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*

年末年始休業のお知らせ★ ガーデンハウスは、12 / 29〜1 / 3日まで休業いたします。

2014年 あけましておめでとうございます。
今年も、どうぞよろしくお願いいたします。
スタッフ一同

新春！まじめな婚活パーティー
2014年

1 / 11（土）18:30〜20:30

対象：28〜38歳 まじめに出会いを探している方。
参加費：男性3000円 女性2000円
定員：男女各12名

【小諸市より】
大手門公園拡張部の説明会のお知らせ
１／９
（木） 19:00〜20:00
場所

停車場ガーデンカフェ

駅前交番跡地のガーデンの実施計画が、
まと

要予約・初参加者優先

まりました。来年の春、
オープンする予定です。

今年もやります！高校生カフェ

小 商 ★スマイルカフェ
1/28（火）〜2/14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）

料理、菓子、
ドリンクなど 100円

沢山の方々に来て頂きたくて、
今年もお値段
据え置きで、
みなさん張り切ってます。

ご近所お誘いの上、
ぜひ遊びに来てください。
高校生カフェスタッフ一同お待ちしております。

停車場ガーデン・1月の講座案内
mak o m o k oさんの石けん講座

１ /16（木）10：00〜12：00
Exvオリーブオイル油の石けん

☎２４２５２５

オリーブの香りもほんのり香るリッチ感たっぷりの
せっけん。超しっとりの贅沢感が味わえます。

講師：山本真琴 参加費2000円 定員8名

園芸入門

22-1700

今、話題のオシャレな健康食が
カフェメニューに登場！
５０0 円

雑穀入り

フルーツ*グラノーラ
発芽玄米、
キビ、
ハトムギなどの雑穀やナッ

ツ類をオーブンで焼いた香ばしいグラノー

ラに、
フルーツ、
ヨーグルトをのせました。
朝食に、
軽いお昼にぴったりです！

２/6（木）10：00〜12：00
私だけの香りを作るアロマ講座
みつろうのハンドクリーム
天然素材のミツロウとお好みの精油で肌に優しいハン
ドクリームを作ります。ハーブティーもお楽しみに。

講師：土屋素子（アロマコ―ディネ−ター）
参加費：2000円 定員 8名
＊ こもろ味づくりの会（ 講師/山内俊江）

花と緑の学校（園芸入門講座 ）

１/２５（土）9:30〜11:30 資料代２００円

小諸市都市計画課計画係

予約不要

<初級編>

講師／中村勝廣
（花と緑の相談所主任）資料代200円
今年は園芸をやってみよう！ という方も、ベテラン方も、あらた
めて園芸の基礎知識をおさらいしてみませんか？
まずは土・肥料・用具の話から、丁寧にお話しします。

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

１/23（木）13:30〜15:30 １/ 30(木）10:30〜12:30

白いご飯にうれしい昔ながらの汁もの
・三平汁 ・けんちん汁

冬のごちそう一品

・白菜と牛肉蒸し

２０１４年 停車場ガーデン × せせらぎの丘 × 本陣主屋 お楽しみ暦
＊恒例の行事、今年予定されている行事です。変更となる場合もあります

花ごよみ・お楽しみ

イベントスケジュール
1月

小商スマイルカフェ（高校生カフェ）

2月

お人形さんめぐり（本陣主屋、他）
2 ／ 22( 土 )

〜

3月

3 ／９( 日 )

4月

さくらまつり（懐古園）

5月

さくらさくライブ＆クラフト市
例年 4 月に懐古園で開催していたライブ。
今年は 5 月にせせらぎの丘で開催予定！

6月
7月
8月

9月

城下町フェスタ（本陣主屋、他）

10 月

ふ〜どまつり
魔女の市場＆ハロウィン イルミネーション点灯
もりもりバイキング

11 月
12 月

版
存
保

・福寿草が芽を出して、一足早い春を告げます
・梅と水仙のみずみずしい香りが匂い立つ季節です
・ムスカリなど球根植物が咲いたら、春の訪れの合図
・小諸の名を冠するスミレと桜は一見の価値ありです
・連休中はウォールガーデン、ロックガーデンが花園に
・待ちに待ったベストシーズン！植物が最も輝く季節
・浅間山麓野草園では、高山の植物も見られます
・せせらぎの音を聞きながら芝生でのんびり昼下がり
・姫リンゴが色づきだすと葉を鳴らす風に秋を感じます
・寒暖の差がある小諸は花も紅葉も発色が違います！
・実や種・莢などのユニークな形を楽しめます
・凛とした空気の中イルミネーションが心を暖めます

２０１３年 たいへんお世話になりました
大手門公園西エリア（停車場ガーデン・せせらぎの丘・本陣主屋）の運営を小諸市から受託している「NPO 法人こもろの杜」です。
20 ～ 7０代の個性豊かなスタッフが、来訪者に喜ばれる場づくりを目指して、花くらぶ・山野草クラブ・味づくりの会の
皆さんと共に頑張っています。2014 年も、どうぞよろしくお願いいたします！
今年は停車場ガーデンに新しいエリア登場！
腰掛けて触れる小さな植物や、可愛らしい
花を間近に見られるニューバージョンを
ご期待下さい
（施設長 中村）

本陣主屋の手仕事ギャラリーでは、手作りの
楽しさ、ぬくもりをお伝えしながら技術の
向上に日々努力してまいります
（手仕事ギャラリー

土屋）

（カフェスタッフ

（ガーデンスタッフ

ますますステキなガーデン
になるよう、笑顔をたやさず
心をこめて、頑張ります

黒田）

停車場ガーデンに赴任して一年が経ちました。お客様からの
お声かけがエネルギーになります。小諸の憩いの起点となれ
るよう頑張ります！
（ガーデンスタッフ 名小路）

山口）

ガーデンだより編集や企画を担当して
います。 2014 年も、みんながウキウキ・
ワクワクするようなことをしたいです！
いろんな企画募集中です！
（NPO 法人こもろの杜理事

桜山）

停車場ガーデンもオープンして丸 5 年、
毎年植栽部分が増えています。褒めて
下さるお客様も多く、励みになります

中嶋）

（事務スタッフ

いつも笑顔でお客様に愛されるお店づくり
を目指します！ （カフェスタッフ 後藤）
来て下さる方にとって居心地の良い
場所になるように努めてまいります

今までのイベントを更にパワーアップ
した企画を形にしていきます！店内も
ますます居心地の良い空間になるよう
工夫していきたいです
（ガーデンスタッフ

25 年度は地元から海外まで、沢山のお客様
にご利用頂きありがとうございました。
今年度も地元の食材を使って、心と身体が
健康になる料理を作るべく、精進させて頂
きます。スタッフともども、どうぞよろしく
お願いいたします （カフェシェフ 長尾）

荻原）

駅前交番跡地も公園の一部となり、春には
きれいな花々が楽しめるスペースができます。
駅前からも眺めが良くなり、本陣主屋も含め
て公園をいろいろな場面でご利用ください

（NPO 法人こもろの杜理事長

清水）

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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ガーデンカフェが高校生の店になります！

