


















育てて
楽しい

！５月の停車場ガーデンは
ハーブの香りに包まれます

ジェノベーゼソースの作り方

香りで癒されるハーブ料理がランチに!!

ハーブの楽しみフェア

５月上旬～入荷予定

食べておいし
い！

ハーブのクラフトはいかが？

苗を販売します

2ページ／村松マヤ・荻原礼子

herb：香草・薬草。薬用や風味料とする植物の総称。
　　　　　　ネギやニンニク、ヨモギなどもハーブです。

クラフトコーナーでもハーブに
関する作品を販売予定です。スタ
ッフがお気に入りのハーブ刺繍
作家さんによるコースターやカ
ードケース、ミニ額が並びます。

バジル・オレガノ・ローズマリー・タイ

ム・ミントなど、料理のアクセントや香り

付けに使われるハーブは色々あります。ガ

ーデンカフェでは、脇にあるキッチンガー

デンで、今年もハーブを育てます。

５月のランチには、ハーブをふんだんに使

う予定ですのでぜひどうぞ！　香りで癒さ

れながら調理できるハーブ料理をシェフも

楽しみにしています。自分で栽培して料理

　　するのも楽しいですね。

(1)バジルを洗い
　水気を取る
(2)松の実を弱火
　でじっくり煎る

(3)フードプロセッサーかミキサーか すり鉢に、
　 (1)・(2)・ニンニクを入れてペースト状にする
(4)ペーストに粉チーズ・オリーブオイルを入れ、
　 塩コショウで味を調えてできあがり
※保存はビンに入れて冷蔵庫で。上部に5mm位の層
　ができるようにオリーブオイルを足しましょう

バジル…30g
　(40～50枚)
松の実…40g

ニンニク…10g
粉チーズ…15g
塩コショウ…適量

オリーブオイル…100cc

春から夏は様々なハーブが楽しめる時季。園芸

コーナーでは、ガーデンカフェのランチに使わ

れるハーブを中心に随時取り揃えていきます。

数種類のハーブをバスケットにあしらった可愛

い商品も販売予定です。料理用・

アロマ用・ハーブティー用など、

目的に応じて選べるように資料を

ご用意してお待ちしています。

育ちすぎて、食べきれない！
と思ったら、こんな調理方法も
あります。意外と簡単なので、
チャレンジしてみてください。

ハーブティーも各種取り扱って
います。それぞれ、香りも効果
も違うので、お好みをどうぞ。









さる６月５日、坂の上小２年生の 65名が、授業の一環でせせ
らぎに植物を植えてくれました！
NPOこもろの杜の園芸スタッフや専門家が手助けして、麻袋
に穴をあけ、土と苗を植え込んでせせらぎに設置しました。そ
の後、停車場ガーデンを見学し、植物についての話しを聞いた
りしました。この植物は、夏になれば大きく育ち、せせらぎを
豊かな緑で彩ってくれます。みなさん、見に来て下さい。

【子どもたちから寄せられたお礼の手紙】（抜粋）
・楽しく花うえをおしえてくれてありがとうございました。

・楽しかったです。また人のやくにたったらいいです。

・夏おはながさくのがたのしみです。おかあさんときたいです。

坂の上小２年生が、せせらぎに植物を植えてくれました！

せせらぎの丘の本陣主屋を来年３月まで、城下町にぎわい協議会（観光協会、NPOなどが参加／
代表・大西崇弘観光協会長）で実験活用することになりました。みなさん、ぜひご参加ください！

ニュース

イベント

せせらぎの丘の管理運営を市から受託してい
る「NPOこもろの杜」では、観光交流会の横
に浅間山麓の植生を再現する野草園を造成中
です。和久井さん（ガーデナー）河合さん（造園家）、柴平さん（長
野県自然観察インストラクー）、停車場ガーデン園芸主任の中村さ
んの４人がそれぞれの知識と経験を総動員し、どんな山の形をつく
り、どんな植物を植えていくかを丁々発止の議論で考えています。
苗の購入資金は、樹木の苗は市民のみなさまに寄付をお願いし、苗
は助成金などにてまなかっていきます。
今は山の形ができ、樹木もほぼ植え終わりました。秋には小学生に
も手伝ってもらい山野草が植えられます。楽しみにしていて下さい。

