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大手門駐車場
2時間無料

ハーブの苗・寄せ植え　ハーブ加工品・小物が並びます！

ハーブフェア 5/21(土)～6/5(日)　

停車場ガーデン Cafe&Shop
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   10:00～16:00
☎0267-24-2525  木曜定休　
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）

5月連休のお知らせ
5/5㈭は、カフェ、ショップ、本陣主屋ともに営業いたします。
翌週11(水/振替休業)・12（木/定休日）を連休とさせたいただきます。

10:00~15:00　　　　　　雨天中止

お花畑の動物アート展
6/4(土)～6/26(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！

６/4(土)、11(土） 11:00～15:00 
天候によっては日にちの変更あり。HPでおしらせします。
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。 

チェーンソーアートの実演
饗
場
良
夫
さ
ん

5/15 sun
【同時開催】
せせらぎの丘

　

マチタネひろば

ガーデンマルシェ出店者
● D-PLUS　/チョークアートのワークショップと販売
● 紙アートR.P.J.Ｌabo 　/ハンドメイドアクセサリー
● 風雲晴雨青空屋 & メエ。 Soap Labo/ふんどし、アクセサリー、手づくり石鹸
● 田園詩/ドライフラワーの花材、スワッグ、リースのアレンジメント
● 森のくまの子 雑貨部/裂織小物、アクセサリーハーバリウムなど
● 洋裁屋atorie/アフリカ布を使った小物販売
● フリーダム/植物、編み物
● sobasichi /布こもの、野菜
● 小諸百笑塾/野菜、苗
● 友禅園/多肉植物、雑貨
● 七福神/カツサンド、かき氷
● Ai‘s dressingkitchen /お弁当販売
● 竹幸商店キッチンカー/特製中華そば

停車場ガーデン・花井戸

田園詩

森のくまの子洋裁屋atorie

友禅園

七福神　　　　　　竹幸商店　　　　　　　 Ai‘s dressingkitchen　　　
停車場ガーデン

カフェ・ランチメニュー

カフェタイム 
10:00～11:00  14:00～16:30

おまかせCafé set　¥730
自家製ケーキなどのデザート 
＋お好きなドリンク  （アルコール除く）                                                             
 ＊デザート単品は  ¥３5０

ランチタイム 11:00 ～ 14:00

ガーデン 担々麺　　
連休明けから５月いっぱい、
初夏メニューとして登場します。

ロータリーに面した「おいしいガー
デン」では、ハーブや実のなる木な
ど、食べてよし見てもきれいな植物
を育て、カフェメニューでも使って
います。写真の花もここで摘みます。

◀苗の例
モヒート用につくられたキューバ
ミント。爽やかな香りが強いので、
モヒート好きの方におすすめです。　
小諸でも越冬できる耐寒性ローズ
マリーなども販売。

　　　　ラベンダーウォーター▶
　　　　　　ローズウォーター
市内の夢ハーベスト農場の商品。
小諸産のハーバルウォーターで、
化粧水にもルームスプレーにも。

ショップより
いろいろな店のパンが入荷しています。
5/1(日)、3(火)、５(木) 限定入荷
お子さま向けの可愛いパンby麦香炉 
５/2(月)、16(月)、30(月)  ヒトキトベーカリー/ベーグル
５/4(水)、18(水)　cotocoto /酵素玄米のおにぎり 
毎週土曜日　まる屋/パン、焼き菓子
 ゆきいろ/焼き菓子・デザート
☆6月の入荷品の予定はＳNSでご案内いたします。

＊カフェより／ハーブを使ったスイーツをご用意いたします！

カフェより　初夏のおすすめメニュー。花いっぱいのテラスでどうぞ。



本陣主屋で、江戸時代の宿場に
タイムスリップしてみませんか？

貸しスペースとしてご利用ください。
飲食の企画も可能です。
次の間、広間は、展示販売、作品展などのオープンな企画におつか
いいただくことができます。料金等は、ホームページでご覧ください。
控えの間は、講座、着物の着替えなど、ふすまを閉めて使うこともで
きます。   
厨房もレンタルいたしますので、イベントとしてのカフェオープン、食
事会などの企画も可能です。
詳しくは、URL:https://honjin.wixsite.com/komoro