小 商 ★スマイルカフェ

1/28
（火）
〜2/14日
（金）16時〜18時
月、
火、
水、
金曜日 ＊１１日（祝）は休み

コ モ ロ ヤ エ ベ ニシ ダ レ

小諸八重紅枝垂の苗の配布開始のお知らせ
春よ
来い！ 2/11(火）より
☞ くわしくは裏面をどうぞ

多肉植物フェアー

2/1（土）〜2/23（日）@ガーデンハウス

高校生スタッフが笑顔でお待ちしております！

ドリンク５０円、
うどん、
デザート類１５０円

ふしぎでおもしろい形、ぷりぷりした質感。

個性的な多肉たちが、ガーデンに勢揃いします。

まじめな婚活パーティー

＊2/11 特別講座開催（講座欄参照ください）

２/１５(土）p.m１８：３０〜２０：３０

まじめに楽しくアットホームなパーティー
と評判です！

お人形さんめぐり

２／２２
（土）
〜３／９
（日） １０：００〜１６：３０

本陣主屋

対象：男性28歳〜４０歳 ♡ 女性25歳〜40歳
定員：男女各１２名

要予約

（軽食、
ソフトドリンク付き）

★次回第６回 ３/22(土)予定

ガーデンカフェの料理人募集！

せせらぎの丘に
「小諸宿の華畑」
登場！！

古布でつくった花のオブジェ
をお楽しみに。
☞裏面に

詳しくは食販部・長尾まで ☎２４２５２５

ほんまち町屋館、
ギャラリー
紙蔵夢でも展示販売あり。

停車場ガーデン・2月の講座案内
☎２４２５２５

2 /11（火）14：00〜16：00
手作りアンティーク缶に多肉を植えよう！

講師：名小路雄、中嶋祐子 定員10名

創作人の物語

つるし雛飾り,創作人形、和風喫茶
こもろすみれ姫コーナー

参加費：男性3000円・女性2000円

空き缶をアンティーク風にリメイクし、
そこに多肉植物を植え込みます。

発行：NPO法人こもろの杜
（停車場ガーデン管理運営NPO）

*

材料費込み
参加費1500円

お雛様特別ランチ 1300円

@ガーデンカフェ／お人形さんめぐり期間中
魚料理をメインに季節のお惣菜酵素玄米ごはん、汁物、
デザート、お飲物

＊お早めにご予約ください。

２/13（木）14：00〜16：00
渡邉アキヒコのプリザーブドレッスン

白樺スティックフラワー

白樺スティックで器から手作りします。

花と緑の学校（園芸入門講座 ）

ナチュラル感溢れるアレンジメントです。

講師／中村勝廣
（花と緑の相談所主任）資料代200円

参加費 3500円 (ティータイムあり) 定員２０名

２/８（土）9:30〜11:30

＊ こもろ味づくりの会（ 講師/山内俊江）

バラの栽培

毎年見事に咲かせる秘訣は？
＊用土、肥料、灌水、剪定、病虫害のすべて教えます

2/22（土）9:30〜11:30
愉快、可愛い、多肉植物の世界
世界には２万種もの多肉植物があり、形、色が千差万別

窓辺から庭園まで、
どこでもマッチする優れた植物.
＊主な多肉植物と楽しみ方、育て方を教えます。

食の

講座

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 定員15名／参加費800円

2/20（木）13:30〜15:30 2/ 27(木）10:30〜12:30

家族によろこばれる主菜を
湯気が似合う中華の定番で・・
・シュウマイ ・マーボ豆腐

今日のお菓子

・春巻きバナナロール

肉厚な葉や茎、ぷりぷりした質感、独特な色。
その個性的な姿に注目が集まっている「多肉植物」にスポットをあてた
3 週間がはじまります！ かわいい器に植えられた気軽なものから、本
気で楽しむ貴重なものまで勢ぞろい。きっとお気に入りが見つかるはず。
身近に置いて、育てて、植物の不思議さ面白さを感じてください。
※時間などは表面参照

栽培歴６０年の詳しいスタッフと多肉談義も楽しめる！ 土や水やり、
育てるコツはもちろん、想像をふくらませてナゼナニを語りあいましょう

2 月 11 日フェア特別講座
「手作りアンティーク缶に多肉を植えよう」
では、手近にある空き缶をちょこっとリメイク！

自分の手で味のあるアンティーク風に変身させて
多肉植物を植えてみましょう。
自分だけの一鉢は愛着が

小諸八重紅枝垂の苗
配布受付開始のお知らせ
コモロスミレと並んでこもろの名のつく植物の
ひとつが、 「小諸八重紅枝垂」 です。 八重の
花弁と花色の濃さが特徴の貴重な桜です。
懐古園の原木を元に 「小諸八重紅枝垂保
存会」 の増殖普及活動により 4500 本が各地
で花を咲かせています。 停車場ガーデンでは
本年度も苗の配布申込みを開始します。
保存会発行認定証つきの信頼できる苗です。

入会金 1000 円 + 苗一本につき 1,000 円
申し込みは、店頭またはお電話で：
停車場ガーデン２４−２５２５

※先着順で予定本数を超えた場合は、
次年度予約となります
※苗の配布は 4 月上旬の予定です

※認定証送料 200 円が別途必要となります
※苗の発送は行っていません

湧くこと間違いなし！
講師：中嶋・名小路

お人形さんめぐり期間中

小諸宿の華畑が登場

せせらぎの丘に

今回で10回目を迎える「お人形さんめぐり」。
本陣主屋・ほんまち町屋館・ギャラリー紙蔵歩
では、市内外の大勢の作家さんたちによるクラ
フトやお人形が今年もたくさん展示されます。
また、古布を使って手づくりした「小諸宿の
華」が、本町・相生町の店先に飾られます。
停車場ガーデンでは、実行委員会の指導のもと、
100輪以上を手作り。
せせらぎの丘の木や芝生に取り
付け、華やかに演出します。
冬の公園に現れる、
あたたかみのあるお花畑
をお楽しみください。
※ 日程は表面をご覧ください

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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春です！ 緑の中で、みんなで楽しく
汗を流しませんか？
ボランティアメンバー募集！
こもろ花くらぶ
活動日・毎週金曜日10時〜12時
停車場ガーデンには、約３００種類の美しい草花が
植えられています。手入れしながら、ガーデニング
を学んでいきませんか。終わってからのお茶会や、
学習会・交流会など楽しい企画も予定しています！

発行：NPO法人こもろの杜
（停車場ガーデン管理運営NPO）

まじめな婚活パーティー
3/22(土）p.m19:00〜21:00

まじめに楽しくアットホームなパーティー
と評判です！
対象：男性28歳〜40歳 ♡ 女性25歳〜40歳
定員：男女各１２名

要予約

参加費：男性3000円・女性2000円

(軽食・ソフトドリンク付き）

使
公園を

った楽しい企画・大募集
＊＊＊＊＊＊＊

こもろ山野草クラブ

こんなことやったら楽しいだろうな！という楽し

第2水曜日と第4金曜日 10時〜12時

い企画を考えてください。芝生の広場、ガーデ

昨年8月に「浅間山麓野草園」が誕生しました。こ
こには浅間山麓の山野草や樹木、約180種類が植え
られています。その野草園の手入れを、みんなで取
り組んでいます。作業だけでなく、山歩きや学習会
などの楽しい企画もありますよ！

ンテラスなどを使って親子で遊ぶ会、ピクニッ
ク、おいしいものづくり、ライブなどなど。いい
企画は、NPOこもろの杜が資金や人材など提
供し、みなさんと一緒に実現します。
くわしくは、停車場ガーデン・中嶋まで！
停車場ガーデンホームページもご覧下さい。

停車場ガーデン・３月の講座案内
mako
moko
さんの
石けん講座

３/１ ３（木）10：00〜12：00
キッチンソープを作りましょう！
好きな香りに包まれて、
キッチンに立つことが楽しくなります。

講師：山本真琴 2000円 定員８名

花と緑の学校（園芸入門講座 ）

停車場ガーデン ☎２４２５２５

３/13（木）14：00〜16：00
渡邉アキヒコのプリザーブドレッスン

プリティー ダブルハート

猫足がクラシカルな印象のハート型陶器を
ペアにし可愛くアレンジします。

参加費 3500円 (ティータイムあり) 定員２０名

3/８（土）9:30〜11:30
マイガーデンプランニング「植栽計画編」
講師／中村勝廣
（花と緑の相談所主任）資料代200円

庭のどこにどんな植物を植えたら良いかアドバイス
花木、宿根草、山野草、
コニファー等の配置と組み合わせ

３/22（土）9:30〜11:30
花の写真撮影にチャレンジ（入門編)
講師／倉本妙子(小諸写真クラブ会員) 資料代200円
初心者の方にもていねいに教えます。

＊カメラがあれば持参ください

＊ こもろ味づくりの会（ 講師/山内俊江）

食の

講座

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 定員15名／参加費800円

３/20（木）13:30〜15:30 ３/ 27(木）10:30〜12:30

塩麹を使って主菜と副菜を・・
・鶏肉の塩麹焼き ・きのこと長芋の塩麹あえ

今月のお菓子

かわいいオレンジバスケット
（バスケットに果物を盛って！）

平成26年度 花と緑の学校・講座案内

師陣

参加料：●はお話のみ・資料代200円(予約不要）
☆は実技・材料費1000円〜(要予約)