せせらぎの丘　

浅間山麓野草園づくりに、
４人の専門家が奮闘中です！

小諸を愛する

若者２人が企画する

 歌ごえの丘
人力車の轟屋（とどろきや）              の「小
諸の未来に向かって上を向いて歩こう！ プロ
ジェクト」の一環で、今後も続けていく予定
です。親子づれで楽しく参加できるように、
アニメソングなども用意します。もちろん年
配の方も、歌をうたって元気になりましょう！
参加者には、人力車の優待券、ガーデンカ
フェの飲み物割引券などを差し上げます。
芝生に座って歌いますが、気になる方は敷物
をもってきてくださいね。
問い合わせは、080-4671-1068（轟屋）

本陣主屋では、秋の城下町文化祭（仮）などに取り組みます！
　　　　　　　　～ 2012 本陣主屋実験企画／第１回企画会議の報告

本陣主屋＋せせらぎの丘の活用への企画を公募し、さる６月 18
日の夜に 11人で企画会議を催しました。市民や観光向けに創作
体験を提供したい希望者４名、着物着付けプロジェクト提案者２
名、演奏家１名、人力車轟屋１名から企画提案が出され、それを
どうコラボしていこうかという話し合いで盛り上がりました。
「本陣で着物の着付けサービスをして城下町を歩いたり人力車で
回るツアーを考えよう」「２時間以内でできる創作体験プログラ
ムと城下町歩きで、修学旅行やグループ旅行を誘致しよう」
「100人くらい入れるので、城下町のコンサート拠点にしていき
たい」などなど、夢が膨らみました。次回はぜひみなさんも！

第２回 本陣主屋企画会議  ７/５（木）６：30～ 本陣主屋

城下町文化祭（仮名）のイメージ
１０/２１～１０/２８開催予定
懐古園の紅葉の時期に「和風・モミジ・
古布」をコンセプトに、本陣主屋と周
辺の歴史的建物（未交渉）を使って、
いろいろな作家が参加してギャラリー、
ワークショップなどを開く。
メインイベントでは、コンサートなど
を企画する。
★みなさまの参加、魅力
ある企画を募集します！

造園をおねがいして
いる和久井道夫さん









歌ごえの丘

芝生広場が大好評!!

こもろ雑穀プロジェクトが

雑穀畑からのお知らせ

収穫体験と収穫祭を行います
９月30日(日)

★ガーデンで雑穀の種を購入した方

★雑穀を育ててみたい方 ★雑穀に興味がある方

資料代込500円
小諸市内の会員さんの畑で収穫体験後
みはらし交流館で交流会の予定です

こもろ雑穀プロジェクト事務局
０８０－３５４５－８８９０まで

（平日 １０～１８時）

★親子での参加大歓迎

こもろ轟屋プレゼンツ

問合せ 080-4671-1068 (轟屋)