記念写真  撮影のご利用が増えています！

着物の着付け、レンタル、承ります

きもの着付けスタッフ募集　
本陣主屋で、着物レンタル、着付けサービスを開始します。「着付け
スタッフ」としてご登録いただき、お客様のご要望により、対応可能
なスタッフが着付けにあたれるようにしたいと思います。
小諸の方で、着付けのできる方、どうぞご協力をお願いいたします。
＊１人の着付けで2000円の謝礼を差し上げます。
☎090-1200-0239    こもろの杜・ 荻原

ここは江戸時代に参勤交代の大名などが宿泊した、小諸宿の本陣です。

もとは街道沿いにあり、ここに移築再現されました。昨年度、江戸時代の本陣

の雰囲気の再現や、歴史展示リニューアルを進めました。展示は、図版も多く、

江戸時代の小諸宿のことがよくわかると好評です。どうぞご覧ください。

入館無料　木曜定休　開館時間 10:00～16:00   ☎0267-24-7788

正調 小室節の音源が流れています。

結婚式の前撮り、七五三、家族写真、コスプレ撮影など。
＊貸切にはなりませんので、他の見学者の方もいらっしゃること
はご了承ください。
＊写真館などによる前撮りのみ、協力金をいただきます。ご予約を
おねがいいたします。それ以外の撮影はご自由にどうぞ。

城下町に似合うレトロな着物を来て、城跡や城下町散策、写真撮影
はいかがですか？（日時によってはお受けできない時もあります）
着物レンタル＋着付けサービス　5000円　
お問い合わせ・honjin@t-garden.org  本陣主屋

＊小諸の歴史資料、本が揃っています

本陣主屋　　　　　　　　　   　停車場ガーデン
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上段の間／お殿様の居室の雰囲気を再現。

書院／上段の間の庭側の
窓際が、机のようにがしつ
らえられた書院です。

金屏風／結婚式の前撮り
や七五三などの撮影用に
ご用意したスポットです。

控えの間／警護の家臣が控え
ていました。この部屋は、講座
などにもお使いいただけます。

金屏風を使った、歴史展示。
１、本陣、問屋場、脇本陣の紹介
２、小諸宿本陣に泊まったお殿様
３、小諸宿を行き交う旅人、山と海の特産品
４、小室節・宿の飯盛り女から全国に

入側（いりかわ）／
庭側の畳の廊下で、警護の家来が控えていました。
杉戸には、近江八景の絵が描かれています。

日本庭園
ご
自
由
に
ご
休
憩
、飲
食

で
お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
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8.９月

2022年

大手門駐車場

8/11 (木／祝日） 15:00-21:00  
停車場ガーデン まちタネ広場
こもろ青空バル 　
日本一のハードサイダー、クラフトビール、おい
しいfood&DJ music。最高なパーティーです！
 主催：こもろ青空バル実行委員会 （詳細はFB）

９月下旬～10月上旬
                         せせらぎの丘
秋灯り・小諸 　
せせらぎの丘の流れに沿って、小諸
かるたの絵が入った灯篭（50基程度
予定）が灯ります。 幻想的な城址の
夜をお楽しみください。
主催：小諸商工会議所青年部 

７/29(金）  16:00-21:00　停車場ガーデン
ナイトマルシェ　　　 
食べ物屋台、かき氷、ドリンク(アルコールあり)のプチ縁日
主催：小諸市商工観光課 0267-22-1700
　

７/31(日）   10:00~16:00　大手門公園  まちタネ広場
　　　　　   ～小諸の食×職の未来をつなぐ 
食べ物ブース/お好み焼き、中華そば、バーガー、和菓子、他
職業体験/フォトグラファー、マクラメ、ネイルケア、お灸、他
★ちびっこ屋台、カブトムシ・クワガタドーム
主催：小諸商工会議所青年部 0267-22-3355
　

