回覧板

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」

停車場ガーデンだより 1月号

2013年

〒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

2013年 あけましておめでとうございます。

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）

★年末年始休みのお知らせ

今年も、どうぞよろしくお願いいたします。
スタッフ一同

12月29日（土）〜１月３日（木）

今年もやります！

12/ 28（金）11:30〜14:00

小諸商業高校★スマイルカフェ

年忘れ

もりもり

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。

1/15（火）〜2/15日
（金）
の月、火、水、金曜日

夕方16時〜18時（ラストオーダー17時４０分）
お菓子や、軽食、
ドリンク 100円〜

小諸商業の
「スマイル商店街」
のみなさんが、
イケメン

園芸部より ＊＊＊＊＊＊＊＊＊

地元の特産をいかしたクッキーやアイスクリームが去年の売

★寄せ植え商品、材料、アドバイス
スタッフが充実しました！

寒い日が続きますが、
ぜひ、
停車場ガデンで、
若い高校生の

専門スタッフが、ていねいに対応いたします

停車場ガーデンスタッフ一同、
お待ち申し上げております。

★新春に小諸産の花をどうぞ！

の明るい元気な社長さんを中心にはりきっています。

れ筋でしたが、今年のメニューは・
・
・
・？ どうぞお楽しみに。

→裏面に特集記事

あったかメニューをご堪能ください。

福寿草

1月の講座案内

１芽100円

販売中。生芝田で生産、高品質。

講座会場：停車場ガーデン
ご予約は 24-2525

シクラメン

１中旬まで 販売中 ／200円〜2500円

信州の冬を楽しむ
森のリース ＆ ギフトカードづくり

クリスマスローズ

１月中旬〜3月中／500円〜2000円

あたたかいカフェでお茶しながら、
野山の葉っぱや木の実で

のリースづくりが楽しめます。お友達、
親子でお楽しみください。

１月中の火曜、
金曜の２時〜５時のすきな時間 担当スタッフ／中嶋祐子
リースづくり 約１時間／材料費、指導料、お茶付き 1000円（２日前までに予約）
カードづくり 材料費100円のみ（予約不要）

＊見本をネットにアップします。 停車場ガーデン http://www.t-garden.org

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 資料代200円

1/26日（土）9:30〜11:30

ご予約は不要です

＊＊ 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
伝統食＋新しい感覚で、健康メニューを！

1/ 17（木）13:30〜15:30
1/ 24（木）10:30〜12:30

土と肥料の話

お正月用食材をもとにして

園芸の基本、用土の種類と使い方

・焼きサケと小松菜のシチュー
・ぶりステーキと根菜サラダ
・おもちのピザ

をやさしく解説。肥料の種類と失
敗しない使い方も勉強しましょう。

食の

参加費/800円(今回のみ）定員15名 ★子連れOK

講座

お部屋で楽しむ
園芸スタイル
其の壱

冬真っ盛り。外の植物の多くは土の下で休眠しています。冬の強い味方であるパン
ジーやハボタンも信州の厳しい寒さではなかなかきれいな状態を保てません。冬は
園芸を諦めるしかないの？いえいえそんなことはありません！ 寒〜い冬は、お部
屋で植物のある暮らしを楽しみましょう！ 冬でも植物のある暮らしは潤いを与え、
温かい気持ちにさせてくれます。停車場ガーデンでは「お部屋で楽しむ」をテーマ
にした園芸スタイルを提案しています。どうぞお店を覗きにいらしてください。



寄せ植え
●
●●●

お部屋で楽しむ

シクラメンやポインセチアなど、冬だからこそきれいな植物もたくさんあり
ます。ですが、小諸の外気に耐えられないものがほとんど…。そんな植物も
お部屋の中でなら花を楽しめ、冬でも華やかな寄せ植えが楽しめますよ。
大好評のシクラメンも、ほかの植物との組み合わせで一層その魅力がひき
たちます。スタッフがお客様のご希望を聞きながら、ご相談に応じます。
お気軽にお声掛けください。

銀灰色・黄緑色・斑入り・赤銅色など
その色はさまざま。同系色でまとめ
たり、反対色で目立たせたり、中間色
でつなげたり腕のみせどころです。

 葉の質感に注目

鉢選び

鉢の形や深さ・色に合わせて植物を選ぶと
センスアップしたひと鉢が作れます。ポット
をそのまま入れるだけの鉢カバーも入荷!
いつもの植物も手軽にお洒落に変身します。

カラーリーフプランツ
と組み合わせる

アイビーは寄せ植えの
強い味方！ どんな植
物にも合う

がっしりとした厚めの葉、繊細なスラッと伸びた葉、ふ
わふわとしたヴェールのような葉、それぞれの印象は大
きく違います。同系色の寄せ植えも、葉の質感が異なる
ものを組み合わせるとメリハリが出て立体的に見えます。
≪エレモフィラ・ニベア≫
銀白色の葉と、すらっとし
た姿は 軽い印象

＊高さのある鉢＝垂れるようなつる植物が似合う
＊ボール状の鉢＝こんもりとした植物でドーム形に
作るとバランスが取れる

≪トラディスカンティア≫
ライムグリーンの小さな葉が集
まったこんもりとした形が特徴

＊艶のある塗り鉢＝上品な雰囲気
＊シンプルなテラコッタ（素焼き鉢）
＝ナチュラルで親しみやすさを演出

其の弐

お部屋で楽しむ

球根栽培
●
●●●

≪ハボタン≫
がっしりとした厚めの
葉で、存在感あり！

クロ
ッ
なら カスな
ど
ぬ
栽培した思い出のある方も多いのでは
スタ 「毛糸 の球根
を
イ
れば ルを新 玉」で 、苔玉
ないでしょうか。ヒヤシンスの花は豪
提案
楽し
可愛
！
む
いイ
ンテ 食器に
華で、室内を香りで満たしてくれます。
リア
飾
に（＾
＾）
水中に伸びる白い根もきれいです。

小学生のころヒヤシンスの球根を水耕

の参

其

青竹を割った器もご用意
しました（数量限定）

お部屋で楽しむ

新春苔玉
●
●●●

コロンと丸いかたちと、手軽に緑が楽

停車場ガーデンでは、改めてヒヤシン

しめることで人気の苔玉に、松や十両

スの水耕栽培に注目。栽培用のグラス

(ヤブコウジ)、ハボタンなど縁起の良

もお部屋の印象を損ねないおしゃれな

い植物を使った新春苔玉が登場しま

ものを用意しました。

す。大掃除してきれいになったお部屋

栽培に必要な土や肥料が球根と一緒に箱詰めされたアマリリスもおすすめ！
お部屋を汚すことなく手軽に豪華な花を咲かせることができます。
お洒落な箱に入っているので贈り物にも最適です。

に、新春苔玉を飾れば、新年の良いス
タートを切れそうです。
2ページ／文・イラスト=名小路雄、編集レイアウト＝村松マヤ
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祝・st.バレンタインディ！？

発行：NPO法人こもろの杜
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心を伝える・想いをはぐくむ
LOVEなプレゼントにぴったり

まじめな婚活パーティーin ガーデン
２/９日（土） 18：30〜20：30
好評につき、第２回開催決定！ 今シーズン最後のイルミネーシ

ぜったいかわいい！
タマゴから生まれたの多肉ギフト商品

ョンを楽しみながら、
大いに盛り上がりましょう〜！

２月中
多肉植物フェア

対象

→裏面に記事

参加費 男性：3000円 女性：2000円 軽食・ドリンク付き
独身男女20代〜35歳以下

定員 男女各１２名

問い合わせ/停車場ガーデン 24-2525 (中嶋)