楽しく実践的に園芸の基礎を学んでみませんか？
登録無用、1回だけでもOKです。初心者も大歓迎！
魅力的な講

毎月第２、第４土曜日(基本） AM９:30〜11:30

予約受付:2週間前〜3日前 ☎0267-24-2525

中村勝廣

名小路 雄

花と緑の相談所（停車場ガーデン内）主任相

4月から停車場ガーデンの園芸主任となる

談員。
日本多肉植物協会理事。園芸歴60年で、

若手専任スタッフ。第一園芸勤務を経て兵

園芸についてはなんでもござれのベテラン。

庫県立淡路景観園芸学校で学ぶ。センスを

＊相談所は、水、金、日が相談日です。なんで

活かしたアレンジなどが好評。

もお訪ねください。電話でも結構です。

和久井 道夫

柴平志保子

停車場ガーデン・せせらぎの丘を手がけたガーデ

小諸市観光案内所勤務。NACS-J自然観

ナー。造園家故小形研三に師事し、米国ポートラン

察指導員、長野県植物研究会会員、長野

ドの日本庭園、玉崎弘志氏や白井温紀氏の作品の

県自然観察インストラクター、
こもろ山

施工に携わるなどキャリア多数。小諸の糠地在住。

野草クラブ代表。著書に「こもろの花」。

著書に「信州で楽しむナチュラルガーデニング」
。

数年に一回は株分け、植替えして元気に育てよう。

!

●

●

ハサミや鎌の研ぎ方も教えます。
*ハサミ・砥石のある方は、ご持参ください。

魅力あふれる多肉植物を寄せ植えしましょう。

ト。

春のガーデニンググッズフェア開催

4月19日(土)～5月11日(日)
使うほどに味がでる、
テラコッタの
ウォールデコ

陽射しが力強く感じられるようになりました。庭に出てはうきうきし
て、庭仕事のスケジュールを考えてしまうのがガーデナーですよね。
そんなガーデナーの気分をさらに高めるおしゃれで実用的なガーデン
グッズを集めたフェアが、停車場ガーデンショップではじまります。

４月26日からは母の日ウィーク

子どもやペットにも安心
して使える虫よけバンダナ
手軽な価格と
キッチュなデザイン。
Ecoカラーポット

生産者直送の高品質なカーネーションや天然素材に
こだわった石けん、プリザーブドフラワーなどを、

昨年大好評。
ガーデナー推薦。イギリス
の老舗HAWS社のジョーロ

お母さんへの贈りものにいかがですか？
数に限りがあるので早めに手にいれて！

こちらも
プレゼントにいかが？

アロマテラピーが
話題になっています
アロマテラピーアドバイザー 土屋素子さん
アロマテラピー（＝芳香療法）は、精油の
香りを心身のリフレッシュや美容に役立て
る健康療法のひとつです。最近テレビで、
認知症の予防に効果が期待できるとして
紹介され、最注目されています！

昼
ローズマリー&レモンの香り
→集中力を高めて脳を活性化
夜
ラベンダー&オレンジの香り
→脳を鎮静化し、安眠を促す
4月10日のアロマ講座では、話題になった
4種類のオイルを使ってルームスプレーを
作りますので、ぜひご参加ください。
※日時詳細は表面参照

この4種類のオイルは、停車場
ガーデンでも販売しています。
放送後は、問い合わせも多く、
売り切れることも…。
興味のある方はお早めに！

今までにない、明るいカラーのプランター

４月12日・26日
空ヨガ教室講師

前川とし子さんの紹介

小諸市在住。全米ヨガアライアンスのインストラクターå。ホッ
トヨガやマタニティーヨガも修得。今回行うのは「空ヨガ」の教
室。
「空ヨガ」は、芝生の上などの屋外で行なうヨガのこと。朝の
爽やかな空気で清々しい気分になれそう。この「空ヨガ」教室は、
4月から毎月 第2・4土曜に開催予定。集中して、心をからっぽに
することでリフレッシュやリラックス効果が期待できるヨガ。誰
と比べることもなく、自分のペースでできるのがいいところ。うま
くできないなんて気にせずに、初心者さんも気軽にご参加くださ
い。当日は、ヨガマット（無ければブランケットなどの敷物）を持
参の上、動きやすい服装でお越しください。※日時は表面参照

4月26日
ライブ決定

干川博さんの紹介

軽井沢町在住のシンガーソングライター。
小学生の頃、
父親の影響でアコースティックギ
ターを始める。１４歳で「the water of life」の
清水和彦氏に出会い、
その表現力の豊かさに衝
撃を受け、あらゆる楽曲をコピーする。その後、
路上ライブやライブハウスへの出演を経て、現在は主に軽井沢近郊
や都内のカフェやバーなどでライブを行っている。また、
小諸のアイ
リッシュバンド「浅間ケルティックバンド（ATC）」ではギターを担当。
今回のライブでは、
メンバーと共にアイリッシュの楽曲も披露。ATC
のレパートリーには、映画『タイタニック』のダンスシーンで流れて
いたあの曲も！ アイリッシならではの楽器の調べも楽しめる。

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」

回覧板

停車場ガーデンだより 5月号

2014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

（停車場ガーデン管理運営NPO）

★停車場ガーデンは、連休も休まず営業します。

4/26〜5/11
母の日ウィーク

5/18 (日)
10時〜15時

ガーデンマルシェ＆クラフト市
同時開催

さくらさくライブ

ウラを
見てね！

HPに

桜さくらで
桜さくらで パンフあり
ハンドクラフト展
ハンドクラフト展

よいお花のプレゼントを取り揃
えております！→裏に詳しく

5月の教室案内 本陣主屋☎24-7788

●和服のリフォーム(鶴田文枝先生）

毎月第１．
３水曜10時〜15時半 ￥2500円

●洋裁
（菊池華織鈴先生）

４/２６(土)〜５/６
（祝）
本陣主屋にて 無料

毎月第２・４土曜10時〜15時半 ￥2500円

●つるし飾り・布小物
（土屋和栄先生）

つりびな愛好家の皆さんをゲストに
「さく

毎月第１・3金曜 10時〜12時 ￥1500円

ら」
をテーマに様々なジャンルのステキな

●籐工芸（伊東照代先生）第３火曜10時〜12時

作品がたくさん並びます！

●トールペイント
（中嶋祐子先生）

桐彫創作人形／ステキ楽しい帽子／俳

第4金曜 1４時〜16時 ￥1500円

画・日本画／球体関節人形／和服リフォ

●その他、創作人形、
トンボ玉（不定期）

ーム／つるし雛飾り／手仕事ギャラリー

停車場ガーデン・5月の講座案内
停車場ガーデン ☎２４２５２５

空ヨガ 5/10(土)・24(土) 朝8：30〜9：30

爽やかな季節にせせらぎの丘で身体を動かしましょう！

インストラクター：前川とし子

停車場ガーデンでは、
センスの

mako
moko
さんの
石けん講座

5/10（土）9:30〜11:30

講師：名小路 雄 材料費2000円 定員８名

つるかごに植える夏色バスケット（実技）

手作りのつるかごを使って、
お花やハーブで夏に向けたナ
チュラルな寄せ植えを作ります。

レッドパーム油で作る石けんは天然の
オレンジ色！ 使いごこちも抜群です。

講師：山本真琴 2000円 定員８名

参加費800円

花と緑の学校（園芸入門講座 ）

5/8（木）10：00〜12：00
元気が出るオレンジせっけん

5/8（木）14：00〜16：00

渡邊アキヒコのプリザーブドレッスン

アーリーサマーディッシュ

壁掛けができる白のリーフ型陶器を使い、初夏のさわ
やかさを感じさせるグリーンの花々を飾ります。

参加費 4000円 (ティータイムあり) 定員２０名
＊ こもろ味づくりの会（ 講師/山内俊江）

食の

講座

5/24（土）9:30〜11:30

作ってみましょう！昔から親しまれている
「食ごよみ」
と

ロックガーデン5

5 / 22（木）13:30〜15:30

講師／和久井道夫(ガーデナー) 資料代200円
停車場ガーデンをつくったガーデナーを講師に、現場をご
案内。ご自宅でチャレンジできるアイデア満載です。

ひと味違うグリーンカーテンをつくろう
今年はちょっとおしゃれな植物で緑のカーテンに挑戦！

旬野菜をメインとした1品 定員15名／参加費800円

5月の食ごよみ

・草もち

・ふきと干しほたるいかの煮物

旬野菜

新キャベツの豚肉巻き味噌ソースかけ

駅ロータリー側（交番跡地）に

停車場ガーデン

新しいエリアが誕生します !