8/6(土）   7:00~9:00　まちタネ広場   
朝の環　パン、おむすび、ハンバーガーなどの販売
主催：朝の環の会（詳細は「まちタネ広場」ホームページへ）
同時開催／朝ヨガ 7:30～8:15  参加費500円  本陣主屋
　

8/７(日）   13:00~20:30　まちタネ広場
小諸ふれあい夏祭り　　　 

お宝まき大会、射的大会、ヨーヨー釣り、クジ引き他、おもちゃ屋台、
マジックショー、ワークショップ、キッチンカー、和太鼓ライブ。
主催：佐久平フリーマーケット  Tel 080-5145-0343（山口）

停車場ガーデン Cafe&Shop
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   10:00～16:00
☎0267-24-2525  木曜定休　
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）

8/12(金）   17:00~20:00　まちタネ広場
ゆるっと！みんなで夏祭り　　　 

無料手持ち花火大会、盆踊り、夜店。
主催：こどもエンタメ研究所 080-2053-2992（内川）  　

8/12(金）   18:00~21:00　停車場ガーデン 
アイリッシュ・セッション
３年ぶりのアイリッシ・セッションです！
ビアガーデンではありませんが、アルコール＆軽食
の販売あり。PAなしの生演奏をお楽しみください。
主催：停車場ガーデン  090-1200-0239(荻原）　

8/13(土）   10:00~15:00　まちタネ広場
Bio marche（ビオマルシェ）　　　 

人と環境に優しいマルシェ。食べ物、雑貨などが並びます。
主催：信州マルシェクリエイト 090-9146-9636 （篠原）

公園利用のご相談・・停車場ガーデン、本陣主屋は、指定管理者／NPOこもろの杜  0267-24-2525　まちネ広場、大手門公園は、小諸市都市計画課 0267-22-1700　まで

第11回

9/22(木)～2５(日)

雨天店内

小諸宿の商家めぐり＆
昔あたらしい手仕事と食のおもてなし 着物でおしゃれ ＆

手仕事ワークショップ

詳しい内容は、それぞれの主催者にお問い合わせください。

あき　あか　

大手門公園

停車場ガーデン
せせらぎの丘

まちタネ広場

本陣主屋

小諸駅

駐車場大手門公園エリア・夏のイベント

2019 青空バル＠停車場ガーデン

❶

❷

＠本陣主屋会場

小諸宿 本陣展 
いよいよ修復の始まった本陣問屋
場。調査をもとに江戸時代の本陣
の姿に迫る企画展。ご一緒に、小
諸宿の謎を解き明かしましょう！

＊レトロな着物のレンタル＆着付け（有料）
＊写真家による無料の撮影サービスあり
＊手仕事ワークショップ
＊カフェもオープンする予定です。

着物で小諸城下町
フォトコンテスト

着物で参加いただくと、いろいろなお
店でサービスが受けられます！

着物を着て、小諸城下町のフォトスポ
ットで撮った写真をSNS等で投稿して
ください。魅力的な作品を選んで、賞
品を差し上げます！  みんなで小諸＆
着物の魅力を発信する企画です！

会場／小諸宿・本町、市町周辺の
歴史的建物、老舗商家
メイン会場／本陣主屋、北国街道
ほんまち町屋館
ホームページ／城下町フェスタ

キモノデコモロ企画 
       着物で歩くと
・いいこと・いっぱい！



風味堂 水まんじゅう
　　　おひとつ 150円
葛粉をつかったプルンとした皮
の中に、風味堂の上品なあんこ
が。冷たい緑茶とどうぞ。

お使い物用にご予約可能です。

         アーモンド Almond
駅ロータリーの近くの2m位の高さの
木です。春にピンクの花が咲き、夏に
は実がなります。この中にあのおいし
いナッツが隠れているんですね！