お人形さんめぐり企画

創作人の物語

２/23（土)〜3/10（日）10：00〜16：30

ガーデンカフェの
お雛様ランチ 2/23〜3/10

春を呼ぶ、華やかなランチです！
城下町の早春の恒例イベントで、
４会場が創作人の作品展示ギャラリーとなります。 ドリンク・デザート付1300円

本陣主屋 つるし雛飾り（愛好家のみなさん）、創作人形・ぶすっこ姫（土屋和栄

教室）
、
その他花器、書、
アートフラワーなどの作品展示、昔の人形コレクションなど

＊できればご予約ください。

＊ランチプレートはお休み。
ピザ、
カレーはや
っています！

＊お茶とお菓子の和風喫茶もあります。どうぞおでかけください。

ほんまち町屋館／つるし雛、創作人形、手織りさき織り、他

ギャラリー紙蔵歩／銅板陶芸、手芸作品展示

ギャラリー夢番地／きものリフォーム、古布展

2月の講座案内

講座会場：停車場ガーデン
ご予約は 24-2525

灯油ストーブを
寄付してくださませんか？

本陣主屋には暖房がなく、
困っています。
よろしくおねがいします。
☎090-2333-7680（土屋）

渡邉アキヒコのプリザーブドレッスン

2 / 14（木）14：00〜16：00
クレッセントバレンタイン

三日月型のバスケットを使い、濃い紫のバラ、
ダリアで
シックな装飾に。
ショコラと紅茶のティータイム付 3500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 資料代200円

２/９（土）9:30〜11:30

ご予約は不要です

マイガーデン プランニング（講座）

アロマ講座 セルフハンドマッサージ
2/28 (木）14：00〜15：30
アロマオイルを使って自分でできるマッサージ体験。
今回は腕から指先までのお手入れ方法を伝授します。

講師：土屋素子 （アロマコーディネーター）
参加費 ティータイム付 1500円

講座

＊＊ 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
伝統食＋新しい感覚で、健康メニューを！

狭くても楽しいガーデンのレイアウトを教えます。

2 / 21（木）13:30〜15:30
2 / 28（木）10:30〜12:30

２/23（土）9:30〜11:30

江戸時代の豆腐料理

ご予約は不要です

花木の剪定（実技）ティータイム付き500円
花木は、切り方を間違えると花が咲きません。種類
によって切り方も違います。ハサミご持参ください。

食の

・雲かけ豆腐 ・沙金豆腐 ・叩き豆腐

昭和時代の代用食

蒸しパンいろいろ

参加費/800円(今回のみ）定員15名 ★子連れOK

２月は ず〜っと

多肉植物フェア

お部屋にちょっとしたスペースさえあれば育てることができる人気の多肉植物を
ドーンと集めました！ かわいいもの、かっこいいもの、奇妙なものなど様々。
ほかではちょっとお目にかかれない珍しいものも並びます。秋から冬にかけて成
長する冬型タイプには、この時季に花を楽しめるものもあります。魅力あふれる
多肉植物の世界は、見ているだけでも飽きません。ぜひお立ち寄りください。

男性ファンも多い多肉植物は、バレンタインの
プレゼントにおすすめ！ 多肉植物界ではちょっ
と名の知れた中村施設長の知識に、若いスタッフ
のセンスが加わって、素敵な商品ができました。
停車場ガーデンならではのオリジナルをどうぞ。

空き缶に植えて
ポップに楽しむ

私たちのスマイルカフェに
是非いらしてください！

﹃ハートこぼれるたまご﹄
タマゴの殻にハートカズラを
植えこんで︑ゆらゆら揺れる
スタンドにセットしました

バレンタインに多肉植物を
プレゼントしませんか？

育て方＆特徴
停車場ガーデン施設長 中村さんに聞く！

（NPO法人日本多肉植物の会理事・甲信支部長）

多肉植物というと、専門的で育てにくいイメ
ージがありますが、多肉ほど扱いが楽なもの
はないのです。水がなくても簡単には枯れま
せんから、ご安心を。

・日に当てる ・乾かし気味 ・凍らせない
の３つがポイント。一部そうでないものもあ
るので、スタッフにお尋ね下さい。
多肉植物は、２万を超える品種があります。
体の大半を砂に埋め、葉のレンズから深部へ
光を呼び込むように進化したものなど、不思
議な品種がたくさんあります。「何コレ!?」
と驚いてもらうのが多肉を扱う者の喜び。
フェアの商品にもご期待ください！

タマゴのパックを開けると、
タマゴの殻に植えられ
た多肉植物が顔を
出します。

！
ート
ュ
キ
ても
っ
と

多肉植物は、英語でSucculent
plants。サキュレントと呼ぶ
と、ちょっぴり通な気分
ですよ

ス●
マ●
イ●
ル●
カ●
フ●
ェ に おでかけください
●

２月15日までの月・火・水・金曜 16〜1７時半ラストオーダー

小諸商業高校の生徒さんたちが運営する『スマイルカフェ』。
今年はメニューが増え、期間も伸びて、好評開催中です！
生徒さんの元気な笑顔に会いに来ませんか。

スマイル小商店街 取締役 社長 瀬田哲平 さん
社長ということで責任を感じる反面、これからどんな一年になるのかワクワクしてい
ます！ スマイルカフェではお客さんが美味しいと言って笑顔で帰って貰えると、と
ても嬉しいです。前年度より商品の数が増えて仕込みが大変ですが、それだけ味には
自信があるので是非一度足を運んで貰いたいと思います。まだまだ至らない点もあり
ますが精一杯頑張りますのでスマイル小商店街を宜しくお願いします！

スマイル小商店街 取締役 副社長 塩川このみ さん
夏休みに、カフェを経営する私たち取締役が集まり、何度も試作品作りを行いました。
中でも粟のみたらし団子は、なかなか生地がいいかたさにならなかったり、粉っぽくな
ったりと、何度も何度も作り今の団子ができました。他にもたくさんの美味しいメニュ
ーがあります。お客さんに美味しい、ありがとうと言われるとすごく嬉しいです。

ＭＥＮＵ

すべて１００えん

うどん（しょうゆ・カレー）
ピザトースト

豚汁

みそ焼きおにぎり
マフィン

プリン

粟入りスノーボール
粟のせみたらし団子
きび入りホットケーキ
ココア

ミルクティー

コーヒー

カフェオレ

りんご酢

2ページ／イラスト＝村松丈徳・文=村松マヤ

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」
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発行：NPO法人こもろの杜
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予告 ♥ まじめな婚活パーティーinガーデン

４／14
（日）対象：男性40代・女性〜40代迄

詳細は次回ガーデンだよりでお知らせします。

春！

城下町にぎわい協議会より

大手・市町 町並み魅力アップ調査

です 「花と緑のサロン」
（無料）で

中間報告会

3／１８（月）13:00〜14:30 (その後30分まち歩きを予定）
場所：本陣主屋 ＊参加無料／申し込み不要です
発表者：千葉大学福川研究室、河合嗣生
（造園家）、
他

アドバイサー＆まとめ役：福川裕一千葉大学教授

千葉大学と停車場ガーデン園芸班が協力して、
大手・市町・裏

町の町並みの魅力アップの方法を調査し、
提案を考えています。

スライド写真で、具体的に提案をしたいと思います。

この段階で、地元にお住まいの方、
観光やまちづくりにかかわる
方に見ていただき、報告書をまとめていきたいと思います。
関心のある方は、
のぞいてみてください！

☎問い合わせ：０９０１２０００２３９
（荻原）
お礼 前号「本陣主屋のストーブのお願い」について、以下の皆様から
ご寄贈いただきました。上原晴子様、小林コーポレーション様、品品様、
諸山政行様、柳沢和幸様、山内諭様（アイウ順）ありがとうございました！
申し込みは停車場ガーデン
☎２４２５２５

