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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。

発行：NPO法人こもろの杜

（停車場ガーデン管理運営NPO）

2015年もよろしくおねがいいたします！
新年会におすすめです！

プレゼントに地元産シクラメンが好評です！
ミニシクラメン
（２00円〜）
をかわいいラッピングで、大きな鉢

をしゃれたご贈答用ラッピングに・・いろいろなリクエストにお

お正月御膳

応えします！ オリジナルカードセットもご用意しています！

★その他、
センスある冬のプレゼントいろいろありますよ！

揚げ物、
蒸し物、
煮物など
二品、
ご飯、
漬物
お吸い物、
ミニデザート付
1000円 ★コーヒー・紅
茶はプラス100円

12/26（金）14：00〜16:00
年忘れ★おもちつき会
１年間のお客さまへの感謝を込めて、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！

ガーデンカフェでは１月の特別ランチをご用意いた
します。ご予約、
お席の指定も承ります。
＊3名様以上のご予約には、
コーヒーまたは紅茶が
サービスとなります。

1/31(土)〜2/15(日)

ランチタイム以外のパーティーの
ご利用もご相談ください！

多肉植物フェアー＆世界の不思議なタネ展
恒例の多肉フェアーでは今年も多種多様の多肉が勢ぞろい。

さらに今年は、
世界一大きな豆や松ぼっくり、驚きの形のタネを
一堂に集めた企画展を同時開催します。
ご期待ください！

停車場ガーデン 1月の講座案内

☎２４２５２５

1/15（木）10：00〜11：30
おもてなしのお茶講座
季節の紅茶とスイーツの楽しみ方
様々な種類があるインド紅茶、
それぞれの特徴に合う
スイーツ3種とのペアリングをお楽しみいただきます。

講師：藻谷ゆかり
（いい紅茶ドットコム）

羊毛フェルトで作るミニお財布作り
講座の後はご一緒に、正月御膳(コーヒー又は紅茶付)をお楽

しみください。

渡邉アキヒコのプリザーブドレッスン

参加費2000円 定員10名

エレガントピンク

講師：大森美津子

１/21（水）1８:３0〜20：30
学小諸で地域通貨を盛り上げよう！ その６

枝葉模様の陶器にピンクのグラデーション花々
をあしらうエレガントアレンジを制作。
参加費430０円 定員15名（ティータイム付）

特製夕食付き1200円 主催；小諸で地域通貨を盛り上げる会

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
・おにかけ ・小豆粥 ・切干大根のロール白菜
・白菜のじゃこあえ

１／21
（水） 10時〜11時30分（その後ランチ）
クラフト講座とおいしいランチが楽しめる！

お好みの色の羊毛でカラフルながまぐちを作ります。

1/15（木）14：00〜16：00

1/22（木）10:30〜12:30

申し込み/問い合わせ☎090-2333-7680

ひつじの年です!羊毛を使うクラフトを体験してみませんか？

参加費3000円
（紅茶100ｇ付）
定員15名

＊ こもろ味づくりの会（ 講師/山内俊江）

本陣主屋は
休館中です。
講座のみ。

◆本陣手しごと講座◆
1/16（金）つるし飾り10:00〜13:00
藤工芸 10:00〜15:30
1/30（金）
つるし飾り 10：00〜13：00

花と緑の学校（園芸入門講座） 9:30〜11:30
1/24（土）資料代２００円

講師：中村勝廣

園芸植物の病害虫と農薬の使い方
どのような農薬を使えばいいか？病気と害虫の薬は違います。
安心、安全な使い方を学びます。

冬の停車場ガーデンをご活用ください

植物への興味が深まる

講師は皆さんです。
使用料
無料
ランチ付き講座を開きませんか？

新連載

花と緑の相談所長・中村勝廣が、
植物やお庭についてのあれこれを

あなたが講師となり、身に付けた知識や技術をたくさんの
方に広めてみませんか？ 会場は停車場ガーデンです。
ランチ付きで講座を開いてくださる方には、冬期に限り、無料
でご使用いただけます。勉強会や会合にもご利用ください。
条件があるので、詳細はお問い合わせください（
24−2525）
。
★講座利用時間 10:00 〜 11:30 （
ランチは 11:30 〜）
★物販のみ・宗教の勧誘・大きな音の出るものなどはお断りしています

思いつくままに綴るコラムが今年からスタート

セルフサービスタイムは、 パンあたた 無線 LANあ
めサー
り
ビス
仕事や勉強にも最適です

＜はじまりは いつも 福寿草 ＞

̀

冬期は、15:00 〜 18:00 をセルフタイムとさせていただいており
ます。普段カフェでお出ししているものと同じコーヒー・紅茶・
ハーブティー（一部）
・ケーキを、お値打ちな価格でご提供。
物販コーナーのパンをトーストするサービスも始めました。
暖かな店内で思い思いにゆったりおくつろぎください。
★この時間も講座などにご利用できます

します。読んで下さった方がもっと植物に興味
を持ってくださり、停車場ガーデンに足を運ぶ
きっかけになれば嬉しいです。1 年間、中村先
生と一緒に植物に親しんでいきましょう。
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冬枯れの庭でひときわ目を奪われる黄金
色の福寿草。金運を招く縁起の良い植物
で、お正月に欠かせません。涼しい環境

が好きなので落葉樹の下でよく育ちます。
寒い中、初春を知らせる姿を見ると思わ
ず声をかけずにいられません。

２０１５年 今年もよろしくお願いいたします
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。201５年も、どうぞよろしくお願いいたします！
昨年は御愛顧ありがとうございます。
今年も皆様が笑顔になれるようなおい
しい料理を作っていきたいです
（カフェシェフ 小宅）