クラブアップルCrabApple
和名は姫りんご。ガーデンでは、信州
らしい風景づくりを考えて、エスパリエ
仕立て（横に這わせる）で、ショップの
横、線路のフェンスなどを彩りました。
春に白い花、秋は赤い実がなります。

ショップのイチオシ！

カフェの夏ランチ

私を見つけてね！

「ファーム花すず」の花束　
お盆用の花をご予約受付中！　
花もちがいい、いろいろな花がセンスよく使われている、と好評の季節
の花束。しかも、びっくりするほど安価なのがうれしいです。
屋外栽培のため、5月末~10月上旬までの入荷です。 「花すず」さんい
わく、「花好きが高じて25年前に栽培をはじめ、５年後には道の駅など
で販売をするまでになりました。毎年、新しい種類を増やして今では約
30種類を栽培しています」とのこと。これからは、紅花、ヒマワリ、ヒペリ
カム、アスター、雪白友禅菊、グラジオラスなどが花束に入ります。
（ご予約受付いたします）
＊お墓参り用の丈の短い花束（２日前までにご予約ください）
＊900円のお盆用の花は、現在ご予約受付中。(お渡しが8/12．8/13)

　　　　　　　　　　　「アサマファーム」
　　　　　　　　　   菱野生まれの有精卵　
　　　　　　　　　　  雄大な自然と夫婦の愛情が育てた卵　

　　　　　　　　　初めて食べてそのおいしさにびっくりし、リピー
　　　　　　ターになるお客様が続出！  菱野の自然と豊かな水、太
陽の光の下で運動をさせ、米や野菜くず・クスリを混ぜない自家肥料
で育った健康的な鶏から生まれた有精卵です。生産者の依田十三男
さんは、60歳で故郷の小諸にUターン。そこから農業をはじめ、今では
米、ひしの南蛮、ブロッコリーなどいろいろ作ってます。鶏は現在100羽
で、一日約60個を採卵。今は亡き奥様がひよこから育て、エサやり卵の

収穫を行っていました。  
「手がかかりますが、妻が
大事に世話をしてたの
で、今も一緒に育ててい
る気がして楽しいです」
とのこと。
ちなみに依田さんおす
すめの食べ方は、卵かけ
ご飯だそうです。

1パック
320円　

花束　大300円、小200円

ガーデンよりおしらせ 

せせらぎの流れの停止について
「せせらぎの水が流れていないことがある」と、ご心配の声
をいただいております。この水は、深井戸より地下水を汲み
上げて、それをタンクに貯めて流しておりますが、ここ数年、
どんどん水量が減ってきています。毎日点検し、水が貯まっ
ている時はせせらぎに水を流していますが、現在、週に２日
ほど流せない日があります。
小諸市では、これについて現在、原因を調査中です。
 
この秋、駅側に多目的スペースが誕生します
小諸市では、駅前のにぎわいづくりのために、停車場ガー
デンのロータリーに面した花壇を削り、キッチンカーが出店
したり、様々な催しに利用できる多目的スペースをつくる予
定です。ガーデンでは、植物の引越しを進めております。

畑直送！

 定番メニュー
★パニーニ（パン）
★菜園風カレー
★蓼科ポークグリル
と野菜のCafeボウル

週替わり
 ランチ

詳しくはHPで

信州サーモンと鮪の

お刺身サラダ丼 920円 担々麺  900円

停車場ガーデン・パート募集
お花に囲まれて働いてみませんか？ 
●ショップ スタッフ／8:30～17:30の間の
時間で週２～３日働ける方。
●カフェ スタッフ／10:00～16:00の間で
４時間程度、週２日以上働ける方。
 ---------------------------------------
時給900円～土日出勤できる方、SNSので
きる方、大歓迎。
詳細はホ－ムページに掲載。
☎ 0267-24-2525 停車場ガーデン

昔の女性が暮らしの中で楽しんでいた着物を着て、古い町
並みを歩いてみませんか？  本陣主屋や停車場ガーデンも、
「映える」フォトスポットとして人気です。
着物レンタル 1000円
着付け3000円 （持ち込み着物の着付けのみでも可）
＊着物の小物、撮影小物などもご用意あります。