3月の講座案内

渡邉アキヒコのプリザーブドレッスン

3 / 14（木）14：00〜16：00
フラワーBoo k

一見、素敵な装丁が施された洋書なのかなと思いきや
開いてみるとそこにはファンタジックな世界が・・・。

ティータイム付 3500円

園芸相談をお待ちしています！
停車場ガーデンに『花と緑の相談所』が開設さ
れているのをご存知ですか？
３月は相談所が春の装いで『花と緑のサロン』
へと模様がえ。ゆっくりガーデン雑誌を読んだ
り、花友達を広げたり、どなたでもお気軽にご
利用いただけます。専門のスタッフに、庭のこ
と、植物のことなどをご相談ください。
３月は、木曜の定休日以外は毎日相談をお受け
しています。
・園芸主任の中村は第２第４の火・土曜日は不
在です。（他のスタッフが対応します）
・お電話でも相談は可能です。☎24-2525
・鉢植えの相談は、どうぞご持参ください。
【園芸相談の例】
・春の寄せ植えのアドバイス
・洋ランの花が咲かない・・・
・庭のツツジの生育が悪い
・観葉植物に虫がついた
・庭のレイアウトが決まらない
・植物の名前がわからない
・ギフトでもらった鉢花の植え替
えの時期や方法がわからない

定員20名

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）

3/９（土）9:30〜11:30

予約不要

資料代200円

春植え球根（講座）
球根の種類と作り方 ダリアの球根プレゼント

3/23（土）9:30〜11:30

要予約 ２５００円

＊＊ こもろ味づくりの会（ 講師/山内俊江）

食の

作って食べよう！季節の料理講座
伝統食＋新しい感覚で、健康メニューを！

3/ 21（木）13:30〜15:30
3 / 28（木）10:30〜12:30

春においしい「ぬた」
・ねぎと油揚げのぬた ・ねぎといかのぬた

多肉植物のハンギングボード

春野菜で飾った和風バーグ

カラフルでキレイな多肉植物で、我が
家のウェルカムボードを作りませんか？

・いかげそバーグ ・とりつくねバーグ
参加費/800円(今回のみ）定員15名 ★子連れOK

講座

小諸市よりお知らせ

小諸宿・本陣主屋が
4 月から本格オープンします！
小諸の交流観光につながるような
魅力的な企画を募集中です！
小諸市の施設である本陣主屋は、平成 24 年度に NPO 法人こもろ
もり

の杜を窓口とする「城下町にぎわい協議会」で実験的に活用して
きました。そして、平成 25 年度から NPO 法人こもろの杜が指定
杜 も(り︶の城下町フェスタ
での展示風景

管理者となる予定で現在準備を進めています。企画は引き続き「城
下町にぎわい協議会」で協議して参ります。
つきましては、4 月以降の企画を募集したいと思います。

■こんな企画を募集します。
・市民、観光客に開かれた企画を募集します。
・ギャラリーとして作品の展示、コンサートなどの利用も OK。
・本陣の格式ある和室をいかせる企画を歓迎します。

相生町

・公園との一体的な活用もできます。
（屋内＆屋外の展示など）

■こんなサポートをいたします。
・停車場ガーデンだより（市内回覧）
、本陣主屋ホームページで催

本陣主屋
★ せせらぎの丘

し物の案内をいたします。
・必要により、チラシ作成やディスプレイのお手伝いもします。

■施設の案内

停車場
ガーデン

小諸駅

・木曜定休／営業時間 午前９時〜17 時
・続けて利用できる期間 2 週間以内（目安）

本陣主屋

・駐車場は、竹内駐車場が隣接しています。
（有料）

NPO 法人 こもろの杜

・公園の利用については、ご相談ください。
（料金は無料）

【常設企画】
手仕事ギャラリー

指定管理者（4 月から）
もり

所在地／停車場ガーデン内

0267-24-2525

使用料金

枯山水の庭

午前／ ９時〜12 時

部屋

上段の間

W.C

広間

各時間帯 900円

歴史パネル＆小諸の本 展示
小諸の歴史物語や宿場の資料パネル展示。
小諸にかかわるもろもろの本の展示。
＊本のご寄付をお願いします！

応相談

・小部屋の分割利用は要相談で。

広間
勝手口

▲

小諸を舞台にしたアニメ「あの夏で待ってる」
のファンの方などの交流サロン。みなさんの写
真や書き込みなども楽しめます。
★運営／なつまちおもてなしプロジェクト

上段の間

使用料
(午前、午後)

床の間

手仕事ギ�ラリ�

なつまちおもてなしサロン

午後／ 13 時〜17 時
書院

床の間

小諸周辺の、人形、布小物などの作家の
作品を展示・即売しています。
作家がローテーションで常駐し、本陣主
屋全体の管理も担ってくれています。今
後、この店をステップに、周辺の建物へ
のショップ展開を模索していきます。
参加したい方は、ご連絡ください。
★運営／ハンドクラフト会 創作人

・板の間部分の利用は、要相談。

・長期間の企画、小諸市、NPO こ
もろの杜の共催の企画は、使用

▲

なつまち
おもてなし
サロン

玄関

料を割引きします。

・給湯費、暖房費は実費をいただ
きます。

＊使い方や料金については、下記
までご相談ください。

本陣主屋利用に関する申し込み、問い合わせ先

本陣主屋受付 Tel&Fax 0267-24-7788 4 月〜10 月／木曜定休 10 時〜17 時

上記以外の期間は、運営コーディネイターに連絡ください。☎090-2333-7680（土屋和栄）

Email: honjin@t-garden.org

URL: http://komoro-honjin.com/

4／20(土)〜

いよいよ待ちわびた春の到来です。植物たちも若葉をひ
ろげて温かい日差しをうけて輝いて見えます。ガーデンの
植物たちも日を追うごとに成長しているので来るたびに発
見があることでしょう。命のエネルギーあふれるこの季節

春のガーデニングフェア

を、停車場ガーデンで目一杯楽しみましょう！
この辺りでは、ゴールデンウィーク前後から本格的なガ
ーデニングシーズンが始まります。それに向けて、ガーデ
ンショップでは春のガーデニングフェアを開催します。

いろんな植物そろえます
寄せ植
えの材
物
料
球根植
苗
花壇

窓辺や玄関を彩る植物

パンジー、アリッサムなどの定番を始め、
ちょっと珍しいものや、停車場ガーデンで
育っているものなど、様々な植物を取り揃
えてお待ちしています。見ているだけでも
春を感じてもらえるはず！

色々な植物が入荷するので乞うご期待!!

グッズもあるよ
手袋やジョーロといった
ガーデニンググッズ、
ブリキのポットや雑貨も揃え
ました。 植物のある素敵な
生活を応援します。

お花見の帰りに停車場ガーデンへ
桜の名所・懐古園は県内外からたくさんの
お客様がお花見に訪れます。懐古園三の門から
地下通路を抜ければ、停車場ガーデンです。
地元産にこだわった素材を使った料理や、魅力
ある花たちがお待ちしています。

耳より情報

4／27(土)〜

母の日特設コーナー登場
5月12日の母の日にむけて、4月27日
から 母の日特設コーナー が登場
します。生産者直送のカーネーション
はもちろん、季節の花のカゴ盛りや
プリザーブドフラワーをあしらったア
イテムなど、停車場ガー
デンならではのグッズが
華やかに並びます。

食と緑と花の楽園に、ご家族・お友達をお誘
い合わせの上、ぜひお越し下さい。

小諸の味・手づくり品が好評です
地域の皆さんの手づくりお菓子、小諸産の
菜種油、はちみつ、白土ばれいしょのポター
ジュなどがそろっています。また、地元産の
安心・安全な雑穀を使用したお菓子には、
停車場ガーデンのオリジナル品もあります。

小諸産の玄米と粟で作っ
たちょっと高級なお菓子
「ぷちサク」／byこもろ
雑穀プロジェクト

小諸産のいくさ（エゴマ）を使っ
たサブレ「お城の小石」、かりん
とう「お城の小枝」、そばの実を
使用したサブレ「そば好き殿様」
／byこもろ味づくり工房
2ページ／レイアウト=村松マヤ