皆様のご支援に支えられ停車場ガーデンも 6 年
を迎えます。 楽しい、美味しい、美しい！
小諸の賑わい発信庭を目指します

（施設長

名小路）

本陣主屋の手仕事ギャラリーでは、
手仕事の楽しさをお伝えしながら
今年も様々な企画展を考えていきます
（手仕事ギャラリー 土屋）

明けましておめでとうございます。
今年はなお一層お客様に笑顔と心のこもっ
た接客を目指して愛される停車場ガーデン
を目指します E
（カフェスタッフ 後藤）

常に新しい魅力ある場所に
なるよう今年も頑張ります
（ガーデンスタッフ

中嶋）

市庁舎・相生公園が６月
完成を目指して工事中です。
停車場ガーデンから相生町の街路の植栽と一体になり、文字通
り花と緑のガーデンシティ小諸が実現します。住む人も訪ねる
人も心和む緑の街となり、小諸の発展につながるといいですね

停車場ガーデンで働かせてもらい、お客様
からのお褒めの言葉でガンバレました。
今年もがんばります
（ガーデンスタッフ 小林）
新しいエリアもでき、充実したガーデン
になりましたし、緑の環境デザイン賞の
最優優秀賞をいただきました。 より良い
ガーデンになるよう頑張っていきます
（ガーデンスタッフ

黒田）

益々素敵なガーデンになるよう、
笑顔を絶やさず心を込めて頑張ります

（花と緑の相談所長 中村）
（事務スタッフ 山口）
NPO 法人 こもろの杜 理事
ガーデンはご利用いただいてこそ輝きが増すと思います。「
来て、見て、触れて」停車場ガーデンを体感してください ( 理事長 中澤 )
今年も縁の下の力持ちで支えていきたいと思います。よろしくおねがいいたします （副理事 清水）
2015 年は、ガーデン、せせらぎの丘、本陣主屋でもっとおもしろいことを展開します！乞うご期待ください！
（副理事 荻原）

今回で3回目となる多肉植物フェアーは回を重ねるごとに訪れるお客様も増えています。
ポテっと肉厚な葉や茎、建築物のようなモダンないでたち、ぷりぷりの質感、
思いもよらぬ美しい花…多種多様な姿は見ているだけで楽しくて気づけばすっかり虜！
今年は贈り物にも選んでいただけるよう、寄せ植えを豊富に揃えてお待ちしております。
※フェアとタイアップした講座を2/14(土)に開催します。詳細は表面参照

これが
﹁ライオンゴロシ﹂

初開催！タネと聞いて思いつくのはヒマワリの種？どんぐり？その
常識はきっと覆されるでしょう。世界最大の豆やライオンゴロシ
なんて恐ろしいの名をもつ種、ほほえましい形のもの、旅する種
などなど。その姿に植物の生き残るための工夫を学んだり、洗練さ
れたデザインをオブジェとして眺めたり…一見の価値ありです！
※購入できるものもあります

「バ
ン
唇が クシア
」
並ん
でる は、
みた
い

2/11(水)より受付開始

小諸八重紅枝垂の苗配布受付開始のお知らせ
コモロヤエベニシダレはコモロスミレとならんで小諸の名を
持つ植物です。八重の花弁と花色の濃さが特徴の貴重な桜で、
懐古園の原木を元に「小諸八重紅枝垂保存会」の普及活動に
より今では各地でその花を咲かせています。停車場ガーデン
ではその趣旨に賛同のもと、今年も苗の配布受付を開始しま
す。保存会発行の認定証がついた信頼できる苗です。
入会金 \1000 ＋苗 1 本につき \1000 ＋認定証送料￥200
今年は早く花が楽しめる 3 ～ 4 年生苗 \3000 も限定販売！
※いずれも数に限りがございます。
※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
※苗の発送は行いません。必ず受け取りにご来店ください
■お申し込みは店頭またはお電話で 0267-24-2525
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＜

エケベリアと私

＞

寒い間は室内で楽しめるエケべリア。
スプーン状の葉が蓮華の花のように重
なる多肉植物です。エケベリアとの出
会いは坂の上小学校の図書室。当時の
担任の勧めで図書室係になり、好きな
本を読み漁りました。中の一冊が岩波
写真文庫「環境と植物」と題したモノ
クロ写真集でした。そこに飴細工のよ
うな始めて目にする植物、それがエケ
べリアだったのです。これを機に多肉
植物に魅せられ、以来 65 年世界の多肉
植物を育てたいと夢見ています。

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
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【お知らせ】 厨房改装工事につき、3/11(水)、3/13(金)の

小諸八重紅枝垂の苗配布受付中です！

カフェの営業はお休みします。
ご迷惑をおかけいたします。

くわしくは停車場ガーデンまでお問い合わせ下さい。

園芸&特産品ショップは営業しております。
なお、
ガーデンカフェは、４月からベーカリー「一歩」
と協力し、
より魅力的なお料理とサービスを提供して参ります。
→裏面に「一歩」の紹介があります。

ガーデンカフェが、変わります！

腕利きシェフの新メニュー・試食会
３/ 26（木）＊定休日に行います

発行：NPO法人こもろの杜

（停車場ガーデン管理運営NPO）

北国街道 お人形さんめぐり
2 /21(土)〜3 / 8(日)

10:00〜16：30

北国街道沿いを中心とする旧家のひな人形をめぐり歩く
イベントで、毎年たくさんの観光客が訪れます。

＠本陣主屋会場
創作人形、パッチワーク、陶器、書道など

１回目11:00〜12：00／ 2回目13:00〜14：00

★「おもてなし茶房」開店！
◆本陣手しごと講座◆

予約制／各回先着20名 １人1000円
メインディッシュ、生パスタ、
スイーツ等をビュッフェ形式で
ご賞味いただき、皆様のご意見を新メニューに生かします。
＊食べ放題ではありません。
＊各種パンの試食販売も行います。
お申し込みは：停車場ガーデン 24-2525まで。

イベント以外
は、
３月中は
冬期閉館。

つるし飾り 1500円（材料費込）
3/13（金）、20（金）10:00〜13:00
籐工芸 1000円（材料費別）
3/17(火) 10:00〜15:00の中の好きな時間
にどうぞ。個人指導です。