     お申し込みは　本陣主屋 0267-24-7788
     木曜定休を除く 月曜～土曜の10時～16時
     E-mail :honjin@t-garden.org  詳しくは本陣主屋HP参照

着物、帯、履物を
ご寄付ください！

不要となった着物、帯、ぞうり、下駄
などをご寄付ください。
レンタルまたは古着販売等に使わ
せていただき、本陣主屋の維持管
理費に当ててまいります。
直接本陣までお持ち込みください。
よろしくお願い申し上げます。

本陣主屋  レトロ着物のレンタル、着付けサービス開始



11/24（木） 10:00～12:00　会場：停車場ガーデン 
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
込みも自由、お好みのテイストで仕上げてください。
講師：中嶋祐子　参加費2500円　定員10名
持ち物：ガーデニング用手袋、園芸ハサミ
申し込み方法：お電話で受付☎0267-24-2525

花と緑の学校    要予約 ☎0267-24-2525 
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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
2022年

＊
＊

＊

　　冬の苗が入荷！
　　寄せ植えにどうぞ　
パンジー、ビオラ11月中から再入荷
プリムラ120円、葉ボタン150円～
葉ボタン多種まき350円
ゴールドクレストスタンダード仕立て 330円

　4号　380円 
　5号　980円 
　6号　2980円 
＊ご贈答用ラッピング　
　うけたまわります

シュトーレン(粉幸）ご予約開始！
洋酒漬けのドライフルーツがふんだんに
入ったボリュームあるクリスマス焼菓子。
常温で2週間、冷凍で1か月保存可。
フルーツ、ショコラ、赤ワインの３種類。
大2000円、小900円、小3本セット2500円
予約は引き渡し日の2日前(土日除く)まで。
受付最終日12/21(水)。　

11/19(土) ～ 23(水・祝)
 しあわせおやつ。yukiiro
 
「ゆきいろ」スペシャルデイズ
卵、乳製品、白砂糖を使わないで、野菜、果物、
ナッツ類の味わいが豊かなお菓子が人気。
期間限定で通常店頭には並ばない特別なお
菓子が並びます。贈り物にもどうぞ。

X’mas スイーツ
Shop入荷商品
 (地元のいいものご紹介） 

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

■停車場ガーデンショップ＆カフェ
　12/28（水）～1/3（火）は年末年始休業いたします。
　＊イルミネーション点灯　11/26(土)　
■本陣主屋は11/21(月)より冬期休館となります
■カフェより　12/３（土）、1/28（土） のランチは
　パンメニュー（パニーニ）のみとなります。

花柄ポーチ
 330円～
ティッシュ入れ 660円

手編みのぼうし
大人用1500円　
子供用1000円

陶器製  バッジ550円～、天使のかざり770、教会オブジェ495円～　　

クラフトバンドの
籠バッグ  2530円bookカバー 300円～

多肉植物の
寄せ植え1500円～

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

停車場ガーデン Cafe&Shop
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   10:00～16:00
☎0267-24-2525  木曜定休　
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）

11/26（土） ～12/25（日） 

リボン フェア 
作品展示販売
Ribbon boutique
リボンブッティック　メンバー
林由夏、高橋葉子、森裕子、
浦田智香、中嶋祐子
高品質リボンを使ったヘア
アクセサリー、バックチャー
ム、バック、小物などなど。
オシャレ度の高いリボンの
手づくり品が並びます。クリ
スマスギフトにもどうぞ！