いっちー＆てっちんからメッセージ

せせらぎの丘で
毎月開催

申込み

問合せ

鳥や昆虫が遊びに来ているよ

 次回は9月29日(土)10～1２時

せせ
らぎ
の丘

に

大手
門公
園

おで
かけ
くだ
さい

自然のままの景色が楽しめるね

青
空
の
下
で
ピ
ク
ニ
ッ
ク
気
分
！

♪♪

！

人力車でおなじみ「轟屋」さんが楽しい歌のイベントを

始めました！　誰もが知っていて元気になれる名曲を青

空の下でみんなで歌うというもの。イベントのタイトル

には、「歌で人生の丘を越えて行こう」という思いも込

められています。歌が大好きないっちーとギターのてっ

ちん。普段人力車をひている二人だから、音響に頼らず

オープンから半年を過ぎようとしているせせらぎの丘。

植物が育って生き物がやって来ました。自然の水を汲み

上げて流したせせらぎには、ヒメスイレンが咲き、カエ

ル・おたまじゃくし・アメンボ・ミズスマシ・サワガニ・

カワニナに似た小さな巻貝が住み、セグロセキレイや蝶

が遊びに来ます。駅近くにある市街地の公園の自然が、

たくさんの生物から認めてもらえたようで、管理する立

場として、どこか誇らしく思います。

今年 停車場ガーデンで雑穀のタネを購入された皆さま、栽培は順調ですか？

タネの提供元「こもろ雑穀プロジェクト」では、親子食農体験「食べキッズ」

（NPO法人キッズ愛）の皆さんとの交流会を兼ねた収穫体験・講習会と収穫祭

を予定しています。楽しいイベントになるように現在企画中です。 どなたでも

参加ＯＫ！　収穫後は、雑穀料理を食べながらおしゃべりしましょう。

緑の絨毯の上に小さな子どもが裸足で駆け回り、お父さ

んは芝生にゴロリと転がってお昼寝。ヨチヨチ歩きの幼

児とそのお兄ちゃんが芝生の木陰でお母さんと並んでお

弁当を広げる。———絵に描いたような、平和でほほえ

ましい光景に、スタッフばかりでなく通行人も優しい目

で微笑みます。先日の「アサマスタークロスウォーク」で

は、開場以来最多となる800人もの人で賑わいました。

「朝夕に散歩をする人が多い」「子どもも遊んでいる」

「眺めがよくて気持ちいい」と好評です。

ただ、犬の散歩などをされる方も多く、長いリードでの

散歩、芝生へのオシッコやフンなど、小さいお子さんや

お母さんなどからは苦情もいだきます。オシッコは、芝

生を枯らす原因にもなります。というわけで、

当面 犬の散歩は園路のみ でお願い

することといたしました。

2ページ／文・イラスト 村松マヤ

愛犬家のみなさま、

　　　　　ご協力おねがいいたします

小諸は、名曲『上を向いて歩こう』が生

まれた土地。芝生の上でみんなで歌う

姿が新たな小諸の風景になるように、

みんなで楽しく歌いましょう！

全力で奏で歌います。歌声はもちろん、用意され

たタンバリンやカスタネットで盛り上がろう。



10月号
2012年

回覧板

花と緑の学校（園芸入門講座）
   講師／中村勝廣（花と緑の相談所主任）
  

10/13 （土）  9:30～11:30 （講義）資料代200円

秋植え球根のいろいろ　
球根は多彩で面白い！ 珍らしい球根の紹介もします。
附録　世界の多肉植物ア・ラ・カルト

10/27（土）  9:30～11:30（実技）　定員15名
小品盆栽入門 赤松 真柏 カエデ 他

手に平に乗る、可愛い盆栽のいろいろ
種類と育て方　サンプル展示　

停車場ガーデンだより　
 信州小諸駅前「四季の草花と小諸の味を楽しめる、みんなの庭」

〒384-0025 長野県小諸市相生町1-1-9   Tel&fax  0267-24-2525
営業時間  9:00～19:00 /木曜定休/ランチタイム 11:30～14:00
★ガーデンだよりは、ホームページからダウンロードできます　

 

  

  

 要予約
1500円

食の講座 
講師/山内俊江（こもろ味づくりの会 ） 

伝統食＋新しい感覚＝健康メニュー

10/18（木） 午後 13:30～15:30 　  　
10/25（木） 午前 10:30～12:30 
昔ながらの総菜、煮りんご、焼りんごをもとに

・  豚肉とりんごの重ね焼き　　
・  りんごきんとん（サツマイモ、長イモで）
参加費/800円  定員15名  ★子連れの方も大丈夫です ！

・「小諸味づくりの会」のメンバー募集中！

ホームページ:http://www.t-garden.org

アロマ講座 Ｆood編 《ハーブコーディアル》

10/11 (木）  10：00～11：30
レモンバーベナを使った濃縮タイプのハーブティー
を作ります。（（ティータイム付、お持ち帰り有）
 講師：土屋素子　（アロマコーディネーター）
 参加費  1500円（ティータイム有り）  定員10名

渡邉アキヒコのプリザーブドレッスン　
10/11（木）　14：00～16：00
白い小箱にパープルでまとめた秋のBOXアレンジ　
蓋にはお気に入りの写真やカードも入れられます。
ティータイム付 ３５００円　定員20名