3/15（日）9：30〜11：30

停車場ガーデン ３月の講座案内 ☎２４２５２５

3/19(木) 14:00〜16:00

カラーサンドクリスタルを作ろう
ガラスの器の中に色砂で幾重にも層を作り模様を描きます。
多肉植物を植えて自分だけの一品をつくりましょう。

渡邉アキヒコのプリザーブドレッスン

● 講師：中村勝廣(花と緑の相談所主任相談員)

スプリングフレームセット

● 参加費1200円

ホワイト陶器フレームの2個セット。違うカラーリングで春ら
しいインテリアに。並べて飾っても分けて飾っても楽しめます。
参加費4500円 定員15名（ティータイム付）

定員12名

3/28（土）10:00〜11:30 (その あとランチ)

心 の疲れをとる技術♪ストレス学講座
好評の企画！
「ストレス」
とは心ではなく身体の問題。自分の

3/10（火）10：00〜12：00 0 (その あとランチ)

スマホで料理や植物を上手に撮る写真講座

「ストレス」を知 り、身体から心が楽になる技術を学びます。
講座のあとはご一緒に特別ランチをお楽しみください。

スマートフォンのカメラで撮った写真、
ブレてしまったり構図

● 講師：星野亜弓(ストレスケアカウンセラー)

が決まらなかったりイマイチな時ありませんか？そんなお悩

● 参加費：1500円(ランチ込)

定員7名

み解決します。講座のあとはご一緒に特別ランチをどうぞ。
● 講師：茂木琢磨

参加費：2500円(ランチ込)

● 定員：８名 申込/問合せ

花と緑の学校（園芸入門講座） 9:30〜11:30

050-5806-7205(高橋)

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

食の

講座

春を呼ぶパーティーをしましょう！
！
定員15名／参加費1000円

３/14（土）資料代200円
土づくり

講師／中村勝廣

〜素晴らしい庭をめざす

土の良し悪しで植物の出来が左右されます。
ガーデニング
のために良い土のつくり方教えます。

3/19（木）10:30〜12:30

３/28 (土)

資料代200円 講師／中村勝廣

・オープンサンド ・春のポタージュ ・いちごババロア

古典植物

〜万年青・東洋ラン

今回で季節の料理講座は終了いたします。6年の間 、多くの皆様に
ご参加いただきありがとうございました。こもろ味づくりの会一同

昔から縁起の良い植物とされる万年青と高貴な東洋ラン。
その種類と栽培のポイントを教えます。

停車場ガーデン

NEWS ４月から ガーデンカフェが 新装オープン

ガーデンの魅力をより高め、地場の食材と手作りをモットーに
信州の食の魅力を発信する店を目指します

当NPOの自主事業として運営しているガーデンカフェをさらに魅力的にしていくために、
４月から追分のベーカリー＆カフェ「一歩」と一緒に、心機一転スタートします。
「一歩」の経験豊かなシェフが、自家製のパンやパスタを生かして、新しい小諸の味を駅前で
提供してくれることでしょう。「一歩」のスタッフと協力して、小諸の味・信州の味づくりにつと
め、地元農業を応援し、それが店の魅力につながればと思います。
どうぞ、よろしくおねがいいたします。
停車場ガーデン 指定管理者：NPO法人こもろの杜

テーマは
自家製の粉で作る
香り豊かな
ライ麦パン。
発芽させた麦の
粒が入っている
の
わり 菜を
だ
こ 産野
地元 ダに…
サラ

カッコイイ田舎 の料理
野
たっぷ菜の旨
りのス味
ープ

モチモチとした
食感の生パスタ。
自家製のチーズが
添えられることも！

メニューは、スープ・サラダ・生パスタ・パンの パスタ
ランチ と、ご飯ものを予定。化学調味料や冷凍食品を
使わず、素材の味を活かした料理を心掛けています。

ベーカリー＆カフェ
一歩さんの紹介
「一歩」は、小諸市柏木で
工房「ジオパラダイス」を営む
青野剛三さんが地場の食文化へ
の思いから立ち上げたベーカリ
ー＆カフェです。ライ麦の栽培
から取り組むというこだわりよ
うで、パンと同じ粉で作る生パ

プレスでの
コーヒー提供
も検討中

「一歩」ならではの発想力で、雑穀を使ったデザートも

スタも好評。おからを使ったガ
トーショコラなど、趣向を凝ら
したデザートも人気です。

考案中。プロデュースを務める近藤さんは、「停車場ガ
ーデンは素敵なところ。魅力を最大限に活かす努力をし
たいと思います。小諸のうもれている物事を発掘して見
直し、工夫していきたいです」と話してくれました。

花と緑の相談所長 連載コラム

– 3–

こもろ味づくりの会 今までありがとう

＜

夢見るコモロヤエベニシダレ

＞

枝一杯に紅桃色の花をつける小諸を代表する八重桜

です。一時絶えかけましたが、懐古園馬場の原木か

「こもろ味づくりの会」は、８年前に停車場
ガーデンの立ち上げに協力するために有志が集
まり、毎月、食の教室を開催して盛り上げてく
ださいました。講師の山内俊江さんはじめメン
バーのみなさん、ありがとうございました。
引き続きイベントなどでは、おいしい小諸の
味を食べさせてくださるとのことです。

ら接ぎ木で増やし、現在 4 千本が小諸はもとより県
外にも植えられています。未来永劫幾百年、年ごと

にその優美な枝に花を連ねて、子々孫々枝を伸ばし、
幹太く見上げる大樹が無限なまでの花々を天より舞

い降らせると、見る人は思わず賞賛の声をあげるで

しょう。春爛漫、市内が見渡す限り紅紫に染まり、小

諸が更なる有数の桜の名所となる日を夢見て―――。

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 4月号

2015年

４/18( 土）
〜５/10( 日）

〒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

春のガーデニングフェア

おしゃれなジョーロ、
エコポット、
グローブ、
かわい
い麻ひもなど、庭仕事が楽しくなる、
すてきな道具
をそろえました。 →裏面にくわしく

本陣主屋は4/１から開館です

桜さくらでハンドクラフト展
4/18(土)〜4/29(祝)