人気のシクラメン大鉢は11月から徐々に入荷。パステル系、
フリンジ、パピヨン、冬桜などの種類がございます。
数に限りがあるのでお早めに！

サンタパン(粉幸）
250円　12月～

心温まる
手づくりクラフトの
プレゼント

裏面に
記事

12/16(金)～３月末
お食事でお１人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）
　

バックチャーム

キーホルダー

ガーデンカフェより



ジャム　600円 
ジュース　400円 
シロップ漬け　600円

新しい年を祝う 和こもの展
令和５年 1/4(水)～15(日)
＠停車場ガーデンshop
＊新年の縁起物は、年末から販売

 11/19(土) ～ 23(水・祝) 
「ゆきいろ」スペシャルディズ
しあわせおやつ。yukiiro (大森由紀枝さん）の紹介 
とにかくかわいいお菓子たちです！  口に入れると、甘さ控えめでなん
とも深い味わい。 添加物なし、白砂糖不使用で甘みはきび砂糖や甜菜
糖、メープルシロップを使っています。動物性の乳製品、卵などを使わ
ず、野菜や果物、ナッツ類の味わいをひきだしています。
佐久で生まれ育ったパティシエの大森さんは、「マクロビオティック（植
物性食材のみをつかった料理方法、思想）」と出会ってから、動物性素
材不使用のお菓子レシピの試行錯誤を10年重ね、今ではオリジナル
レシピは30～40種類になるそうです。店舗は構えず、現在では7か所で
の委託販売と通販に取り組んでいます。
「安全なもの、オーガニックな食材にこだわり、実家で穫れた野菜や地
場産のものも活用しています。お菓子を通して、食の安全などについて
を考えていただくきっかけにもなれば嬉しいです」

りんご家 SUKEGAWA  (鮏川和明さん、理恵さん)

やたらカッコイイりんご
農家さんだと思ったら、
東京にいた時は、音楽
関係の仕事（和明さん）
とスタイリスト（理恵さ
ん）だったそうです。
理恵さんの祖父母のり
んご畑を手伝うために、
11年前に小諸に移住。
８年前に、後継のないりんこ園を譲り受けて独立。親子４人暮らし。
「小諸の広い空の下での作業はほんとうに気持ちよくて、ここがいろい
ろな人の『家』になれればいいなと思っています」 

停車場ガーデンで販売する商品紹介 (表面に写真）　
りんごジュース／ジェノバという果肉まで赤いりんごのジュースで、ポ
リフェノールの含有率は通常のりんごよりもグンと多い。酸味が強い
ので炭酸水や焼酎で割るのもおすすめです。
りんごシロップ漬け／シナモン、カルダモン、クローブなどのスパイス
が効いていて、チーズや豚肉などとも好相性。おつまみにもなります。
秋映え&ジョナゴールドジャム／濃厚な秋映えと酸味のあるジョナ
ゴールドのジャム、コロコロ果肉入り。

800円

1200円～

500円～

小諸養護学校の生徒さんの作品 300円～

布小物 土屋和栄 、ほか

12/３（土）  ８：00～８：45　まちタネヨガ（朝ヨガ）
＠本陣主屋　早起きして目覚めのヨガ、そのあとでまちタネひ
ろばで朝市の朝ごはんも楽しめます。　 参加費500円
問い合わせ：namyheywave@yahoo.co.jp（白石）

城下町フェスタ 「着物で小諸城下町フォトコンテスト」
応募作95点のなかから賞が決まりました！
＊写真は受賞作のうち本陣主屋で撮影されたもの

受賞作の公開URL :https://machifes.wixsite.com/komoro

生産者さん紹介

本陣主屋で
関係資料を
展示中！

令和９年３月の完成を目指して進められている、旧小諸本陣の保
存修復工事の中で、今まで謎だった小諸宿本陣のことがいろいろ
とわかってきました。工事の進捗のわかるパネルや、建物の中か
ら運び出された遺物も合わせて展示しています。閉館前にどうぞ
お出かけください。  11/21より冬季休館です。

本陣主屋

薬医門 問屋場 表門（上田の龍洞院に現存）

発掘調査で、江戸時代の
小諸宿本陣の姿が浮かび
上がってきました！

左写真出典 リラクオーレ   https://liracuore.jp/a/1475

＊「本陣展」配布資料より

果肉まで真っ赤なりんご「ジェネバ」。 
さわやかな酸味をお楽しみください。

本陣主屋


