を盛り上げて
くださいました。

クリスマスの飾りもの
　　　　　　1300円

麻ヒモとズバゲッティ（Tシャ
ツの端切れ紐）で編んだ１
点ものバッグ。他にもいろい
ろなデザインがあります。

猫が表紙の
メッセージカード
８匹の猫が選べます。
10㎝×10㎝  50枚。
各460円かわいいニット小物  880円～

（手袋、ミニマフラー）
オリジナル   ビニールポーチ
　　　　　　　　330円～

黒田由美子さん
停車場ガーデン開園時か
らのスタッフで、勤続12
年間。お店では、植物の
育て方を体験的にアドバ
イスできるのでお客様か
らも頼られる存在でした。

ごくろうさまでした！

2100円 1500円