母の日ウィーク

イメージ図

4/26〜5/11
ステキな花の贈り物を揃えました
期間中はラッピング無料！
今年の母の日は 5/11( 日 ) です。毎年好評のカー

（駅側）

ネーションも、プチギフトにぴったりのお求め

現在工事中ですが６月上旬に造成が終わり、草花

やすいものから、豪華な大鉢まで揃えておりま

を植込み始めます。おいしいガーデンをコンセプ

す。数量限定のものもありますのでお早めにど

トに、実のなる木やハーブなどを植える予定です。

うぞ。手間がかからず末長く楽しめるプリザー
ブドフラワーもおすすめです。

【お知らせ】停車場ガーデン＆せせらぎの丘の施設長
が代わりました。新任は名小路 雄。30 才の若手です。

庭好きのお母さんへは、こだわりのガーデニン

立ち上げから 5 年間、施設長を努めた中村勝廣は、
「花

ググッズはいかがでしょうか？

と緑の相談所・主任相談員」として引き続き月曜、
金曜、
日曜に園芸相談をお受けして参ります。どうぞよろし

ありがとうを咲かせませんか！

くお願いいたします。（停車場ガーデン＆せせらぎの
丘指定管理者／ NPO 法人こもろの杜）

開催

同時

震災復興応援

さくらさくライブ
時間 /12 時〜20 時

場所 / せせらぎの丘 無料
( 停車場ガーデンよこ )

★出演者＆時間は HP を見てね！

ガーデンマルシェ ＆

春のクラフト市

5/18（日）10

時～

@ 停車場ガーデン

15 時

小雨決行

出店予定／才川理恵（布小物）
、陶工房・楽歩舎（陶芸）
、あさま
工房（リフォーム雑貨、
衣類、
バック）
、
木次まゆみ（帽子・子供服）
、
丸山孝恵（布小物 )、中島ゆうか（雑貨・布小物・子供服）
、磯貝
春美（布小物）
、眞下みどり（木工品）
、小山納津美（アメリカン
フラワー）
、
水野洋子、
森本健、
ワークポート野岸の丘（石焼き芋）
、
小諸百笑塾（野菜、果物の販売）
、織座農園（野菜の販売）他
★お酒を飲みたい方は電車でおいでくださいネ。駅前ですから！
本町

きそば
ちょ焼 テト他
っ
と
ふ
ポ
しゃか
しゃか
屋台、
おいしい ますよ〜！
出
たくさん

相生町

大手

大手門
●

一方通行

大手門駐車場
竹内駐車場

P

P

観光案内所

本陣主屋●

P

市営駐車場
駅ロータリー

せせらぎの丘
停車場ガーデン

小諸駅

P

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」

回覧板

停車場ガーデンだより 6月号

2014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

（停車場ガーデン管理運営NPO）

停車場ガーデンの花が見頃を迎えました。
美しい庭を見ながらのティータイムをどうぞ！

感じて！ハーブフェア

【停車場ガーデンからのお願い】

6/7sat〜6/22sun

「五感で楽しむ」をテーマにしたハーブフェアが始まります！

あなたのクリックで、
停車場ガーデンを日本一に！

ガーデンのハーブを楽しみながら、カフェでハーブティを味わい、

緑の環境デザインS H O W(第一生命主催）で、全

ショップではハーブ苗、ハーブ小物をお選びください。（裏面参照）

国の手づくり緑地の優秀な事例として停車場
ガーデンがノミネートされ、さらに上位事例を

◆ガーデンライブ

K’s groove night

選ぶネット投票がはじまりました。みなさん、
ぜひガーデンにクリックをお願いします。
（１日１回投票可、7/31まで）

ケーズクルーブナイト

JAZZ
Blues
Ballade

1000円（高校生500円） 投票サイト/緑の環境デザインS H O W
（日）19：00start ／ドリンク販売あり
U R L : http://dai-ichi-life東信を中心に活躍中の片桐聡福（カタギリサトシ）の
midorinokankyodesignshow.jp/
率いる洋楽バンドライブ (裏面に紹介)
1部：ジャズトリオ 2部：ロックバラード

６/８

本陣主屋６月の教室案内

停車場ガーデン

●和服のリフォーム 2500円

6月の講座案内

6/8（日）9：30〜10：30

(要申し込み）

☎２４２５２５

☎２４７７８８

水曜クラス(鶴田先生) ４（水）、18（水）/午前、午後
土曜クラス（菊池先生） 14(土)、28（土）/午前、午後

ハーブを使うプロヴァンスオイル

●つるし飾り
（土屋先生） ６（金）
、20（金）/午前 1500円

講師：小林千代子（夢ハーベスト農場）定員15名

●創作人形（土屋先生） 11（水）、13(金)、25（水）/午前 1500円

参加費 1500円（製作オイルお持ち帰り・ハーブティー付）

●籐工芸（伊東先生） 17（火）/午前、午後 1000円(材料費別)
●トンボ玉体験（永井先生）21(土)/午前、午後 1500円

6/12（木）10：00〜12：00

●トールペイント
（中嶋先生）27（金）/午後 1500円（材料費別）

夏に使いたい石けん作りvol.2
講師：山本真琴 2000円 定員８名

花と緑の学校（園芸入門講座 ）
6/14（土）9:30〜11:30

6/12（木）14：00〜16：00

講座／資料代200円 講師：中村勝廣

渡邊アキヒコのプリザーブドレッスン
ブルーサマーブルー

ブルーベリーの栽培
収穫があがるノウハウを伝授する、人気の講座です。

参加費4000円 定員20名（ティータイム付き）

空ヨガ 6/14(土)・28(土) 朝8：30〜9：30
インストラクター：前川とし子

参加費800円

＊ こもろ味づくりの会（ 講師/山内俊江）

食の

講座

6/21（土）9:30〜11:30

要予約

実技／材料費2000円 定員10名 講師／名小路雄

多肉植物のタペストリーを作ろう

シンプルモダンなフレームに多肉植物を可愛く植えて、壁
掛け飾りをつくります。 持ち物／エプロン、手袋、手拭

作ってみましょう！昔から親しまれている
「食ごよみ」
と
旬野菜メインの1品 定員15名／参加費800円

6/28（土）9:30〜11:30

6 / 19（木）13:30〜15:30

浅間山麓野草園の観察会

6月の食ごよみ

・にら・ねぎ入り薄焼せんべい、
こねつけ
・しそジュース ・新玉ねぎの肉詰めスープ煮

少雨決行雨天中止

講座／参加費200円 講師／柴平志保子

大手門公園内に昨年オープンした浅間山麓野草園を、楽
しい説明を交えて専門家と共にめぐる観察講座です。

花ごよみ

停車場ガーデンで ７月に
見ごろを迎える植物を紹介

大手門公園内

浅間山麓に自生する植物でつくるこの野草園は

オオヒレアザミ Onopordum acanthium

Clematis stans

日本に自生するクレマチスで、自然
な雰囲気が美しい。ベル型の可愛ら
しい花が付く。草丈80cm。半日陰
を好む。ナチュラルガーデンに是非。
キンポウゲ科。

アナベル

Hydrangea arborescens 'Annabelle'

ています。昨年は頼りなさげだった植物も見違え
るほど成長し、来園者の目を楽しませてくれます。
その野草園の管理運営のボランティアとして発足
した『こもろ山野草クラブ』も、8 月で 1 年になろ

浅間
山麓
にあ 野草園
りま
す

クサボタン(草牡丹)