停車場ガーデン・10月の講座案内  ご予約・園芸相談 

インターネットできます
@ガーデンカフェ

11月4日まで無休
見学無料
10時～16時開館

小諸本陣陶磁展  10/12（金）～18 (木) ／無料   
小諸をはじめとする、県内の有名な陶芸家が参加。

１０/７（日）  ふ〜どまつり
せせらぎの丘 ・ステージ ・ミニSL
 ・おやき、漬け物  ・ 新鮮魚介市（気
仙沼、他直送） ・スマイル小商店街
ガーデンカフェ  ・特製ミニお弁当他

町を歩けば・アートな出会い！

10/21（日）～28（日）

28日（日）p.m  ３時～５時   入場無料／飲食屋台あり
出演：赤塩正樹（元H2０）  ＊H2Oの曲もやりますよ！
　　  ＳＨＩＮ＋（二胡のデュオ／津閣＆高山賢人）
            ＊若手イケメン君s！ 昨年はベルリンフィルと共演。
オープニングアクト：オギタカ 　フラワーパフォーマンス：渡邊アキヒコ

ワークショップ参加者募集！
「オギタカ＆ベンちゃんの 音とアートであそぼう!」
21日（日） 午後1時～3時　せせらぎの丘
対象：小学生　先着50名（要申込） 参加費500円

＊１１/１（木）～４（日）本陣主屋・手仕事ギャラリー 休館セール

１１/３（祝）＠停車場ガーデン
フリーマーケット 
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　
＊出店者募集！　　
１４：３０～ ハロウィン仮装コンテスト
かわいいハロウィンパレードがガー
デンにもやってきます。

魔女の市場
１０：００～１５：００
リサイクル、手作り品の楽し
いお店がたくさん並びます。
こだわり農家市、おやつの
出店あり。

うたごえの丘
27日（土）10時～　
＠せせらぎの丘　人力車のお兄さんと、みんなで歌おう！せせらぎの丘コンサート

もり

＊手仕事の店／本陣主屋、脇本陣、山謙酒造　



“ベンちゃん”は、造形作家、埼玉県

立越ヶ谷高校の美術教師で、小諸

が気に入り、耳取にアトリエを持

つ予定だそうです 。

「私の作品は、リサイクルアート。 

捨てられて見向きもされないもの

を、芸術作品にして人をおどろかしたい。今回、展示

されている作品も、古いミシン、機械部品などででき

ています。芸術っていうと堅苦しいけど、これからは

小諸の大人や子どもたちと一緒に、もっとおもしろい

ことをしたいです。」

フェスタでは、27日（土）に「アートと音で遊ぼう！ワー

クショップ」も行います。（小学生が対象）

もり

楽しい彫刻展示【せせらぎの丘】
金田勉さん（ベンちゃん）

10／21(日）〜２８（日）開催
会場：停車場ガーデン、せせらぎの丘、本陣主屋

小諸市の出身の小林さんは、「景色盆

栽」のジャンルを開いた人気作家。

全国各地で展示会や講座を開催、テ

レビや雑誌などでも活躍中です。

今回は、友人の作家たちに声をかけ、

本陣の和の空間を演出します。

「景色盆栽、陶器、染色、木工、鋳物の7

人のクリエイター集団が、北国街道の小諸宿として栄え

た古き良き城下町・小諸での豊かな営みをイメージし、

現代風にアレンジします。

それぞれの作家が作り出す、秋の小諸の彩り、季節の移

り変わりの美しさの空間美を、お披露目いたします。

★21,27,28日小林氏在来、28日は全アーティスト集結

景色盆栽ワークショップ  
10/27(土)  10：00～  14：00～ (2回)　参加費4800円
定員１回６名   申し込み☎  24-7788（本陣主屋）