５/２( 土）〜５/10( 日）母の日ウィーク

カーネションにかわいいメッセージクッキーをつけるのが、
ガーデンのおすすめです。 →裏面にくわしく

4/1 1 ( 土）〜 29 ( 水） 懐古園桜まつり

ガーデンカフェは、
三の門の桜が見える絶好のランチスポッ
トです！桜を見ながら桜の花入りランチ、
いかがですか？

桜のランチプレート

1300円（期間限定）

桜の花のリゾット、パン、サラダ、デザート、ドリンク

★新しいシェフによる創作料理をどうぞ！
その他のメニューも新しくなりました。

〈ガーデンマルシェ出展者募集！〉☎２４２５２５
今年もさくらさくライブと同時開催
5/17(日)10:00〜15:00 参加費1000円 20区画
くわしくは停車場ガーデンHPをご覧ください。

停車場ガーデン 4月の講座案内 ☎２４２５２５

４/30（木) 10：00〜12：00
端午の節句デコ巻き寿司

発行：NPO法人こもろの杜

（停車場ガーデン管理運営NPO）

＠本陣主屋会場 10:00〜16：30
小山田いく版画展
絵画展(洋画：美斉津経夫

パステル画：臼田志保子)

アートフラワー布絵：鈴木美保
その他、つるし飾り愛好家のみなさん、春の装い帽子展
◆本陣主屋
創作人形

手しごと講座◆
10：00〜12：30 4/1(水)、4/8(水)、4/22(水)

つるし飾り 10：00〜12：30
籐工芸

4/3(金)、4/17(金)

1000円（材料費別）個人指導です。

4/21(火) 10:00〜15:00の中の好きな時間にどうぞ。
申し込み ☎24-778（本陣主屋）

空ヨガ

4/11(土) 25(土) 朝8：30〜9：30

朝の爽やかな空気を感じながらリフレッシュしましょう！
初心者の方でも大丈夫なやさしいヨガです。
場所：せせらぎの丘
講師：前川とし子

参加費800円 定員10名

持ち物：ヨガマット
（なければブランケットなどの敷物）

鯉のぼりと風車の巻き寿司
日本の伝統行事とともに、切って感激・食べて美味しい・魅

すてきな庭で仲間と一緒に、いい汗を流しませんか？

力がたっぷり詰まった伝統食の講座を毎月開催します！

園芸ボランティア・メンバー募集！！

講師：深利麻里（JSIA飾り巻き寿司1級インストラクター）
参加費3000円 定員６名

✿こもろ花くらぶ

持ち物：エプロン、
タッパー、布巾、包丁

毎週金曜10時〜12時（冬季休み）

花と緑の学校（園芸入門講座）9:00〜10:30 要予約

グのプロと一緒に手入をしながら植物の知識も得られま

4/11（土）資料代200円

学習会、交流会もあって花友達の輪が広がります。

講師／中村勝廣

コモロスミレと宿根草リフレッシュ
小諸で発見されたスミレの名品の育て方と、宿根草をリ
フレッシュさせる株分け方法を学びます。

4/25 (土)

資料代200円 講師／名小路雄

花と野菜でカラフル菜園のデザイン
収穫するだけを目的としない、観ても楽しい、食べてもお
いしい、今はやりの庭のデザイン方法を学びます。
＊４月から、講座の時間が30分早くなります。
ご注意ください。

停車場ガーデンの約300種類の美しい草花を、
ガーデニン
す。作業の後のお茶会も楽しみの一つ。

✿こもろ山野草クラブ
第２水曜・第４金曜10時〜12時（冬季休み）
「浅間山麓野草園」の山野草や樹木の手入れのほか、時に
は場所を変え山歩きなどの自然観
察会にも出かけます。
このクラブ
に入ったら全員が野草園にある
植物の名前を覚えることが目標です!

カタクリ
絵・矢島玲

〜 プロの目で選んだガーデニンググッズ
8
1
4／ 10
５／

春のガーデニングフェア

5月２〜10日

ガーデニンググッズをそろえようと思っても、選び方がわからない人は少なく
ないはず。 今年のフェアでは、
「カラーバリエーション」をテーマに、園芸
のプロが厳選した使いやすくてかわいいアイテムをそろえました。
ジョーロ＆水さし…イギリスの老舗HAWS社から、豊か
なカラーバリエーションのジョーロと水差しが入荷。
特に室内用ジョーロは10色ご用意しました
エコポット…人気のエコポットに新コレクション
が仲間入り。植物になじむアースカラーと様々な
形状で、よりコーディネートの幅が広がりました
グローブ…なめらかな肌触りとフィット感が抜群！
質感も良く見た目にもおしゃれです。DIYやアウトド
アシーンはもちろん普段使いにも役立ちそう
ネットサック…オーガニックコットンで作られたネット状
のバッグ。入れたものの形に添って形を変えるので収納力
もばっちり。通気性も良いので野菜のストックにぴったり
カラー麻ひも…確かな品質とデザインで人気のナッツシーン社製の麻紐は、
ガーデニング以外にクラフトやラッピングにもおすすめです
虫よけグッズ…子供やペットにも安心して使える「虫よけバンダナ」
や「シトロネラキャンドル」はこれからの季節に大活躍です

平成27年度
停車場ガーデン

期間中ラッピング無料

母の日ウィーク
母の日の定番といえ
ばカーネーション。
今年も地元生産者
の高品質なカーネ
ーションをご用意
しました。
手ごろな価格で贈り

3lTs4
こ
こ

やすいサイズが近年人気です。
「お菓子工房Singing Bee」のメ
ッセージクッキーをそえるのがガ
ーデンのイチオシ。
そのほかでお探しの方には、プリ
ザーブドフラワーのギフトを。
カジュアルなのにハイセンスなデ
ザインは、さりげなく感謝の気持
ちを伝えられます。
気軽に贈っていただけるよう、リ
ーズナブルなラインナップで取り
揃えました。

・日程：毎月第２・４土曜日 ・時間：AM9:00〜AM10:30
花と緑の学校 講座予定表 ☆は実技…材料費1,000円〜(要予約)
●は講座…資料代 200円(要予約）