母の日ウィーク開催中

「ありがとう」を咲かせよう★停車場ガーデンの母の日ギフト

停車場ガーデンでは 「母の日ウィーク」を5月12日 （母の日）まで好評開催中です。母の日にはやっぱり
お花が似合います。なかでも一番人気は今も昔もカーネーション。オーソドックスな優しい赤色から、
洗練された覆輪入りの珍しいものまで各種ご用意しました。きっとカーネーションの印象が変わるは
ずです。 いつも頑張っているお母さんに、「ありがとう」の気持ちを咲かせてみませんか。

王道はやっぱりカーネーション
スタッフが心を込めて停車場ガーデン

ガーデニング好きなお母さんには、
プロ仕様のツールをプレゼント
ガーデニングの本場・英国HAWS社製

また、末永く楽しめるプリザーブドフラ

のガーデニンググッズを入荷。園芸

ワーも母の日のギフトにぴったりです。プリザーブドフラ

スタッフが惚れ込んだ、ジョーロな

ワーの講座でおなじみの渡邉先生に、母の日用の特別な商

どを取り揃えました。機能性・デザ

品を提供していただきました。手頃な価格から選べます。

イン性共に優れた逸品です。

細かい霧が特徴︒
観葉植物に︑優し
く水やりができる

オリジナルの寄せ植えをご用意しました。

自然派のお母さんには、手づくり石けんをどうぞ
飾っておきたくなるようなキュート＆ポップなデザインに定評の
ある「makomoko」から、天然素材をふんだんに使った手づくり
石けんが新登場。地元の食材を使ったお菓子を添えても素敵♪

もりやめいせん

森谷明仙さんプロフィール

本陣主屋
に登場

書家。長野県出身。自作の詩を独自の筆法で自由にアレ
ンジし揮毫する。各地で個展を開催。執筆・講演・ラジオ
パーソナリティーなどもこなす。 著書に、書とエッセイ
『出会いまたひとつ』
（新日本出版社）、
『こころの日めく
り』『いのち輝け』（ポトス出版）がある。
5月25日のステージでは、熊澤南水さんとコラボする。
熊沢さんは、樋口一葉など

計算されたプロポーションの良
さと持ちやすいバランスで、繊
細で絹糸のような散水が可能。
長く愛されるロングセラー商品

５／２５(土)〜

感じて！ハーブフェア
ハーブの魅力をお店で見て、触れて、聴いて、香っ
て、味わって…五感で楽しむハーブフェアです。ハ
ーブ苗もいつもより多く売り場に並びます。
この機会に是非ハーブに親しんでみてください。

見て！ ショップ前のガーデンには、ハーブも
植えられています。可愛い花や葉をご覧ください

の作品をひとり語りで演じ、

触れて！ ハーブには、さわり心地が気持ち良

国際芸術文化賞、下町庶民

いもの、肌に貼って使うものなどもあります

文化賞などを受賞している。
森谷さんの作品▲

若草萌える5月。停車場ガーデンも花盛りです
５月はお庭が見ごろの季節。新芽の緑が目にまぶしく映りま
す。シバザクラ・キャットミント・ユーフォルビア・タイム
・アマ・オオデマリ・ツツジなどが美しく咲きだします。
風のない日にガーデンを眺めながらテラスで飲むお茶は最高
の贅沢！ ゆったりとした時間をお過ごし下さい。

聴いて！ これからハーブについて知りたい方
は講座に参加したり、スタッフにお声かけくださ
い。※講座の日程は表面参照

香って！ ハーブの醍醐味はその香り。スッキ
リ系やリラックス系など実際に香ってみましょう

味わって！ ガーデンカフェに、ハーブを使っ
たデザートが期間限定で登場します
2ページ／編集・レイアウト=村松マヤ

回覧板

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」

停車場ガーデンだより 6月号

2013年

〒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
ホームページ http://www.t-garden.org

写真：大根原 孝

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）

停車場ガーデン（無料）
300種の草花の楽しめる庭。
これから次々に花が咲きます！
感じて！ハーブフェア
6/30まで開催中
限定配布
歩いてみたい・停車場ガーデンの
ハーブマップ
販売 ハーブ苗、ハーブ刺繍雑貨、
クッキー、バスボム
カフェ ハーブティー＆スィーツ

園芸販売

めずらしい苗、寄せ植え等
もあります。専門のスタッ
フがご相談にのります。

と
おいしい ！
す
大好評で

カフェ

花に囲まれて、おいしい
ランチ＆お茶しませんか？
団体様ご予約もお受けします。

大好評のランチセット 900円
ピザ、パスタ、
カレーも大好評！
ボランティア
「こもろ花くらぶ」の皆さんが一生懸命育てました！ （ランチタイム 11：30〜14：00）

せせらぎの丘

浅間山麓 野草園
開園記念イベント

コーヒー、ハーブティー
ケーキ、
ソフトクリーム、e.t.c
市民のみなさんにスポンサーを
お願いして誕生しました！
まだまだ植えられていない所も
あり、ご協力をお願いします！

６/９（日）

場所：野草園(観光交流館横）

浅間山麓の植生と
山野草パネル展
10時〜 園内の植物紹介、他

講師：柴平志保子（インストラクター）
和久井道夫（ガーデナー）
中村勝廣（花と緑の相談所主任)

矢嶋玲／浅間山麓・御牧ケ原の
山野草・水彩原画展 裏面に記事
６/８（土）〜12(水） 無料

会場：本陣主屋（せせらぎの丘奥/木曜定休））
同時開催：ガラス工芸 サンドブレスト展

観察ツアー
「河畔の山野草をたずねて」
〜小山敬三美術館の裏の遊歩道を歩く
13時 停車場ガーデン集合（２時間コース）
ガイド 柴平志保子（長野県自然観察インストラクー）
参加費 1000円（ガーデンでのお茶つき）
申し込み：２４ー２５２５

停車場ガーデン

浅間山麓野草園 開園のごあいさつ

本陣主屋 手しごと講座

浅間山麓 野草園

6/9 にお披露目となる野草園は、NPO

参加費￥1000（材料費別は★印）

＊申し込みは各講師 ☎ まで

法人こもろの杜（もり）の自主事業と
しての取り組みです。多くの市民のみ

タッティングレース講習会 ★

なさまに樹木のスポンサーになってい
「こもろの花」の著者でもある柴平志保
子さんに植物指導をおねがいしました。

６/５（水）・６/１９（水） 13:00 〜

本陣主 屋

ただき、和久井道夫さんに造成を依頼、

講師／荒井理恵 ☎090-3348-6306

せせらぎの丘

とんぼ玉体験会

心よりお礼申し上げます。

６/１７（月）１０：００〜随時

まだまだ植物はまばらなので、今後も

講師／永井妙子 ☎090-4933-3356

植え続けて行きたいと思います。

藤工芸教室★

★線路際にリンゴのエスパリエも完成しました！ありがとうございました。

６/１８（火） ９：３０〜１２：００
講師／伊藤照代 ☎090-1884-9860

矢嶋玲 山野草の原画展 ６/８（土）〜12（水）

布ペイントコラージュ講習会 ★600 円

やじまりょう 1965 年生まれ。1995 年より御牧ヶ原にアトリエを

６/２４（月）１３：００〜１５：ＯＯ

構え油彩画の制作を開始。墨、水彩絵具などで、風景、山野草も描く。
今回は、浅間山麓・御牧ケ原の山野草の水彩画約 300 点の中から厳選展示。
絵葉書は停車場ガーデンにて好評販売中！