【会場：本陣主屋】

景色盆栽・小林健二と６人のコラボ
　

品と品展
ひん　　　　  しな

特集：作家からのメッセージ
停車場ガーデン、せせらぎの丘、本陣主屋を会場に、

全国的に活躍する小諸ゆかりのアーティスト、地元園

芸家などが、ステキな競演を繰り広げます。

 みなさん、小諸が大好きで、これからもどんどん仲間

を広げ、小諸の文化を発信していきたいと意欲満々。 

みなさん、お誘い合わせておでかけください！

一品

編集：村松マヤ、荻原礼子   にがお絵:山浦基恵子

27(土）



11月号
2012年

回覧板

花と緑の学校（園芸入門講座）
   講師／中村勝廣（花と緑の相談所主任）
  

11/10 （土）  9:30～11:30 （講義）資料代200円

種と種蒔きについて
タネの不思議　　タネの採り方　保管の仕方
種蒔きのポイント  お薦めサンプル種子進呈　　

11/24（土）  9:30～11:30（実技）　定員15名
X’masの寄せ植え作り　 
毎年好評　新しい植物を使って作ります
＊21センチの植木鉢あれば持参、ない方は当方用意

停車場ガーデンだより　
 信州小諸駅前「四季の草花と小諸の味を楽しめる、みんなの庭」

〒384-0025 長野県小諸市相生町1-1-9   Tel&fax  0267-24-2525
営業時間  9:00～18:00 /木曜定休/ランチタイム 11:30～14:00
ホームページ:http://www.t-garden.org

 

  

  

 要予約
2000円

食の講座 講師/山内俊江（こもろ味づくりの会 ） 

伝統食＋新しい感覚＝健康メニュー

11/22（木） 午後 13:30～15:30 　  　
11/29（木） 午前 10:30～12:30 
昔ながらの総菜、切り干し大根煮を素に　
・  切り干し大根煮のロール白菜　
・ 切り干し大根煮の白あえ
昔ながらのおこびれの変身！    ・  里芋まんじゅう
参加費/800円  定員15名  ★子連れの方も大丈夫です ！

◆アロマ講座   ミツロウのハンドクリーム作り

11/8 (木）  10：00～12：00
天然素材ミツロウを使った贅沢な　ハンドクリーム
を作ります。（ティータイム付、お持ち帰り有）
 講師：土屋素子　（アロマコーディネーター）
 参加費  2000円  定員10名

◆ 渡邉アキヒコのプリザーブドレッスン　
11/8（木）14：00～16：00   プチノエル 
枠素材を生かしたナチュラル感溢れるXmasリースを
プリザーブドで・・・Box付きなのでそのままギフトにも。
ティータイム付 3900円　定員20名

11月の講座案内  

ご予約・園芸相談 24-2525

11/４から、
冬期休館です。
→裏面に記事

＊１１/１（木）～４（日）
手仕事ギャラリー 休館セール 
 10～20%引き
11/ 25(日）15:00～ 17:00  無料
いっち～＆てっちんの歌ごえの丘
冬期は寒いので本陣主屋の中で行います。
お茶飲みしながらみんなで歌いましょう！

◆ 11月15日（木） 13:00～15:00  
森のクリスマスリース作り
ヒバや木の実、松ぼっくりなどでつくるナチュラルリース。
講師　中嶋祐子   参加費1500円  定員15名　

１１/３（祝）＠停車場ガーデン
フリーマーケット 魔女の市場
１０：００～１５：００　★出店者募集
リサイクル、手作り品の楽しいお店が並びます。
こだわり農家市、カボチャのおやつの出店あり！ 
１４：３０～  ハロウィン仮装コンテスト
かわいいハロウィンパレードが
ガーデンにもやってきます。

 

１１/23（祝）  ＠せせらぎの丘
★10：00～14：30　参加無料

城下町・忍者クイズラリー
町を歩いてクイズ＆忍者修行にチャレンジ！

ごほうびに、すきな駄菓子が選べるよ！

ヤキソバ、 おでん、遊ぼうパンの出店あり！
主催／NPO法人小諸町並み研究会  共催／NPO法人こもろの杜

★14：30～17:00  点灯準備＆たき火
 ・イルミネーションとクリスマスツリー飾りつけ
（みんなで手伝ってね！）
・おいしいたき火（焼マシュマロ、焼き芋）

★17:00～18:00
イルミネーション点灯式
 出演：ゴロピカ（ファイヤーパフォーマンス）
                                 大人気！　カッコイイですよ！！