２年目を迎え、早春から次々と沢山のお花が咲い

三角
あり 花壇
ます に

世界の有名種、恐竜のようにトゲト
ゲしたシルバーリーフが特徴的なガ
ーデンプランツ。大きなものだと草
丈2m、葉の長さ10～50cmに及ぶ。
キク科・二年草。西アジア原産。

『浅間山麓山野草園』オープン一周年

うとしています。現在 24 名の会員は、訪れる皆さ
んに園内を気持ちよく見て頂くため、月 2 回の作
業に励んでいます。
このごろ野草園では、早朝散歩の方がとても熱
心に植物を観察している姿が見受けられます。今

レンガ倉庫隣りと
ロックガーデンに
あります

後も植物の種類を増やし、憩いの場であることは
もちろん、地元の植物を知る学習の場にもなれる
よう手入れに努めたいと思います。

山野草クラブ
＆花くらぶ
メンバー募集中です

イングリッシュガーデンでもおなじみ
のアジサイ。白と黄緑が爽やか。
一輪一輪は小さく、密集して大きな花
の房になり、とても柔らかで優しい印象。

7月は、クサボタン、
ツリガネニンジン、
ソバナが見ごろです

このほか、ミソハギ・モナルダ・
エキナセア・クレオメも見ごろになります

新エリア(交番跡地)の工事進捗状況
新エリアの工事が進み徐々に明らかになってきました。

構造物ができあがり、舗装のレンガも敷かれ、エリア

～いいところを御紹介ください～
詩情プロジェクト実行委員会（小諸フィルムコミッション＋
NPO法人小諸町並み研究会）では、市内の景色のいい所／
花の名所／風景や庭がステキな店・宿／体験施設などの紹
介マップを作成中です。花やお店について、次にあげる場所
の他にいい所をご存知でしたら、情報をお寄せください。

メール：info@machinami.komoro.org

全景がわかるようになりました。現在は左官工事など

仕上げの真っ最中です。特徴的なのは豆のような形に

くびれた立ち上げ花壇。角のとれた優しい印象で、腰
かけるベンチにもなります。天候不順もあり、やや遅

れていましたが、

間もなくお披露

目できそうです。

FAX:24-2525

【花の名所】 停車場ガーデン・せせらぎの丘、懐古園（桜）、
小諸学舍の菖蒲沢、御牧ケ原の菜の花畑、氷集落のふけ平の
菖蒲、チェリーパークラインの御衣黄（緑の桜）、飯綱山公園、
諸の小林貞吾記念館のスイセン。他に、
リンゴ園のリンゴの
花、三岡方面のモモ畑で、おすすめの場所を教えてください。

【風景や庭がステキな店】サムズガーデン、和久井ガーデン、
夢ハーベスト農場、マンズワイン、読書の森、菖蒲庵（そば）、
だんとコーヒー、喫茶ユニコーン、ギャラリー麦草、ジェラー
トちるちる、
コッペリー（パン）
、
きのこの森、サンヒルズ小田
＊上記の掲載については交渉中です

7月31日まで

緑の環境デザインSHOWラストスパート！

表面でもご案内しています同賞の一般web投票
受付が7/31までとなります。一台のパソコン、
スマ
ートホンから一日一回、一票投じることができます。
現在停車場ガーデンは第4位。皆さんの力で小諸
の停車場ガーデンの名を全国に広めましょう。

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 8月号

2014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

夏のガーデン・イベント

カフェには、
クーラーも入りました。
ソフトクリ
ームも好評です！お出かけください。

８/１７（日）18:00,〜21:00

投げ銭歓迎！

停車場 ビアガーデン

8/4（月） 夕涼み 水遊びガーデン
スプリンクラーのシャワーで遊ぼう！

発行：NPO法人こもろの杜

（停車場ガーデン管理運営NPO）

〜アイリッシュ・ナイト
「タイタニック」
や朝ドラ
「花子とアン」
でも

場所：せせらぎの丘 参加自由・無料
とき：8／4（月）16時〜17時 悪天候：中止

おなじみのアイリッシュミュージックを生

＊小学生低学年以下は保護者の方とご一緒においで

で聞きながら、
飲んで歌って踊って、
陽気

ください。＊帽子をかぶる、水分を取るなど熱中症対

な夕涼みはいかが？

参加予定ミュージシャン：ジム・エディガー、

策をお願いします。

坂本健、
干川博、
浅間ケルテックバンド。

８/２（土）16（土）12:00〜18：00

★生ビール、軽食、
おつまみetcも ご用意しておま

コモロコモンマーケット
場所：停車場ガーデン屋外 雨天：東西自由通路

ちしてます！ 子供たちのための遊び屋台もあり！

小諸で採れた農産物、加工品の紹介と販売、
アート、
デ

夏でも涼しい本陣主屋に
子どもも大人も 遊びにきてね

ザインのワークショップもあります！

主催：一般社団法人ヤルダ兄弟舎 ☎ 22−2227

８/２２（土）1８:３0〜20：30

夏休み体験講座

要予約24-2525小宅

小諸で地域通貨を盛り上げよう！

第1回
「地域通貨ってなあに？」 地域の食材を使った特製
の夕食付き1200円 主催；小諸で地域通貨を盛り上げる会

停車場ガーデン

8月の講座案内

☎２４２５２５

ｍakomokoさんの石けん講座

シルクパウダー入り石けん
話題のシルクパウダーは美肌効果抜群！ 手作りコスメに
興味のある方、
まずは石けん作りから始めてみませんか？
講師：山本真琴 定員８名 参加費：3,000円
気持ちがいいですよ！

8/1(金)・22(金) 夕方19：30〜20：30

インストラクター：前川とし子

参加費800円

＊ こもろ味づくりの会（ 講師/山内俊江）

食の

講座

作ってみましょう！昔から親しまれている
「食ごよみ」
と
旬野菜メインの1品 定員15名／参加費800円

8/ 21（木）13:30〜15:30
・おはぎ ・白あえ ・ごちそう麺

参加費：1000〜1200円＊小学生低学年までは保護者同伴
☎２４７７８８本陣主屋 ★「小諸宿・本陣主屋」HPに詳細

古布でつくるお魚いろいろ展
8 /1（金）〜31（日）金魚、鯛、さんま等のつるし飾り
★20分でつくれるお魚飾りを作りませんか？
いつでもできます。材料費300円。

８/７（木）10：00〜12：00

空ヨガ 夏の夜のヨガ

７/30 (水) 〜８/23(土) の10日間、
さまざまな楽しい
講座を開催！
（ビーズのアクセサリー、粘土教室 など）

花と緑の学校（園芸入門講座 ）
８/９（土）9:30〜11:30 資料代¥200 講師：名小路雄
秋に咲かせるバラの手入れ方法
春から夏まで咲いた枝の切り戻し方法や施肥など、秋にもう
一度豪華な花を楽しむためのＱ＆Ａ。

バラビギナーでも安心のやさしい内容です。

※花切ばさみがあればご持参ください

８/２３（土）9:30〜11:30
要予約

材料費2000円 定員12名 講師／中村勝廣

山野草の軽石植えをつくろう

軽石と山野草は見た目にも、生育にも相性抜群。20㎝ほど
の軽石に山野草を数株寄せ植えして、野山の雰囲気を演出
します。育て方もアドバイス。初めての方にも丁寧に教えます。
※ハサミ、手拭、持ち帰り用の箱など、
ご持参ください

自然はおいしい！ カフ

て
に
頭
ェ店
無農薬野菜の販売はじめました

野菜がおいしい季節になりました。停車場ガーデンでは、カフェ
でも一部使用している工藤さんの有機野菜の販売を始めました。
新鮮で安心なおいしい野菜が毎朝日替わりで登場します。

リーフレタス、キャベツ、ズッキーニ、キュウリなど（一束180円）
これに合わせて、「ワークポート野岸の丘」のニンニクも販売開始！

無農薬ニンニク（200g 240円）
菱野の恵まれた自然環境の中、清らかな水と生野菜、安全な餌で育った
鶏が産む有精卵も人気です。濃厚な黄身、盛り上がった卵白、
甘みのある深い味をご賞味ください。