第２土

第４土

講座内容

講座内容

4/11●

コモロスミレと宿根草リフレッシュ

講師：中村

4/25●

花と野菜でカラフル菜園のデザイン 講師：名小路

5/ 9●

どっさり採れるブルーベリー栽培法

講師：中村

5/23●

ハーブのある暮らし ～育て方と利用法～ 講師：名小路

6/13●

「食べられる」野の草

講師：柴平

6/27●

信州で越冬する多肉植物たち

講師：中村

7/11☆

ラベンダー活用法とスティックづくり

講師：中嶋

7/25☆

涼しげな苔玉づくり

講師：中村

8/ 8●

シェードガーデン/日陰の庭

講師：名小路

8/22●

カラーリーフガーデン ～葉で魅せる庭～ 講師：名小路

9/12●

写真で巡る世界の庭

講師：和久井

9/26●

小諸八重紅枝垂れの剪定

講師：中村

10/10●

鉢で楽しむツバキとサザンカ

講師：中村

10/24●

世界の珍しいタネと植物のはなし

講師：中村

11/14☆

園芸鋏、鎌、包丁の研ぎ方

講師：中村

11/28☆

園芸から生活まで役立つひもの縛り方

講師：中村

12/12☆

しめ縄と和のリースつくり

講師：中村／中嶋

1/ 9

—休講—

2/13☆

多肉植物の寄せ植え

3/12●

春植え球根

種類と育て方

—休講—

12/26
1/23●

園芸入門！土と肥料のはなし

講師：名小路

2/27●

バラの冬剪定と育て方

講師：中村

3/26●

※予約受付は、開催日2週間前より3日前まで

花木の剪定

※持ち物や詳細はお申込時にお問い合わせください

講師：中村
講師：田嶋憲雄氏
講師：中村

℡0267-24-2525

水仙は、清楚な春の定番植物。伊豆や越前海岸などの群落は有名です。洋種は豪
花と緑の相談所長 連載コラム 華なラッパ咲きが主流で、ドレスのような華やかさと気品があります。改良のため
交配し、花が咲くまで７年もの年月がかかります。ガーデンには洋種が７種類あり、
– 4– ４月上旬から咲きだします。黄色・白色が主で群開すると見事です。植えっぱなし
は球根が増えすぎ密生すると花が咲きません。花が終わっても葉は切らず黄変し
＜
＞
たら球根を堀上げ、大小に分け、大は咲きますが小は別に植え球を太らせます。

春といえば水仙

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

2015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

★連休中は、
５／７
（木）
も休まず営業します。

停車場ガーデンは、いよいよベストシーズンを迎えます。
ガーデンには３００種類の草花が美しく咲き、せせらぎ
の水辺の草花、浅間山麓野草園の山野草も年々育ってき
ています。小諸の新しい名所をご堪能ください！

5/17 (日)
停車場ガーデン

10時〜15時

ガーデンマルシェ
採れたて新鮮野菜の販売、手作りお ウラを
菓子、農産物加工品、
クラフト、カン 見てね！
バッチづくりなどのお店が並びます。
★雨天東西自由通路
同時開催
第５回

震災復興応援

さくらさくライブ

せせらぎの丘

1２時〜1８時

発行：NPO法人こもろの杜

（停車場ガーデン管理運営NPO）

本陣主屋での催し案内

展示会＆建物見学は無料です。

5/2（土）〜5/5(火) 9:00〜17:00
手紡ぎ・手織・草木染
「うさとの服展」
タイの農村女性が織る天然素材(綿、麻、絹）
の生地で作るハンドメイドの服の展示販売。
ナチュラルな雰囲気でファンも多いブランドです。
主催・有限会社うさとジャパン
（京都）

5/4 (月) 17:30〜19:30 1500円 要予約

エレクトーン 癒しのひびきコンサート

出演：加藤真由美 ☎090-9668−5528（加藤）
小諸在住の演奏家で、県内だけでなく幅広い演奏活
動を行っている。大河ドラマのテーマ曲はじめ、癒
し系のオリジナル曲をエレクトーンで演奏。

現在開催中〜5/30
（土）

手作りの帽子展

１３組の音楽・パフォーマーが出演。
おいしい食べ物屋台も並びます。
主催；さくらさくライブ実行委員会

手仕事ギャラリーのメンバーによるハンドメイドの

帽子展示販売。
リバーシブルで使いやすいと毎年好
評いただいています。

5／23(土)〜6／7(日)

5月の教室案内 本陣主屋☎24-7788

創作人形 5/6(水)13(水)20(水)¥10:00 〜12:30
つるし飾り 5/8(金)22(金) 10:00〜12:30
輪針のセーター 5/12(火)26(火) 13:30〜3:30
庭のハーブを楽しんだあと、カフェで期間限定のハー
籐工芸 5/19(火) 10:00 〜15:00
ブのランチメニュー、ハーブティーをご賞味ください。
ショップでは苗やハーブ小物も揃えお待ちしてます 。 帽子・簡単ソーイング 5/27(水)29(金)10:00〜12:30