11/2 ～７ ハロウィン特別ランチ
デザート、ドリンク付き1300円   

発行:NPO法人こもろの杜（もり）



名小路 雄さん

＊小諸産シクラメンがおすすめ＊
★自分へのご褒美に…

★プレゼントに…

な　こ　う　じ　  　ゆ う
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12月号
2012年

回覧板

こだわり
  農家市

停車場ガーデンだより　
信州小諸駅前「四季の草花と小諸の味を楽しめる、みんなの庭」

〒384-0025 長野県小諸市相生町1-1-9   Tel&fax  0267-24-2525
営業時間  9:00～18:00 /木曜定休/ランチタイム 11:30～14:00

12月の講座案内

ホームページhttp://www.t-garden.org

で

、１１月２７日（土）午
前９時からイルミネ
ーション組立、午後５
時からイルミネーシ
ョン点灯式・パティー

★年末年始休みのお知らせ
   12月29日（土）～１月３日（木）

講座会場：停車場ガーデン  ご予約は 24-2525  

ガーデンのXmas
,

ガーデンのXmas
イルミネーション＆クリスマスツリー
夕方４時半からイルミネーションが灯ります！  今
年はせせらぎぞいに光の川が！  「しあわせの鐘」
に加えて「恋人ベンチ」も登場です。

クリスマスコンサート VOL.4

　12/ 22（土）  19:00～21:00

＊＊  こもろ味づくりの会（ 講師/山内俊江）  

作って食べよう！ 季節の料理講座
12/ 20（木）  午前10:00～12:00   午後14:00～16:00
楽しくクリスマスホームパーティーを！！
・小諸産野菜で飾ったローストチキン
・じゃがいもピザ
・市販のロールケーキを使って「ブッシュ・ド・ノエール」
★折り紙でツリーづくり
参加費/1000円(今回のみ）  定員15名 
 ★子連れの方も大丈夫ですよ

食の講座 

材料費
2000円

花と緑の学校（園芸入門講座）
   講師／中村勝廣（花と緑の相談所主任）
＊実技は要予約定員15名
  

12/８日（土）  9:30～11:30（実技）

青竹を使った正月用コケ玉作り
おめでたい植物を使ってコケ玉にして
青竹に入れます。 昨年、大好評でした！　
★第3週は、休講です。

★ クリスマス限定 特別ランチ  ご予約どうぞ！ 

    12/21〜25日　1500円(ドリンク・デザート付）

    ちょっと豪華なランチです。

出   演：坂口ユキコ、オギタカ、星山 剛
ゲスト：渡邊アキヒコ（フラワーパフォーマンス）
　　　　永野祐輔（キャンドルアート）
前売り・予約2000円　当日2500円（小学生以下無料）

ご予約( ☎ 24-2525 または  E-mail: house@t-garden.org）

前売り券販売/停車場ガーデン　

◆アロマ講座   重曹を使った芳香剤とアロマBox 

12/13 (木）  10：00～12：00
おもてなしに、精油が香る芳香剤とX'masカラーのプリ
ザをあしらったアロマボックスを作ります。
 講師：土屋素子　（アロマコーディネーター）
ティータイム付2000円  定員10名 　

◆ 渡邉アキヒコのプリザーブドレッスン　
12/13（木）14：00～16：00   
お正月飾りセット 寿紋（じゅもん）
紋章を模したおめでたいピンク＆ホワイトの花器にお
正月らしく盛り付けます。可愛い巳年の干支ピック付き！
ティータイム付 3900円　定員20名

ドリンク＆食べ物販売あります！
アルコール、ソフトドリンク、チキン、
手づくりパン、ピザ、生ハムなど

発行：NPO法人こもろの杜
（停車場ガーデン、せせらぎ  
  の丘の管理運営NPO）

 12/ 28（金）  11:30～14:00
　
年忘れ　 ランチバイキング
今年もお世話になりました〜！

日頃の感謝を込めて、５００円食べ放題や

りま〜す。いろいろなお料理をお皿に並べ

ます。＊売り切れしだい終了いたします。

もりもり

あなたのセンスが光る！

花のお歳暮・クリスマスギフト

を送りませんか？

バスケットに、小諸産シクラメンやカラー
リーフをあしらい、クリスマスの飾りやカー
ド、ラッピングなども選べます。
ご予算は1500～3000円が目安です。
アレンジを楽しみながら、ステキなギフト
をつくりませんか？  園芸スタッフがお手伝
いいたしますので、お声かけください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊



 停車場ガーデンへお出掛け下さい

恋人ベンチ登場
せせらぎの丘イルミネーション完成！

冬も ※時間・料金等は
　 表面に掲載

  イチオシはシクラメン！
 プレゼント・お歳暮に
ぴったりな商品あります

キャンドルアーティスト 永野祐輔氏
プロフィール

ミニシクラメン
 200円～♪
アレンジを
楽しもう 

2ページ／文・イラスト=村松マヤ、荻原礼子

恒例のクリスマスコンサートも今年で

4回目。今年も おなじみの3人が登場。

皆が知っているクリスマスソングをは

じめ、楽しい曲、心にしみる曲を届けま

す。昨年に続き、フラワーデザイナー・

渡邉アキヒコさんがゲスト参加。曲に

合わせてブーケメイキングパフォーマ

ンスを披露します。さらに今年はキャ

ンドルアーティストの永野祐輔さんも

参加。キャンドルの灯りで、会場を幻

想的に演出します。

軽井沢在住。キャンドルを自主製作。

「Candle Secret」として、カフェ・ホ

テル・ライブ会場などでキャンドル

を灯すイベントを行う。

せせらぎの丘にイルミネーションが完成。

空から天の川が流れ込むロマンチックなイ

メージに合わせ、織姫と彦星にあやかった

「恋人ベンチ」ができました。ここで告白

したら想いが通じるかも!?

　ガーデンで人気のギフトはシクラメン。

大きめのギフト用サイズも近日入荷します。

オリジナリティーを出したい人には、かごに好

みのミニシクラメンを盛り合わせてクリスマス

雑貨をあしらうのがおすすめ！

　はちみつや菜種油といった地域

の食材や、手作りのお菓子もある

ので、詰合せて「小諸の味」とし

て贈っても喜ばれそう!!

坂
口
ユ
キ
コ

オ
ギ
タ
カ

星
山
 剛

城下町フェスタのご報告　～今後の取組みに向けて
　　　　　　　    城下町にぎわい協議会（小諸市、小諸市観光協会、NPOなどの連携組織)
10月末に開催した「城下町フェスタ」も盛況のうちに幕を閉じ、今後の大手門周辺活性化への道筋が
見えてきました。 その延長で、来年度以降の本陣主屋、くらしかる浪漫館（市の所有）、脇本陣（民間所
有）の活用についても、意見交換を進めていきたいと思います。 どうぞ、ご意見をお寄せください。

■信州小諸・城下町フェスタ
小諸市、小諸市観光協会、NPOが参加する「城下町にぎ
わい協議会」主催の「城下町フェスタ」は、盛況のうちに
幕を閉じました。 10/21～28日のフェスタ期間中、メイ
ン会場の本陣主屋には3000人の入場者がありました。
「せせらぎの丘にはじめて来たけど、気持ちのいい公園
ができましたね！」という声や、実験ショップの脇本陣や
山謙酒造では「小諸には、貴重な建物が残っているん
ですね。こんな風に使われるといいですよね」という声
などがあり、多くの方に大手門周辺の魅力の再発見に
つながったようです。  また、参加したアーティストや手
仕事作家のつながりもでき、「これからも、みんなで小

諸を盛り上げよう」という気運が生まれました。
まずはイベントの主たるねらいは、達成できたかと思
います。ご協力、ご参加ありがとうございました。

■本陣主屋の活用企画を募集します！
11月3日をもって、本陣主屋の常時開館は終了しまし
たが、今後もいろいろな企画で活用していかれるとよ
いと思います。3月までは、お人形めぐりでの活用は決
まっていますが、それ以外は空いていますのでどうぞ
活用してください。
また、来年の春からも今年度のようなギャラリー的な
利用を考えておりますので、企画をご提案ください。
問合わせ:小諸市企画課まちづくり推進係 ☎22-1700