工藤さんの野菜は
カラダがよろこぶ野菜
市内に農場を持つ工藤慶三
さん。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。自分で収穫し
て購入できる「Keiオープンファー
ム」も運営しています。

アサマファームの有精卵卵1パック10個入 280円

ご報告

新エリア「おいしいガーデン」お披露目しました

長く工事が続いておりました駅ロータリー側の新エリアをお披露目いたしました。エリアの名称は「おい
しいガーデン」
。宿根草を中心に、果樹や野菜を植えました。珍しい色や形の野菜のほか、日頃食卓で目にす
る野菜の育ち方や花の様子も見られます。目線を変えて、植物の新しい魅力をお伝えできればと思います。
このエリアの特徴でもある、豆のような形の “ 立ち上げ花壇 (ﾚｲｽﾞﾄﾞﾍﾞｯﾄﾞ)” にはベンチが設置され、順調
に育てば頭上にハナマメの日除けができる予定です。この花壇は車いすの方も植物に手を触れることがで
き、ガーデン内で植物を最も身近に感じられるようになります。

ハナマメの日除け

植え込みは、ボランティアグループ「花くらぶ」の皆さんと
一緒に行いました。成長を支える土には、生ゴミをリサイク
ルしたコンポスト、菜種油の搾りかす、米ぬかといった小諸
生まれの有機物を鋤き込み、市内での循環を目指します。ま
だ電灯などの設置が未着工なうえ、植物の成長にも時間がか
かります。未完成な部分が多いですが、市民の皆様にはご理
解いただき、ご利用いただければ幸いです。商店街の美味し

いものをテイクアウトして食べたり、バスの待ち時間に休ん
立ち上げ花壇
（レイズドベッド） だり、待ち合わせ場所にしたり、さまざまにご利用ください。

カフェ前にはグリーンカーテンが成長中です
この夏、カフェのガーデン側の窓にグリーンカーテンを設置。現在、すくすく
成長し、さまざまな形の緑陰を見せています。植えたのはシカクマメやミニトマ
トなどの 5 種類。せっかくなら実のなるものを！という欲張りなスタッフが多い
停車場ガーデンらしいグリーンカーテンです。時には採れたてがカフェメニュー
を彩るかも !?

このまま順調に育って 8 月の強い西日を遮ってくれるでしょう。

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」

回覧板

停車場ガーデンだより 9月号

2014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

（停車場ガーデン管理運営NPO）

9/20（土） おいしいガーデン

第3回

オープニングイベント
小諸駅のロータリーに面した部分に、
「お

9/27(土）〜 10/5 (日）

いしいガーデン」
が完成しました。野菜や
果物など、見て楽しい食べておいしいガ

ーデンです！ 開園を祝いつつ、
ハロウィン

C 子どもファームネット

に向けての飾りつけをしたいと思います。

ハロウィンの風ぐるまを作ろう!
開園セレモニー 11:00〜11:40

9:30〜10:30

使われていない歴史的建物等を活かした、工芸や手仕
事の作品、古布やアンティークの店＆カフェなど 12 軒
が期間限定で開店。小諸の魅力をめぐり歩く企画です。
建物内部も拝見できる「蔵出し市」も期日中に開催。

★いっしょに風ぐるまを作ってくれる子ども、
親子さん募集。
申し込み：停車場ガーデン24-2525

９/２０（土）12:00〜18：00

コモロコモンマーケット

主催・城下町にぎわい協議会

【本陣主屋での催し、
教室】

小諸の
いい
もの市
場！

9/22(月）10:00〜11:30

全国五行歌の会

場所：停車場ガーデン屋外 雨天：東西自由通路

子ども＆親子ワークショップ:木のリボンで花をつくろう！
（有料）
主催：一般社団法人ヤルダ兄弟舎 ☎ 22−2227

９/１９（金）1８:３0〜20：30

特製夕食付き1200円 主催；小諸で地域通貨を盛り上げる会

11／1(土) 10：00〜15：00 出店料1000円

手づくり石けん講座

ｍako
moko
さんの

☎２４２５２５

参加費800円

食の

講座

作ってみましょう！昔から親しまれている
「食ごよみ」
と
旬野菜メインの1品 定員15名／参加費800円
・かぼちゃのおこわ ・菊花かぶ
・枝豆豆腐 ・いくさ豆腐

１３(土)AM・PM 1500円

９/ 11（木）14：00〜16：00
オータムボウル
ボタニカルライン地の白い花器を使いボリューム感

溢れるアレンジ。
秋色のカラーリングレッスンです。
参加費4200円 定員15名（ティータイム付き）

せせらぎの丘集合！一緒に体を動かしましょう。

9 / 18（木）13:30〜15:30

１６（火）AM・PM 1000円(材料費別)

渡邉アキヒコのプリザーブドレッスン

石けん
講座

空ヨガ 9/13(土)・2７(土) 朝８：30〜９：30
＊ こもろ味づくりの会（ 講師/山内俊江）

■籐工芸

１０（水）AM1500円

■トールペイント ２５（木）PM 1500円（材料費別）

お好みでメインのオイルを選んでいただけます。
講師：山本真琴 定員８名 参加費：3,000円

インストラクター：前川とし子

■創作人形

■トンボ玉体験

★詳しくは停車場ガーデンHPをご覧ください。

９/ 11（木）10：00〜12：00

時間・詳細はお問い合わせください。

■つるし飾り ５（金）
・１９（金）AM 1500円

出展者募集！

９月の講座案内

９月の教室案内

■和服のリフォーム
３（水）
・６(土)・１７（水）
・２０（土）AM・PM 2500円

学習会 小諸で地域通貨を盛り上げよう！その２

停車場ガーデン

即詠会

見学歓迎 入場無料 ☎田沼（23-1884）
主催：こもろ五行歌の会

☎２４７７８８

要予約24-2525小宅

フリ－マーケット魔女の市場

☞ 裏面にくわしく

花と緑の学校（園芸入門講座 ）
９/13（土）9:30〜11:30

資料代¥200 講師：中村勝廣

小諸八重紅枝垂の剪定
小諸が誇る枝垂れ桜。庭に合わせた育て

方や、管理方法を教えます。枝をタコ足に

しない剪定とは！? ＊剪定ばさみ持参

9/27（土）9:30〜11:30 資料代¥200
小諸とダリアはベストコンビ！

講師：中村勝廣

秋のガーデンの主役になるダリア。小諸の気候はダリア栽培
に最適です。
その種類や栽培、冬越し方法などご紹介します。

ルポ

市民自慢のガーデン＆せせらぎの丘
公園の楽しみ方が広がっています！

停 車 場ガーデンのオープンから５ 年。樹 木も育ってだ
んだんステキな 庭となってきました。そして、いろいろな
形でこの 庭を楽しむ 市 民 の 利 用も広 がって来ています。

8/17停車場ビアガーデン
「アイリッシュ・ナイト」
美しい 夏 の 宵 、1 5 0 人 ほどがガ ーデン に 集まり、ビー ルと

8/23 千人が集まったスタークロスウォーク

音 楽 を 楽しみました 。演 奏 する人 達 が 輪 に なってアイリッシ

これ は 夕 暮 れ に せ せらぎ の 丘 を 出 発し、高 峰 高 原 や 嬬

ュ音 楽 の セッションを 楽しみ 、そ のまわりに 飲 ん だり食 べ た

恋 村まで 歩くイベントで 、主 催 は N P O 法 人 浅 間 山 麓 国 際

り話したりしな がら音 楽 を 聴く人 達 。そ のまわりで 子どもた

自然 学 校。ゆるや か な 芝 生 の丘にたくさんの 人 が 集 い、三

ちがはしゃいで いる。だんだんと盛り上がって来て、アコーデ

の 門をバックにしたステージも好 評でした。

ィオン を 先 頭 に 楽し い パレ ードし たり、踊りの 輪 が 生 ま れ 、

今 年 は 春 の「さくらさくライブ 」もせ せらぎ の 丘で 開 催
されるなど、抜 群 の ロケーションを 活 かした イベントで の

そこに いる誰もが 幸 せを感じた夜でした。
小 諸 在 住 の 外 国 人 の 方も多く参 加され 、自然 に 音 楽 を 楽

利 用 が 広 がっています。

しむ文 化を教えてもらったような気がします。

★ 公 園 を 運 営 する N P Oこもろの 杜 は 、イベントで の 利 用

★ボランティアの 皆さん、ありがとうございました！

を サ ポ ートい たします。お 気 軽 にスタッフご 相 談ください。

第3回

9/27 (土）〜 10/5 (日）
大手門、北国街道周辺の建物
& ギャラリーめぐり
本陣主屋（木と鉄の家具、盆栽、キルト、手
仕事作家展）、くらしかる浪漫館（織り、つる