マムシグサ

講師／長谷川和子 ☎090-2235-3166

トールペイント体験会

６/２１( 金 ) １４：００〜１６：００
サトイモ科

講師／中嶋祐子 ☎090-4152-7008

５月初に独特な形の花
を付ける。小山敬三

アオツヅラフジ

ツヅラフジ科

７月頃、目立たない淡黄色の花を付ける。

美術館裏に多く自生。

カタクリ
ユリ科

花期は 4 月中旬。

停車場ガーデン・6月の講座案内
申し込みは停車場ガーデン☎２４２５２５
停車場ガーデン＊感じて！ハーブフェア

ラベンダーの摘み取り
& ラベンダースティック作り体験
6 月下旬

火曜・金曜の 14:00 〜 17:00

所要時間 30 分〜 お茶つき 1000 円 要電話予約

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）予約不要資料代200円

6/8（土）9:30〜11:30

ブルーベリーの栽培
うれしい！栽培の秘訣公開
これを実行すれば どっさり収穫間違いなし！

6/22（土）9:30〜11:30

渡邉アキヒコのプリザーブドレッスン

6/13（木）14：00〜16：00

クリスタルブルー

背の高いスマートなガラス器にブルー
のバラやあじさいでスタイリッシュに演出。

ティータイム付 3900円

ごま油の夏用石けん
6/13（木）10：00〜12：00

効酸化作用のある太白ごま油で。
夏用におすすめの石けん。定員8名
講師：山本真琴 参加費2000円
＊＊ 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
〜旬だからおいしい、主菜と副菜

シェードガーデンを作ろう

6/ 6（木）10:30〜12:30

日陰では植物が育たないと思っていませんか？
ここだからこそ立派に育つ植物が沢山あります
あきらめていたスペースに小さな庭園ができます

6月の旬 あじ、ふきを使って

＊講座の年間予定表は、停車場ガーデンにあります。
ホームページ．
トップの「お知らせ」にも掲載中。

定員20名

14:00〜16:30

・あじのしそ巻き
・ふきと厚揚げ煮
・6月のお菓子 〜草だんご
参加費/800円 定員15名 ★子連れOK

食の

講座

停車場ガーデンのコラム

本の紹介

レンガ倉庫のものがたり

ガーデンの

『小諸の花 ～浅間山麓の里山の花』

停車場ガーデンの一角にあるレンガ倉庫は、その前
この本は、昨年、柴平志保子さんを中心とする実行委

で写真撮影をする人も多い人気のスポットです。

員会でまとめた、A5版カラー１０４ページの冊子です。

明治42年の建築で、鉄道施設のランプの灯油を保管
山麓で見られる１７０種の花が、すべてカラー写真入

した倉庫（油庫）です。明治期の客車には電灯の設備が

りでわかりやすい解説がついています。

なく、車内の照明はランプのみ。信号機の照明もランプ
で、主要駅にはこの油倉庫がありました。防火の為、駅舎

コラムとして、「『千曲川のスケッチ』に記載されてい
る植物」「小諸市の植生」「おもな植物用語」「昭和3年

から離れたホームの端などに設置され、
レンガが多く用

に調べられた懐古園の植物リスト」が紹介され、興味深

いられました。旧信越本線の長野県内区間では、
ここ

い読み物も２項目。ひとつは、氷の風穴の周辺には、なぜ

以外に現存しているものはなく、貴重な歴史遺産です。

高山でしか見られない植物が生えているのかというナゾ

信越線小諸駅は、明治21年に開業。線路は、大手門の

にせまるもので、もうひとつは谷と山の入り組んだ菱野

間の城郭（三の丸）を切り崩してつくられました。
そのころ駅は「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、
ガーデンハウスも
レンガをモチーフとしたデ
ザインになりました。

での里山と人の暮らしに触れています。自然派市民なら
一冊は持っていたい本ですが、残念ながら非売品です。
★停車場ガーデンの、「花と緑のサロン」でご自由に閲
覧できます。 ★こもろ山野草クラブに入ると、この本
がもらえます！（先着１５名）

本陣主屋NEWS
で

トな
キュー

不思議

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

絵から抜け出す!?

こもろすみれ姫に会いにきてください

漫画家・小山田いくさんによる1枚のイラストが本陣主屋に飾られています。
市花であるコモロスミレにちなんで「こもろすみれ姫」と名付けられた12歳の姫には不思議
な力があります。好奇心旺盛な姫は、おつきの じぃ とともに本陣主屋を飛び出し、小諸
のさまざまな場所に赴いて魅力を発見していきます…。
そんな、現実とファンタジーが交錯する不思議なストーリーがアニメになります。原画・
絵コンテは小山田いくさん、アニメ制作は小諸市の要請を受けたアニメーターの伊藤真成人
さんが担当。東海大学で開発された日本初（世界初？）の手法を用いて、７月から本格的に
制作が始動します。「すみれ姫は、歴史を感じられる場所や美しい景色のある場所、いい香
りのする場所、楽しい場所を探して、本陣主屋を中心に日々走り回っています。 皆さんも
本陣主屋のすみれ姫に

こんな場所があるよ って教えてあげて下さい」と伊藤さん。

500mlのアルミ缶急募!!

アニメの制作過程は、平日毎日
http://www.studiokame.co.jp で
配信予定。予告アニメは Youtube
にて公開中。「こもろすみれ姫」で
検索してご覧になってから、本陣
主屋を訪れるとひと味違います。

〜なつまちおもてなしサロンよりお願い〜

小諸が舞台となったアニメ『あの夏でまってる』のファンが集う「なつまちおもてなしサロン」（本陣主屋内）
では、7月13日の市民みこしにファンたちとともに参加する なつまち連 を結成。現在、お神輿を制作中で、
土台に使用する500mlのアルミ缶を集めています。ご協力いただける場合は、洗ってから、サロン内にある回収
BOXにお入れください。この機会に、本陣主屋内もゆっくりご覧になってください。
2ページ／レイアウト=村松マヤ

ちびっこ集まれ！

夏のガーデンには生き物がいっぱいだよ

夏のガーデンにはいろいろな生き物が暮らしています。せせらぎの
丘の下の池では今年の新顔フナたちが泳いでいます。ガーデン
各所に置かれている石鉢とロックガーデンの池はメダカの楽園。
気持ちよさそうにスーイスイ。

４
匹
の
フ
ナ
を
飼
育
中

ほかにも、
トンボ・アメンボ・ト

ノサマガエルも見られます。
ツバメはせっせと餌集めにやっ
てきますし、スズメは水浴びに
やってきます。名前のわからな
い生き物もまだたくさんいるの

稚魚のうちは黒メダカだと思っ
で詳しい方は教えてください。 ていたら、だんだん大きくなり、
絶滅危惧種のタナゴでは!?など
もちろん植物も暑さに負けず
と注目を集めていました。…が、
咲いています。スイレン・ガマ・ その正体は「フナ」でした。甘
露煮…。いやいや、元気に泳い
ハンゲショウ・ミソハギ・ユウ
でいます。（スタッフ談）
スゲが見ごろです。

夏休み企画
停車場ガーデン探検隊！ を行います
…というわけで

8月10日の花と緑の学校は、初企画。停車場ガーデンをスタ

ッフがご案内いたします。停車場ガーデンのコンセプトや、

スタッフおすすめ旬の植物や、生き物を紹介しながら巡りま

す。ぜひご家族でお出かけください。夏休みの自由研究につ

ながるかも！？ 予約不要。熱中症・ＵＶ対策を整えて当日

小諸くどう農園のとれたて野菜使用

無農薬サラダで夏を乗り切ろう
大800円・小400円

旬の無農薬野菜がたっぷり味わえるサラダが今
年も登場。使用するのは、市内に農場を持つ工
藤慶三さんの野菜。地球にも人間にも自然環境
にもやさしい野菜を目指して栽培される工藤さ
んの無農薬野菜は、軽井沢の有名レストランで
も使用される確かな味。当カフェのシェフがそ
の素晴らしさに驚いたというお気に入りの野菜
たちは、サラダだけでなく料理にも取り入れら
れています。サラダは、野菜の最盛期である夏
季限定メニュー。この機会に是非どうぞ。
工藤さんは、平成元年から有機野菜を始め、今
では栽培する全ての野菜が無農薬だそう。サラ
ダ感覚で食べられるミニ白菜や茎ブロッコリー
など、飲食店からのリクエストで珍しい野菜を
作ることもあり、細かく分類すると80種類ほど
を栽培しています。自分で収穫して購入できる
“keiオープンファーム ” （☎ 23-8148）を運営
しているので興味のある方は問い合わせを。