感じてハーブフェア

停車場ガーデン・5月の講座案内

空ヨガ

5/９(土)・2３(土) 朝8：30〜9：30

朝の爽やかな空気を感じながらリフレッシュしましょ

う！初心者の方でも大丈夫なやさしいヨガです。
場所：せせらぎの丘

インストラクター：前川とし子

参加費800円

持ち物：ヨガマット
（なければブランケットなどの敷物）

５ / 21（木)10：00〜12：00

停車場ガーデン ☎２４２５２５

花と緑の学校（園芸入門講座 ）＊要予約

5/9（土）9:00〜10:30

講師：中村勝廣 資料代200円 定員１４名

どっさり採れるブルーベリー栽培
「おかげさまでいっぱい採れました」
の喜びの声多数
どっさり収穫できる秘訣を教えます。

デコ巻き寿司講座

5/23（土） 9:00〜10:30

アジサイと、
かわいいカエルの巻き寿司をつくります！
講師：深利麻里
（JSIA飾り巻き寿司1級インストラクター）
参加費3000円 定員６名

ハーブのある暮らし〜育て方と利用法

持ち物：エプロン、
タッパー、布巾、包丁

講師／名小路 雄 資料代200円 定員１４名
生活にもっとハーブを取り入れて、
ナチュラルな暮らしを目
指しましょう。今年こそ育ててみませんか？

5月17日(日) 10：00～15：00

5月23日(土)～6月7日(土)
見て 触れて 訊いて 香って 味わって

感じて！ハーブフェア

ガーデンマルシェ

採れたての新鮮野菜やハンドメイド小物、手づくり
のお菓子、100円缶バッチ屋などが出店します。

「五感で楽しむ」をテーマにした
ハーブフェアです。

「さくらさくライブ」と同時開催なので、ライブと
共に楽しめます。花ざかりのガーデンに、ピクニッ

ハーブ苗

お料理・お茶・香りづくりに……。
使い方によって様々なハーブ苗が選べ
ます。一年で一番ハーブ苗が充実！
利用法を見ながら選べる専用売り場が
登場します。

ハーブ商品

カフェ

講座

ハーブモチーフの刺繍入り雑貨をはじ
め、停車場ガーデンならではのハーブ
グッズを揃えました。

ガーデンカフェには、「ハーブ＆ハーブチキ
ンのランチセット」（１３００円）が登場。信
州産ハーブ鶏のグリル香草風味やラタトゥ
ユなどに、デザート・ドリンクが付きます。
ハーブティーもおすすめです。
５月23日に「ハーブのある暮らし〜育て方と
利用法〜」の講座を開催。ハーブをもっと生
活にとりいれて楽しんでください。

ク気分でおでかけください。
※雨天は東西自由通路にて開催

ハンドメイド・手づくり品・野菜・果物・農産物加
工品・花などの出展者募集中です。ワークショップ
などの体験ブースも大歓迎です。出店条件・詳細・
申込みは、停車場ガーデン（☎24-2525）まで。
ブース数：２０（約２m×２mの面積の変形区画）
参加費：１ブース１０００円（当日集金）
※半額は、義援金として「さくらさくライブ」
に寄付させていただきます

5月17日(日) 12：00～18：00
震災復興応援

第５回

さくらさくライブ

小諸から伝えられる事。伝える事。
散策

ガーデン内に植えられたハーブを巡る専用マ
ップをご用意しました。実際に育つ姿を見ら
れるのも停車場ガーデンならではです。

花と緑の相談所長 連載コラム

– 5–
＜

変わった別名を持つキランソウ

＞

植物には珍名奇名をもつものがあり、キランソウは

「地獄の釜の蓋」とも呼ばれます。現世で悪行を重ね
た者は、閻魔王の前にある浄玻璃鏡という鏡に生前
の行為を映し出されるといいます。これにより釜茹

での刑となれば煮えたぎる大釜の蓋が開き、そこに

放り込まれるのだとか。キランソウは、別名に似合わ

ず紫の小花が縦に並ぶ可憐で美しい野草ですが、繁
茂する姿が釜の蓋のように見えたのでしょう。

ウェルカムガーデンにありますのでご覧ください。

東日本大震災と長野県北部地震の支援のために
始まった「さくらさくライブ」も今回で5回目。
震災を風化させないこと、本当に手助けを必要と
しているところへ義援金が届くことという目的も
と、地元アーティストを中心とした多ジャンルの
音楽ライブやダンスが繰り広げられます。場所は
大手門公園内「せせらぎの丘」。地域のお店や協
力団体による屋台も広がります。人力車観光ガイ
ド「こもろ轟屋」も出張営業します。
※雨天時は規模を縮小し、「あすか小諸」で開催
【出演予定者】※出演予定順
森谷明仙、小諸高校吹奏楽部、坂口ユキコ、荻野
豊子、坂本明央、赤塩正樹、サブニュマ、臼田
道成、オギタカ＆池野礁、コピーヌクラブ、大浅間
火煙太鼓、小諸センゴク甲冑隊、吉祥美玲恵ほか
センゴク甲冑隊のステージには
停車場ガーデン施設長も出演します

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 6月号

2015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）

お知らせ：６/６（土）せせらぎの丘で2組のカップルの合同結婚披露宴が執り行われます。
当日はせせらぎの丘を会場といたしますので、ご了承ください。
2組のカップルの記念に残る素敵な披露宴になりますようお祈り申し上げます。
✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

ガーデ
無料配 ンで、
布中！

6/20(土)18:00〜21:00

詩情ある坂のまち

初夏のアコースティック・ガーデン

小諸風景 めぐり マップ

実力派シンガーソングライター、
干川博さんのソロライブ。

ライブ後は干川さんを囲んでのミニ夕食会もあります。
出演：干川博（ほしかわひろし） 定員：30名

2000円(ブッフェスタイルの夕食付) ※ドリンク別

お申し込み・停車場ガーデン ☎24-2525

※当日ガーデンショップは17:00閉店となります。
→干川博さんプロフィールは裏面で紹介

6/27(土)18:30〜20:30

～新しい出会い・見つけませんか？

小諸へ移住してきたみなさん！！ ベテランもルーキーも

ご一緒に、情報交換や新たなつながりを見つけませんか？
場所：停車場ガーデン 募集人数：20名

参加費：3000円(パーティー料理＆ソフトドリンク付)

＊アルコールは+1000円で飲み放題

応募条件：小諸市へ移住(転居)してきた方。

年齢、性別、
定住年数は問いません。

※当日ガーデンショップは17:30閉店となります。
主催・お申し込み 停車場ガーデン☎24-2525

停車場ガーデン・6月の講座案内
6/13(土)・27(土) 朝8：30〜9：30

朝、
空の下で思いっきり体を動かしてみませんか！
場所：せせらぎの丘（雨天中止） 定員10名

インストラクター：前川とし子

参加費800円

持ち物：ヨガマット
（なければブランケットなどの敷物）

6 / 1 8（木)10：00〜12：00

デコ巻き寿司講座

ひまわりと、
ペンギンを作ります。小ぶりでかわ

いいペンギンはお弁当に入れてもぴったりです。
講師：深利麻里
（JSIA飾り巻き寿司1級インス
トラクター） 参加費3000円 定員６名
持ち物：エプロン、
タッパー、布巾、包丁