し飾り）、町屋館 （日替わりランチカフェ）、

脇本陣（ガラス、陶芸、北国街道小諸宿展）、

小林金吾商店 （藍木綿の服、ちりめん細工、
紬織り）、山謙酒造 （陶芸、週末利き酒コー

ナー）、 藪原邸 （旧家の蔵出し古道具）、大

塚味噌醤油店の店蔵 （コモロコモンマーケ
ット）、紙蔵歩（塗り、木工品）、掛川家店舗

スタンプラリー

おいでに�
んし

（木と鉄の家具、手描きタイル）、元柳沢理
（工芸品のげた、竹細工）

★チラシ，公式ガイドのある場所
停車場ガーデン、観光案内所、町屋館、旅カフェ、他
★最新情報はこちらでチェック！
信州小諸・城下町フェスタ 2014
★建物お掃除隊、会場案内のボランティア募集中！

12会場での企画（予定）

容店（西洋骨董）、結城屋

本陣主屋を中心
に、12会場で、30
グル ープ が ただ
今、企画準備中！
乞うご期待。

全部回ると、停車場ガーデンで
「おいでなんし猫グッズ」
プレゼント！

☎24-7788本陣主屋（土屋まで）

（今年の見どころ）
祝！富岡製糸場 世界文化遺産登録

特別公開・くらしかる浪漫館

（旧繭蔵／大正時代） 製糸業で繁栄し

た小諸の歴史展示館。この蔵を所有
していた小林金吾商店も布ギャラ
リーとしてお借りしました。

特別公開・旧脇本陣

江戸時代、本陣主屋のサブ
施設として家老などが泊
まった宿が、あまり手を加
えられずに残っています。
長らく空き家でしたが、昨
年、市が取得。今回は、立
派な離れまで公開します。

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」

回覧板

停車場ガーデンだより 10月号
2014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

10/11（土） 開場18:30 19:00start

駅

出演：

縣ひろこ＆フル・フルシャンソングループ

いし

デンの
いガー

ハロゥイ
ン

飾り

☞裏面に紹介

暮れゆく秋にぴったりの大人のライブ。

チャージ1000円 要予約 定員40名
＊ドリンク・おつまみ販売もあります！

フリーマーケット

魔女の市場

10/４・１８(土）12：00〜日暮れ頃迄

リサイクル、
手づくり品、
こだわりの野菜の店が並
びます。 かぼちゃのお菓子の販売もあります！

コモロ コモンマーケット
場所：停車場ガーデン屋外 雨天：東西自由通路
秋の味覚が大集合！ いろいろなリンゴ、
白土ばれいしょ、
白菜、
ブ

ロッコリー、新米など小諸産農産物、加工品がいっぱい！
10/18 消しゴムはんこで、手ぬぐいをつくろう
参加費500円〜1000円 定員あり先着順

本陣主屋 もみじ展

主催：ヤルダ兄弟舎 TEL22-2227

10/17（金）1８:３0〜20：30 要予約24-2525小宅
学小諸で地域通貨を盛り上げよう！ その３
特製夕食付き1200円 主催；小諸で地域通貨を盛り上げる会

☎２４
２５２５

空ヨガ 10/11 (土)・2 5 (土) 朝８：30〜９：30

せせらぎの丘集合！一緒に体を動かしましょう。

インストラクター：前川とし子

今年も、かわいい子どもたちの
ハロウィンパレードがやってくる!!

13：30〜 コスチューム審査／せせらぎの丘

ブックカバー作り/秋色お絵描き

停車場ガーデン 10月の講座案内

おいしいガーデ
ンのオープン記
念に、造形作家
の金田勉さん＆
ボランティアで
作 成 。夜 は 灯り
がともります！

１１/１
（土）１０：００〜１５：００

※ガーデンカフェの営業は17:00までです。

10/4

お

小諸シャンソンライブ in 停車場ガーデン

ー
タリ
ー
ロ

発行：NPO法人こもろの杜

（停車場ガーデン管理運営NPO）

参加費800円

10/10（金）〜10/15（水）

椀子信楽焼と
久留米絣と木綿で作ったいろいろ展

陶工房千古の滝窯の自然釉薬の作品と、久留米絣を
使った布小物を展示

10/10（金）〜11/3（月）

秋のつるし飾り

立科在住の愛好家グループによる作品展。
★体験/10/24〜11/3 10分でできる古布で作る銀杏とモミジ

10/17（金）〜10/22（水）

「へいげもの」織部の謎にせまる

10/9（木）10：00〜12：00

江戸末期から昭和にかけての織部焼 約50点展示同
時出展「土味つちあじ」グループ陶工舎 陶芸展

日本人になじみの深い椿油を使った石けんを作ります。
講師：山本真琴 定員８名 参加費：3,000円

10/24（金）〜11/3（月）
俳画・パッチワークキルト・ 秋の帽子展

ｍakomokoさんの石けん講座

10/9（木）14：00〜16：00
渡邉アキヒコのプリザーブドレッスン

花と緑の学校（園芸入門講座） 9:30〜11:30

プラチナハートのクリスマスセット
一足先のおしゃれなXʼmasアレンジを提案いたします。
参加費4300円 定員15名（ティータイム付き）
＊ こもろ味づくりの会（ 講師/山内俊江）

食の

講座

作ってみましょう！昔から親しまれている
「食ごよみ」
と
旬野菜メインの1品 定員15名／参加費800円

1 0 / 16（木）13:30〜15:30

・鯉の旨煮 ・いとこ煮 ・豆腐ステーキきのこかけ

10/11（土）資料代¥200 講師：名小路雄
スイセンづくし！〜魅力と使い方
美しく気品のある花スイセン。意外と知らない

スイセンの魅力や楽しみ方、使い方をご紹介。

10/25（土）資料代¥200 講師：中村勝廣

タネの観察会

小さな一粒に詰まったタネの不思議、庭に出て実際に観察し
てみましょう。 ガーデン採取のタネのプレゼントあり！

♪ 小諸シャンソンライブ出演者紹介
縣ひろ子＆フル・フルシャンソングループ
縣ひろ子・榊原舞・塩川秀子
シンセサイザ 山崎さだみ
曲 目 愛の賛歌 百万本のバラ など
唄

「シャンソンをもっと知ってほしい」。そんな思いを
共有する仲間4人で3年前にグループを結成。以来、軽
井沢のホテルや美術館などでミニコンサートを開催し
ているそうです。グループ発起人の塩川さんが、入院
中のご主人のお世話をしに長野まで電車で通う途中、
車窓から停車場ガーデンを見て、
「ここで歌いたい」と
ずっと思っていたことがきっかけで、小諸での初ライブ
が実現しました。今回から歌手の縣ひろ子さんが初参
加。よりグループに厚みが増しました。

ガーデンカフェ 新しいシェフ
NEWS

が就任しました

6月からカフェのメニューが変わったことにお気
づきでしょうか？ 新たに就任した小宅シェフは
32歳。銀座の洋食店や赤坂の寿司店で修業した経
歴を持っています。洋食の腕を活かした週替わりラ
ンチは、毎週楽しみに通ってくださるファンもいら
っしゃいます。寒くなるこれからの季節は、あたた
かくて栄養満点のスープもおすすめです。
地元で有機農法や自然農にまじめに
取り組んでいる生産者さんを応援し
たいと、積極的にメニューに取り入れ、
素材の美味しさを知っても
らうために工夫しています。