カラダがよろこぶ野菜です

有機農法で丁寧に栽培された工藤さんの野菜
たちはさわり心地も違います。下ごしらえを
していても、幸せな気分になっちゃうんです

9:30までに停車場ガーデンショップ前にお集まりください。

あなたの手仕事作品・アート作品を
９／ 28 〜 10／６の 城下町フェスタ で展示・販売してみませんか？
（小諸城・北国街道 400 年祭）

秋に予定しているイベントの中で、大手門周
辺、市町、本町の歴史的な商家の店先をお借
りして、手仕事やアート作品を展示販売する
「商家ギャラーめぐり」を企画しています。

小諸のブランドづくりにつながるような、
ステキなアートや商品を並べてください！
・自分または仲間のコーナーをつくって販売もできる作家さん
( ディスプレイなどの実費はこちらで出します）

★お店づくりのスタッフ募集！

・作品だけ展示・委託販売したい方

イベントでの実験店舗の企画やディスプレイにか

・創作ワークショップなどをしたい方

かってくれる方を募集します。デザインできる方

新しい感覚で、小諸らしさを感じるデザインの

優遇。（時給 750 円〜)

ものをそろえていきたいと思います。

問い合わせ／本陣主屋（土屋・中嶋）
☎ 0 2 6 7 - 2 4 - 7 78 8
e - m a i l : h o njin @ t - g a r d e n . org

2ページ／レイアウト=村松マヤ

回覧板

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」

停車場ガーデンだより 9月号

2013年

〒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
ホームページ http://www.t-garden.org

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）

13 小諸城・北国街道 400 年祭
’

仙石秀久展

（水）
9/25
〜10/6（日）10 時〜17 時 本陣主屋

400 年前の小諸城主・仙石秀久公の甲冑とゆかりの品々展示

月の名の草花
裏面に
マップ

9/19は中秋の名月です。
「月」にまつわ
る名前のつく植物もいろいろあります。
詳しい解説は、ブログ「停車場ガーデ
ン日記」にアップします！（by名小路）
http://t-garden.org/gardendiary/

商家ギャラリーめぐり ９／ 28（土）〜10／ 6（日） 10 時〜16 時
大手、市町、本町の８軒の商家をお借りして工芸＆カフェのお店を開店！

小諸城 400 年セレモニー 10 ／ 6（日）10 時〜12 時 大手門公園

停車場ガーデン
に咲いてます。

甲冑隊の行進、真田鉄砲隊の演武、小諸城コンサート、浅間火煙太鼓
同時開催

ほんまち蔵出市（建物公開）10 ／４（金）5（土） 本町

スカビオサ

“ムーンダンス”
Scabiosa
ochroleuca
'Moon Dance'

本町の 16 軒の歴史的商家を拝見できます（ガイドツアー 13 時〜 要予約）
同時開催

信州小諸ふ〜どまつり/ 骨董の蚤の市 10/6（日） 相生町
講座案内

トールペイント教室

月下美人 Epiphyllum oxypetalum
月兎耳 Kalanchoe tomentosa
月桂樹 Laurus nobilis
月見草 Oenothera tetraptera

９/20（金）13:30〜15：30
講師/中嶋祐子 ￥1500 (＋材料費）

申込み☎ 090-4152-7008

籐工芸教室

とんぼ玉

９/17（火）10：00〜12：00
講師/伊東照代 ￥1000 (＋材料費）
申込み☎ 090-1884-9860

とんぼ玉体験

停車場ガーデン・9月の講座案内
makomokoさんの 石けん講座

9 / 12（木）10：00〜12：00
シアバターたっぷり石けん作り
高い保湿性と抗酸化作用のあるシアバター
を贅沢に使った秋用の石けんを作ります。

講師：山本真琴 2000円 定員８名

花と緑の学校（園芸入門講座 ）

9/14（土）9:30〜11:30（実技）

満月蝋梅 Chimonanthus praecox

９/21(土）10：00〜12：00
講師/永井妙子 ￥1000
申込み☎ 090-9669-6754

バラ “ブルームーン” Rosa ʻBlue Moonʼ

エキナセア“ハーベストムーン”