です。
最近増えて来た、
郊外のステキなカフェやベー

カリー、
ギャラリー、
オープンガーデンを３２カ所紹
介しています。 知らなかった小諸に出会えます！

風景ポイントの写真と場所はネットでも見られます

URL: http://photos.komoro.ch/
発行：小諸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）

こもろ移住者交流会

空ヨガ

小諸市全体の美しい風景ポイントを紹介するマップ

新市庁舎エリアにステキな公園が生まれます

あいおい公園 緑のサポーター(仮 ) 募集！
６/21（日） 見学会＆デザイン会議

本陣主屋 6月の教室案内

→裏面参照

☎24-7788

編み物/輪針のセーター 6/９(火)23(火) 13:30〜15:00
創作人形 6/5(金)10(水)１９(金) 10:00 〜12:30
つるし飾り 6/12(金)26(金) 10:00〜12:30
籐工芸 6/16(火) 10:00 〜15:00
簡単ソーイング 6/１(月)15(月) 10:00〜12:30

停車場ガーデン ☎２４２５２５

花と緑の学校（園芸入門講座 ）＊要予約

6/13（土）9:00〜10:30

講師：柴平志保子 資料代200円 定員１４名

「食べられる」野の草
身近な野草の種類と見分け方を知りましょう。
おいしい食べ
方、天ぷらにする際の上手な揚げ方も教えます。

6/27（土） 9:00〜10:30 定員１４名
講師／中村勝廣 資料代200円

信州で越冬する多肉植物
多肉植物の中には外で冬を越せる種類もあります。

花壇やお庭で活躍する、
その使い方をご紹介します。

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 7月号
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〒384-0025 長野県小諸市相生町1-1-9 Tel&fax 0267-24-2525
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7/13(月).20(月).27（月）.8/3(月)

発行：NPO法人こもろの杜

（停車場ガーデン管理運営NPO）

「小諸をめぐってみませんか？」

せせらぎの丘・水あそびガーデン

～スプリンクラーのシャワーで遊ぼう！

小諸の郊外・城下町の２種類のマップを
ガーデンにて好評配布中！
（無料）

＊どなたでも無料（小学生低学年以下は保護者
の方とごいっしょに）
。申し込み不要です。

小諸風景 めぐり マップ
小諸城下町めぐり道マップ

16:00 〜 17:00

悪天候中止

＊帽子、
水分補給など熱中症対策をお願いします。

8/８(土)

夕方から夜まで

アイリッシュ・ナイト（ビアガーデン）

昨年大好評だったイベント。
夕暮れの庭でアイリッシュセッション
を聞きながら、
飲んで食べて踊りましょう。
★メインミュージシャン／坂本健、
ジム・エディガー、干川博、
和久井道夫、
他／セッション参加希望の方はガーデンまで

花盛りの 浅間山麓 山野草園より

せせらぎの丘にある山野草園では、
今、
浅間山
麓の植物が色とりどりの花をさかせています。
「こもろ山野草クラブ」
のみなさんが、
案内板に
ていねいな説明をはりだしており、
わかりやす
いガイドになっています。

【新刊紹介】 信州まちなみスタディーズⅡ小諸
著者／信州大学経済学部武者忠彦ゼミ＋長野県建築士会
１５００円 ガーデンカフェで好評発売中

第４回城下町フェスタ ９/１８
（金）〜９/２３
（水）

古い町屋への出店者募集中！

小諸の古い町並み
（本町、
市町）
の建物を活かしたまち

めぐりイベントです。
昨年は１０軒のお店が建ちました。
作品展示、
販売、
ワークショップなどでの参加希望の方

を募集いたします。

☎本陣主屋／土屋まで ☎24-7788

涼しい本陣主屋に
おいでください

クラブの活動日は第２火曜・第４金曜の午前です

停車場ガーデン・７月の講座案内
停車場ガーデン ☎２４２５２５

7 / 3 0（木)10：00〜12：00

デコ巻き寿司講座

パンダちゃんと笹・カルフォルニアロール 〜簡単で豪華に

見えるのでパーティーやBBQの持ち寄りにもオススメです！
講師：深利麻里
（JSIA飾り巻き寿司1級インストラクター）
参加費3000円 定員６名

持ち物：タッパー、
布巾、
包丁

花と緑の学校（園芸入門講座 ）＊要予約

７/１１（土）9:00〜10:30

講師：中嶋祐子 参加費800円
（ドリンク付） 定員10名

ラベンダー活用法とスティック作り
万能ハーブのラベンダー。刈り取りからスティック作りをし

てみましょう。
生活に取り入れるヒントも紹介。
ハサミ持参。

７/2５（土） 9:00〜10:30 定員１２名
講師／中村勝廣 参加費1500円

涼しげな苔玉づくり
どなたでも簡単にコケ玉が作れます。素敵なインテリアにも、
涼を呼ぶプレゼントにも最適。 持ち物：黒ミシン糸、
ハサミ

☎24-7788

7/25(土)〜8/31(月)

夏の魚展

／本陣主屋 入場無料

吊るし飾り愛好家の皆さんによる、
古布で作ったいろいろな
お魚を展示。
可愛い金魚から大きな鮭、
華やかなつるし飾
りまで見応えたっぷり。
＊簡単金魚作りの体験 随時受付：￥600

夏休み特別企画

7/18(土) 〜8中旬迄

子どももできる「はた織り体験」

昔のりっぱなはた織り機をつかって何か織ってみましょう。
夏休みの自由工作にもどうぞ。 所要時間：約1時間半
参加費：大人1800円 子供1300円
（小学生以上）
①9:30〜 ②11:00〜 ③12:00〜 ④14:00〜の時
間帯で予約してください。
☎24-7788
（本陣主屋/土屋）