「シャンソンは楽しさ悲しさ切なさ、人生ドラマを

今後は生産者さんを囲んで

歌っています。歌い手それぞれの持ち味が表れるので

の夕食会など、さまざまな

そこも楽しんでいただければ幸いです。山崎さだみさ

イベントをやってみたいで

んのシンセサイザーだけでも聞く価値がありますよ」

す。どうぞご期待ください。

と塩川さん。秋の夜長を素敵なシャンソンとともにお
楽しみください。

※詳細は表面を参照

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 12月号

2014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

,

発行：NPO法人こもろの杜

年末年始休業のおしらせ★ガーデンハウスは、12/29(月)〜1/3(土)まで休業いたします。

ガーデンのXmas

★冬の午後は、
ガーデンカフェで！★

12/１（月）
より15：00〜17：00が

イルミネーション

セルフサービスのカフェとなります
★コーヒー、ハーブティーなどが200円

＆クリスマスツリー

★おいしい焼き菓子もご用意します。

夕方４時からイルミネーションが点灯。

花のあるあたたかいカフェで、お友達とおしゃべ

「しあわせの鐘」
をならすと、きっと来年は

りしたり、打ち合わせや仕事の場としてゆっくりと

いい年になりますよ！
（２月中旬まで）

お過ごしください。
（無線ランもあります。）

プレゼント、
ご贈答品もご用意しました！

●ハンドメイド工房（セルフサービス）●

12/26（金）14：00〜16:00
年忘れ★おもちつき会

X’
mas

今年も１年、ありがとうございました！
お客さまへの感謝を込めて、にぎやかにお餅をつきます！
あんころ餅、いくさ餅など １パック200円
★お買い上げくださった方には甘酒サービスいたします。
★みんなでお餅をついて、来年のツキを呼びましょう！

カード工房

スト、作品見本を置きます。親子、お友達と
カードづくりをお楽しみください。
色々なカード用ペーパー、画材、
コラージ
ュ用の植物、手芸素材、マスキングテープ
など。
（1枚分100円／高校生以下50円）

子供達に大人気！カンバッジ工房
すきな絵を描いて、オリジナルのバッジをつくり
ましょう！お友達にプレゼントしても喜ばれます。

特製夕食付き1200円 主催；小諸で地域通貨を盛り上げる会

写真も入れられますよ。
（1個100円）

☎２４２５２５

12/４（木）10：00〜11：30
おもてなしのお茶講座
クリスマスのアレンジティー
紅茶にまつわる楽しいお話と、
ホントに美味しい紅茶の入れ
方。
クリスマスにぴったりのアレンジティーの作り方を披露。

講師：藻谷ゆかり
（いい紅茶ドットコム）
参加費1500円
（リボン代別）
定員10名

講師紹介：東京大学卒、
ハーバードビジネススクールでMBA取得
と華麗な経歴ながら、
信州で子育てしようと東御市に移住。紅茶販
売サイトや英語教育の NPOを立ち上げて活躍中。
東御市教育委
員の経験もある、
多彩ですてきな方です。

＊ こもろ味づくりの会（ 講師/山内俊江）

＆ NewYear

カフェの一角に、
カードづくりの材料とテキ

12/19（金）1８:３0〜20：30 要予約24-2525
学小諸で地域通貨を盛り上げよう！ その5

停車場ガーデン 12月の講座案内

（停車場ガーデン管理運営NPO）

食の

講座

作ってみましょう！昔から親しまれている
「食ごよみ」
と
旬野菜メインの1品 定員15名／参加費1000円

12/18（木）10:30〜12:30

・鮭の粕煮 ・筑前煮 ・チンゲンサイのシンプル酢
豚かけ ・柿ときな粉のパンケーキ（薄焼き）

本陣主屋は
休館中です。
講座のみ。

◆本陣手しごと講座◆
12/2（火）つるし飾り10:00〜13:00
藤工芸 10:00〜15:30
申し込み/問い合わせ☎090-2333-7680

12/18（木）14：00〜16：00
ロイヤルブルースタイル
ホワイトのワイングラス風の花器にファー、高貴
な深いロイヤルブルーのローズ、
キラキラ装飾を
あしらい、上品なインテリアに仕上げます。
参加費430０円 定員15名（ティータイム付）

花と緑の学校（園芸入門講座） 9:30〜11:30
12/13（土）参加費0000円

講師：中村勝廣/中嶋祐子

正月準備・しめ縄と和のリース
お正月に欠かせないしめ縄を作ってみましょう。

アイデア次第でおしゃれなリースにもなります。

贈るなら地場産品を
停車場ガーデンでは、浅間山麓の自然から
生まれた美味しい商品を取り揃えています。
小諸ならではの味を、大切なあの人に贈っ
てみませんか？

＊Garden Select GiftBox＊

お
好
みの
商品
ご贈
を
答用
に
お
包み
しま
す

ご贈答、おみやげに…

ガーデンの商品を組み合わせて、オリジナルのギフト
セットができます。おすすめのセットもあります。

■ 菜の花油（500mℓ 800 円／ 1ℓ1400 円）

御牧ケ原産、
無添加の菜種油。香りが豊かで、ファ
ンが多い逸品。オリーブ油のようにフランスパ
ンにつけて召し上がると、ひと味違います。
＜生産者：小諸菜種油振興組合＞

■ 地場産 天然はちみつ

軽井沢のアカシアの蜂蜜（300g 1500 円／ 600g
2500 円／ 1500g 4500 円）、
山栗の蜂蜜などがあり、
＜生産者：依田義人＞
花によって香りが違います。

■ 御牧ケ原ポタージュ

1袋 230円 ＊５個、10個用化粧箱あります。
御牧ケ原産の白いもの、おいしいスープです。
＜製造販売：小諸商工会議所＞

キャンブリックティーGiftBox

小諸色色GiftBox

お店で好評のキャンブリックテ
ィーセット
（紅茶＆地場産はちみ
つ）に、人気のクッキーを添えて

小諸ならではのおいしい
農産物加工品を一箱に。
帰省のお土産にもどうぞ！

ップの
ョ
シ
園芸 めギフト 小諸産・シクラメンなどを
おすす ちょっとおしゃれなプレゼントに！
※ラッピングできます（100円〜）

■ 雑穀 ・ 豆＆その加工品

花豆・青ばつといった信州ならではの豆をはじめ、
五穀米・七穀米・アワ・キビ・エゴマなどの雑穀も各
種そろっています。
ガーデンがつくった「レシピ本」
と一緒にどうぞ。いくさのドレッシング（600円）
、いくさ味噌（600円）も人気。
＜製造販売：小諸雑穀プロジェクト＆村松商店＞

■ 鯉こく

佐久鯉を使用した鯉こく。１缶1190円。缶詰な
ので日保ちがよく、贈答に最適。
＜製造販売：小諸魚甲＞

パン工房

ポインセチア

クリスマスの定番。
ミニ鉢植え250円。
ミニシクラメンとの
組み合わせも◎

シクラメン＆
山のつるの手あみかご
かごにたっぷり寄せて豪華に！

18cm鉢 化粧箱入り 2500円
ミニシクラメン６cm鉢

200円

手編みツルかご 1600円〜

ナチュラルリース

ひとつひとつ手作り
した、あたたかみ
のあるリース。
1000円〜

粉幸から、今年もあの商品が入荷

サンタパン（160 円）
２種類（２色）のメロンビス（スト
ロベリーとメロン）を帽子とヒゲ
の部分に使用し、カスタードクリ
ームを中に包んだ菓子パンです。

シュトーレン（1500 円）
ドイツで特注した専用シュトーレン型で、
フルーツをふんだんに使用した定番シュト
ーレンが好評。ショコラシュトーレン、赤ワイン
漬けのレーズンを使ったワインシュトーレンは受注生産のみ。

＊パン工房 粉幸さんの紹介＊
生産者の顔が見える安全な地粉を使い、小諸市
内の給食のパンを作っていることでおなじみの
「金桝屋製パン」さんが、手作り米粉パンの工
房として運営しているのが「粉幸」さんです。
パンの宅配など、きめ細やかなサービスも好評。
毎年クリスマスに向けて販売されている「サン
タパン」と「シュトーレン」は、停車場ガーデ
ンでも人気の商品です。
パン工房 粉幸（こなゆき）

長野県小諸市新町２丁目４−２０

Tel.0267-22-2455