Echinacea purpureaʻHarvest Moonʼ

☎２４２５２５

渡邉アキヒコのプリザーブドレッスン

9 /12（木）14：00〜16：00
カラフルフラワーフレーム

三色のウッドフレームにそれぞれ薔薇で装
飾。組み合わせても、一つずつ飾ってもOK。
秋のインテリアに最適です。

ティータイム付 4000円
材料代
2500円

定員20名

＊ こもろ味づくりの会（ 講師/山内俊江）

カラーリーフの壁かけバスケット

作って食べよう！季節の料理講座

様々な組合わせでゴージャスな玄関に飾りに。
花が無くても長〜く美しいいまま楽しめます。

旬だからおいしい、主菜と副菜

講師／名小路雄（園芸スタッフ）定員15名 要予約

９/2８（土）9:30〜11:30（実技）
秋を装うコケ玉つくり

材料代
1500円

秋の可愛い実の付いた植物で２つ作ります。
＊黒色ミシン糸 ハサミ 手拭きタオル 持参

講師／中村勝廣（花と緑の相談所主任）定員15名 要予約

食の

講座

9/ 19（木）13:30〜15:30 9/ 26（木）10:30〜12:30

主食と主菜をかねた麺でランチはいかが？
・そばの洋風クリームあえ
・そうめんの香り野菜のせ

9月のお菓子
参加費/800円

里芋のあげまんじゅう

定員15名

’
13 小諸城・北国街道 400 年祭
歴史的商家を借りて
手しごと作家展
カフェ＆マルシェ
10 日間の文化祭

光岳寺

400 年前の城主・仙石秀久

９／ 28（土）〜10／６（日） 10 時〜16 時
同時開催

ほんまち蔵出市（建物公開） 10/4（金）5（土）
ガイドツアー 10/4,5,6 13 時〜 15 時

北国街道 ほんまち町屋館
（大正時代の味噌醤油の老舗の建物を拠

ギャラリー紙蔵歩

■城下町マルシェ
10/4.5.6

作家の家具と生活小物、
商家の古家具をリメイクも

9/28〜10/5 11 時〜16 時

★樹古里

旧大塚魚店

写真館

町
中

大手門

R141

レトロな町並み

10/6 10 時〜
甲冑隊の行進、真田鉄砲隊の演武

時計店

本陣主屋

樋
之
下

市
町

P

停車場ガーデン

P
観光交流館

i

★

WC

WC

仙石秀久展 9/25〜10/6
戦国時代から江戸時代へ移行する
400 年前に、小諸城主として城と城
下町を整備した仙石秀久公の甲冑と
ゆかりの品々を特別展示。

主催：城下町にぎわい協議会

WC

P

★べにや︵民芸︶

本陣主屋

■本陣主屋 手仕事ギャラリー
秋のつるし飾りや、織物、蜻蛉玉、古
布・着物などを特別展示

■おもてなし茶房
おはぎ＆お茶セット他

三の門

しなの鉄道

（江戸時代の参勤交代の大名の宿舎。
玄関上部の木彫、上段の間が見もの）

小諸駅

（オープンカフェ
＆園芸ショップ）
木曜定休

P

しなの鉄道イベント 10/６

★草笛︵そば︶

ガラス器など東信で活躍
する４人の作家展

いい感じ
の路地

裏
町

■くらしを彩る
器と灯り 展

酒蔵資料館
（見学は要予約）

小諸城 400 年セレモニー

本陣問屋

（幕末に宿場の問屋として
建てられた本棟造りの格
式ある建物。山謙酒造は
明治 43 年に創業）

P

★無我夢中
★藤舟

小諸を代表する陶芸、木
彫、さき織り作品展

山謙酒造

火付盗賊

馬
場
裏

養蓮寺

■山里の工房展

P

富士屋醸造
藪原邸

銀行

本
町

★丁子庵

木の小物、手作りはんこなど

（大名も宿泊した老舗旅
館の内部を特別公開）

藤村の井戸

WC

■ぬくもりアート＆クラフト展

10

相生町

農産物をモチーフ （名）塩川五右衛門
にした楽しい芸術 （江戸時代の庄屋さんのお座敷と歴
金田勉（造形作家） 史ある品々を特別公開）

★そば七

湯本京都屋

川沿いもいい雰囲気です

収穫アート

旧脇本陣

大和屋紙店

銀行

こだわりの自然食ランチほか

大塚味噌醤油店
藤村宅跡

■町屋の日替わり ランチカフェ

おおきに 床屋

/6 信州小諸ふ�どまつり・骨董蚤の市

つるやホテル
萬屋骨董店 ★
キャンイングリィッシュスクール
ＫＥＣ英語塾 ( 蔵）

■家具と雑貨

地元産の野菜・加工品等の販売

ギャラリーつたや

★= 歴史地区で
昼営業の飲食店

（小諸を代表する豪商の蔵
を改装したステキな空間）

10 時〜16 時

結城屋
同時開催

点施設として再生。歴史展示あり）

停車場ガーデン集合 /５００円 / 予約☎ 0267-22-0568（観光案内所）

くらしかる浪漫館
特別開館 13 時〜16 時
明治時代に蚕糸業で発展し
た商都小諸の歴史や、絹糸
ができるまでの工程をリア
ルに再現。充実の展示内容。

小林金吾商店（繭問屋）
（大正初期の建物で問屋の店舗）

■手仕事作家・五人展

ぬくもりを感じる古布の人形、
陶芸、編み物などの展示

問合わせ：0267-24-7788（本陣主屋）

協議会参加団体：小諸市観光協会、小諸商工会議所、こもろ観光ガイド協会、本町実業会、本町区・大手区まちづくり
推進協議会、本町区、NPO 法人こもろの杜、NPO 法人小諸町並み研究会、NPO 法人浅間山麓国際自然学校、小諸市

回覧板

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」

停車場ガーデンだより
〒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
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10月号

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）

１１/2（土）

商家ギャラリーめぐり

フリーマーケット

９／ 28（土）〜10／ 6（日） 10 時〜16 時

魔女の市場

歴史ある商家を借り、すてきな工芸品や家具、小物を展示販売
本陣主屋、小林金吾商店、山謙酒造、旧脇本陣、塩川五右衛門、紙蔵歩

▲

各会場のくわしい内容を下記のサイトでご覧下さい！
URL:http://komoro-honjin.com / f e s t a 2 0 1 3 /

脇本陣、くらしかる浪漫館も特別公開です！→裏面に記事

【本陣主屋での秋の催し】10:00〜17:00

2013年

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。

出店者募集！
１４：３０〜 ハロウィン仮装コンテスト

10/18（金）〜10/2３（水）＊木曜も開館

まりこしがらきやき

椀子信楽焼

都築誠・寺沢澄江 作陶展

陶工房千古の滝窯で赤松の薪を焼成した自然釉の作品です。

久留米絣と木綿で作ったいろいろ展

国の重要無形文化財である久留米絣と木綿の衣類や小物な

どを取り揃えて販売いたします。

10/20
（日）沖縄伝統芸能 エイサー太鼓踊り
入場無料

第1回 13：00〜

第2回 15：00〜

停車場ガーデン・10月の講座案内
makomokoさんの 石けん講座

10/17（木）10：00〜12：00
アボカド油の石けん
しっとりマイルドな使いごこち抜群です！

講師：山本真琴 2000円 定員８名

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）資料代200円

10/25（金）〜11/2（土）

球体関節人形展

美しく、儚い、愛すべき人形たち。
出展者 絵本狐、村上裕昭、由吏、土屋和栄

ファイバーアーティスト 甘利日左子展

色彩とフォルムの美が無限に広がる、
糸の芸術。

☎２４２５２５

渡邉アキヒコのプリザーブドレッスン

10/10（木）14：00〜16：00
ロゼアンティーク

ヨーロピアンアンティークのアレンジメント。
上品な花柄の高級花器を使い
エレガントな秋のアレンジをいたします。

ティータイム付 4000円

定員20名

食の

10/12（土）9:30〜11:30

＊ こもろ味づくりの会（ 講師/山内俊江）

ダリアを育てるには小諸の気候が最適です！
ガーデンのダリアを鑑賞しながら、学びます。

旬だからおいしい、主菜と副菜 定員15名／参加費800円

ダリアの種類と栽培

10/26（土）9:30〜11:30
紅葉する植物
秋の錦織りなす山々は 素晴らしい風景です
＊ 紅葉するお勧め植物の種類と栽培を学習

作って食べよう！季節の料理講座

講座

10/24（木）13:30〜15:30 10/ 31（木）10:30〜12:30

秋野菜で体の調子をととのえましょう
・秋野菜いっぱいのチーズクリーム鍋
・牛肉ときのこの甘辛寿司
・りんごのムース

’
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小諸城 400 年
物語 その１

大手門周辺は、小諸城の一部でした。
停車場ガーデンのあたりは、藩校や寺社でした。
大手門

小諸城は、千曲川の断崖を背にし、
小諸特有の田切地形（火
山灰土が水で削られた地形）を空堀として利用した、守
りの堅い城です。城下町より低い位置にあるので、
穴城（あ
なじろ）と呼ばれています。
1554 年、武田信玄が小諸を支配下に置き、家臣の山本勘
助に城づくりを命じたといわれています。勘助はこの地
形に目を付けて、城の縄張り（設計）をしたのでしょう。
尾根を利用して、縦二列に曲輪（くるわ）と呼ばれる土
塁を配置し、本丸までの道すじに多くの曲がり角や細い

ところをつくったり、攻め込んだ兵を門の前に溜めて上 三の門

鹿島神社

から矢を射かけるような枡形などをつくりました。（しか
し小諸城は、一度も戦の舞台となりませんでした）
1591 年、戦国末期に豊臣秀吉の命により小諸城主となっ
た仙石秀久は、石垣、礎石建物、瓦を使用し、小諸城を
近世城郭として完成させました。1614 年に仙石氏が小諸
を去るまで、大手門、三の門などが次々とつくられました。

今の停車場ガーデン
れる造園家・本多静六に設計を依頼し、大正 15 年に小
諸町の公園としての「懐古園」が誕生しました。
今の停車場ガーデンのあたりは、江戸時代初期の 1674

明治時代になり藩が廃止された後、小諸城内の建物の多

年の地図では、藩の学校（明倫堂）や鹿島神社の森があ

くは、いろいろなところに払い下げで移築されました。

りました。せせらぎの丘や大手門ひろばのあたりは、三

また、明治 21 年に敷地内に鉄道が敷かれ、城跡は線路で

の丸（城の土塁）で、桜の名所だったそうです。ここは

分断されました。その後、少し荒れていた時期があった

お殿様が町民の踊りなどを見物するイベント広場として

ようですが町民の声に押され、
「日本の公園の父」と言わ

も使われていたようです。

市町に残る国の重要文化財・小諸宿の本陣問屋（ほん

明治の小諸を発展させた
蚕糸業の歴史を学べる
「くらしかる浪漫館」特別オープン！

じんといや）は、街道を行き交う荷物の中継施設。こ

明治 24 年の鉄道の開通以降、停車場の周囲に問屋や倉庫

物語
その２

日本一立派な本陣問屋、
脇本陣も残っています！

こで馬や人足が交代しました。これは、日本一立派な
問屋だと言われますが、本陣と脇本陣が並んで残って
いるところも貴重です。今回、脇本陣も商家ギャラリー
として公開し
ま す！ま た、
問屋の奥にあ
り大名が泊
まった「本陣
主屋」は今は
せせらぎの丘
に移築されて
います。

物語
その３

などが立ち並びました。繭問屋の小林金吾商店（写真右）
の繭倉庫は「くらしかる浪漫館」（写真左）として保存活
用され、小諸の蚕糸業の歴史を伝える展示が見られます。
休館中ですが、10/6 まで特別開館です。お見逃しなく！

回覧板

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」

停車場ガーデンだより
〒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

2013年

11月号

発行：NPO法人こもろの杜

（停車場ガーデン、せせらぎ
お知らせ：本陣主屋は11/５から冬期閉館します（催し物、講座での利用はあります） の丘の管理運営NPO）

＠ 停車場ガーデン＊＊＊＊＊

11 / ３（日）12：30 開演

フリーマーケット 魔女の市場

１１/２ (土）
１０：００〜１５：００

リサイクル、
手作り品、
こだわり野菜市

1：30 ハロウィンパレード&仮装コンテスト

★
★
★

明石流門下一同、一年間のお稽古の総ざらいを
本 陣 主 屋 たくさんの皆様にみていただきたいと思います。
明石流家元 明石須磨 二代目 明石佳醐
催し物案内

大手門・本陣周辺の将来像を語る会（無料）

★ ★

★ ★

明石流 日本舞踊発表会

光のドーム＆
X'masツリー 点灯式

★

11／２２(金）5:00に点灯！

★

ファイアーパフォーマンス ★
ゴロピカ・ショー

11 月 16 日（土） 午後２時〜４時 / 本陣主屋にて

＊周辺の文化財の見学ツアー（午後 12：40 に本陣集合）
大手・市町の文化財（城跡、歴史的建物）を活かした活性化
について、アドバイサーを交えてみんなで考えます。
アドバイサー ／ 渡辺 定夫（東京大学名誉教授）
、他２名
主催：NPO 法人 小諸町並み研究会（Tel 22-2227）
11/9、11/15、12 / 2 吊るし飾り (1500 円）
11/15 トールペイント (1500 円）
申し込み（土屋） 11/19 籐教室 (1000 円）
＊材料費別
090-2333-7680
＊材料費別
11/19 とんぼ玉 (1000 円）

手仕事講座

http://www.goropika.com/

停車場ガーデン・11月の講座案内
渡邉アキヒコのプリザーブドレッスン

1 1 /14（木）14：00〜16：00
スマートＸ' masツリー

プリザで作るスマートなデコレーションツリー。
ブラック×シルバーの器でシックに決めます！

ティータイム付 3900円

定員20名

花と緑の学校（園芸入門講座 ）

11/9（土）9:30〜11:30

mako
moko
さんの
石けん講座

11/7（木）10：00〜12：00
マルセイユ石けんを作ろう！
オリーブ油を70％以上たっぷり使用。
かさつくお肌がしっとりします。

講師：山本真琴 2000円 定員８名

森のX'masリース作り
11/21（木）定員各 12名
昼の部14：00〜16：00/ 夜の部18：30〜20：30

浅間山麓周辺で集めたツルを土台にお好みの松ぼっ
くりで飾るオリジナルリース。今年も楽しく作りましょう！

講師：中嶋祐子 参加費1500円（リボン代別）

球根のいろいろ

講師／中村勝廣
（花と緑の相談所主任）資料代200円

春と秋植え球根の種類と植え方
球根植物の特性と楽しみ方 / 変わった球根

11/23（土）9:30〜11:30

☎２４２５２５

要予約/8名

X'masの寄せ植えアレンジ
講師／名小路 雄
（園芸スタッフ） 料金：苗の実費

店内でお好きな苗を選んでいただき、
スタッフがステ
キなアレンジや手入れ方法を指導します。
＊20cm以上の植木鉢を持参、
またはガーデンで購入

＊ こもろ味づくりの会（ 講師/山内俊江）

食の

作って食べよう！季節の料理講座

講座

旬だからおいしい、主菜と副菜 定員15名／参加費800円

11/14（木）10:30〜12:30 11/ 28（木）13:30〜15:30

冬囲い前の新鮮野菜で体を温めよう
・うの花だんご鍋
・具だくさんの大根餅
11月のお菓子／おさつきんつば

大好評

シーズン到来!!

＊小諸産
シクラメン＊
停車場ガーデンのシクラメンは、シ
クラメン栽培のプロでもあった中村施
設長が厳選した小諸産の良品ばかり。

今が始め時！

ヒヤシンスを水栽培で育てよう

寒い季節はお部屋で過ごす時間が増えてきます。ガーデニング
の本場イギリスでは、冬でも花を楽しむためにヒヤシンスやクロッ
カスなどの球根を室内で水栽培します。始め時はまさに今、11月
上旬。2月ごろには、豪華な花と香りが楽しめます。

花が長持ちすると好評です。小諸産の

停車場ガーデンでは、ヒヤシンスとクロッカスの球根と一緒にイ

良さを知ってもらうために、価格もお

ンテリアに馴染む、シンプルで素敵な専用グラスをご用意しました。

求めやすく設定しています。

見た目だけでなく植物が無理なく成長しやすいグラスを園芸スタッ

種類豊富に取り揃えていますが、今
年は、クリーム色の花弁とフリンジ咲
きが珍しい「ゴールドイルミネーショ
ン」がイチオシです。

フが厳選しました。大人も子供も、きっと夢中になるはずです。

★土を使わないから清潔

★白くて綺麗な根がぐんぐん伸びる
★狭いスペースでも置ける
★いくつか置くとぐっとおしゃれ

ヒヤシンス用と
クロッカス用が
あります

ミニシクラメン
200円〜♪

一冊まるごと小諸市!な本『小諸町人鑑』できました
長野県のために自分ができることを考え、

★選ぶときのポイントは、
葉とつぼみがたくさんあること
★

管理のポイントは、
・水をやり過ぎない
・暖め過ぎない
・肥料切れに注意

行動する人の集まり「ヤルダ兄弟舎」が
本を出版しました。小諸で会って話せる
濃くて面白い人々52人が紹介されていて、
停車場ガーデンのスタッフも載ってます。
市内の書店やコンビニのほか、もちろん
停車場ガーデンでも販売しています。
税込1,260円。ぜひ、ご覧ください。

報告

10/17 小諸駅の魅力提案ワークショップをガーデンハウスで開催

「レトロな駅舎を活かす＆停車場ガーデンとつなげて城跡の緑豊かな駅に！」

この催しは、NPO 法人小諸町並み研究会が、築 64 年の小諸駅を
近代文化遺産の視点で見直してみようという主旨で開催したもの
です。約 25 人が参加して、まず駅舎と周辺を見学しました。その後、
岸本章さん（多摩美大教授）から「小諸駅のもともとのデザイン
はなかなかよいのでそれをいかせないか」、和久井道夫さん（ガー
デナー）から「自由通路につる植物をはわせたり、使わないプラッ
トホームをガーデニングできないか」という提案がありました。
意見交換では、小諸らしい魅力を出すために、レトロな駅を売り
にする、背景としての小諸城址の緑や浅間山を楽しめる駅、ガー
デンと一体化した花と緑の駅、などの提案が出されました。
そして最後に、「まちのステーションとしての駅をめざしたい」と
いうしなの鉄道の山田専務のあいさつで閉会となりました。

昭和40年頃の小諸駅。窓が今よりも多く、ロ
ゴがおしゃれ。
もともとのデザインを見直す
ことで魅力アップにつながるのでは？
（岸本先生の提案）