◆本陣手仕事講座 ◆ 1000円（材料費別）
創作人形

7/3(金)13(月) 13:30〜15:00

編み物
「輪針のセーター」
7/14(火)28(火)13:30 〜15:00

つるし飾り 7/10(金)24(金) 10:00〜12:30
籐工芸

7/21(火) 10:00 〜15:00

簡単ソーイング
「ルームソックス」7/6(月)10:00〜12:30

！

。

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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8/3(月) 16:00〜17:00

悪天候中止

せせらぎの丘・水あそびガーデン
～スプリンクラーのシャワーで遊ぼう！

＊どなたでも無料（小学生低学年以下は保護者
の方とごいっしょに）
。申し込み不要です。

＊帽子、水分補給など熱中症対策をお願いします。

停車場ガーデン・８月の講座案内
停車場ガーデン ☎２４２５２５

8 / 2 0（木) 10：00〜12：00
ねこ魔女の森・ハーブとアロマのゆるゆる基礎講座
第１回

発行：NPO法人こもろの杜

（停車場ガーデン管理運営NPO）

ガーデンカフェより

８/８（土）から、
長門牧場のソフトクリームはじまりす！
小諸では停車場ガーデンだけの扱いです。

濃厚でシルキ―な舌ざわりをお楽しみください。

8/8(土)15：00〜21：00
停車場ビアガーデン＆

くわしくは
裏面参照

小諸のみんなのマーケット(15時まで）

夏の夕暮れに、
いい音楽と冷えたビールをどうぞ！
畑直送の農産物、
加工品も並びます。

★１７:00〜 アイリッシュセッション
主催：停車場ビアガーデン実行委員会

マロウカルピスでウェルカムドリンクを

あらふしぎ、
ちょっとおもしろいことがおこりますョ♪
★ハーブとアロマテラピーのこと、基礎から

キチンと
（でも、
ゆる〜く）学んでみませんか。
参加費：1500円
（おやつ付）

講師；ねこ魔女 （兵庫県で長年公園管理の仕事に従事。
ガーデニン

グのできる新転地を求め、
昨年小諸に移住。AEAJアロマテラピーイ

８／８
（土）
午後・本陣主屋で都会の子どもたちに、
障子張りを教えてくださるボランティア募集中です！
柏市の中高生のジュニアリーダーのグループが、古民家

でのボランティア体験にやってきます。
一緒に障子を張っ

てくださる方、
お電話ください。 ☎24-7788
（土屋）

ンストラクター、
アロマセラピスト、
JAHMAホリスティックハーバルプ
ラクティショナー等の資格を持つハーブのスペシャリストでもある）

涼しい本陣主屋に
どうぞ！

8 / 2 7（木)10：00〜12：00

☎24-7788

デコ巻き寿司講座

コミカルなタコさんと古典柄の四海巻き！

おもてなしや季節行事にピッタリの便利な巻き寿司です。

講師：深利麻里
（JSIA飾り巻き寿司1級インストラクター）
参加費3000円 定員６名

持ち物：タッパー、
布巾、
包丁

花と緑の学校（園芸入門講座 ）＊要予約

８/８（土）9:00〜10:30

講師：名小路雄 参加費200円 定員１４名

シェードガーデン（日陰の庭）
どのお宅にもきっとある
「日陰」。
日陰だからこそ作れる庭が
あります。
植物とデザインのコツを紹介。

8/31(月)まで

夏の魚展

／本陣主屋 入場無料

吊るし飾り愛好家の皆さんによる、
古布で作ったいろいろな
お魚を展示。
＊簡単金魚作りの体験 随時受付：￥60０

夏休み特別企画

8中旬まで

子どももできる「はた織り体験」

昔のりっぱなはた織り機をつかって何か織ってみましょう。
夏休みの自由工作にもどうぞ。 所要時間：約1時間半
参加費：大人1800円 子供1300円
（小学生以上）
①9:30〜 ②11:00〜 ③12:00〜 ④14:00〜の時
間帯で予約してください。
☎24-7788
（本陣主屋/土屋）

８/２２（土） 9:00〜10:30

◆本陣手仕事講座 ◆ 1000円（材料費別）

カラーリーフガーデン(葉で見せる庭)

編み物
「輪針のセーター」8/11(火)25(火)13:30 〜15:00

講師：名小路雄 参加費200円 定員１４名
葉色を楽しむ植物で作る庭は、観賞期間が長く手間いらず。

カラーリーフをもっと知って庭をセンスアップ！

創作人形

8/5(水)10(月) 13:30〜15:00

つるし飾り 8/14(金)28(金) 10:00〜12:30
籐工芸

8/18(火) 10:00 〜15:00

こもろプラザ
小諸新市庁舎
開館記念
信州小諸

祝！
小海線全線開通80周年

風わたる夏の庭、
夕暮れのひとときを楽しもう！

（佐久鉄道開通100年）

停車場ビアガーデン

＆ 小諸のみんなのマーケット
2015 Summer

８/８(土）15時〜21時

停車場ガーデン・せせらぎの丘（小諸駅前）
＊雨天は隣接の東西自由通路で開催(17時以降はカフェ）

みんなのマーケット(17時まで)
畑直送の野菜、ジャムなど小諸産の農産加工品、
パン、焼き菓子、手づくりクラフト、他

foods & drinks 15：00〜21:00

＊店により早じまいあり

15:30〜16：00
アイリッシュの
ミニコンサート

＠地ビールと小諸産ワインの販売
OH!RA!HOビール（生）、THE軽井沢ビール、
よなよなエール、マンズワイン

＠おいしい屋台

17：00〜21：00

アイリッシュ・セッション

野菜カレー、ソーセージ、チーズ、
白いもフライ、枝豆、メンチ、餃子、
唐揚げ、冷やしキュウリ、ほか

みんなで踊ろう！

＠ガーデンカフェ
長門牧場ソフトクリーム

本場のアイルランドの

（小諸ではここだけの限定販売）

雰囲気そのままに、

ハーブティー＆スイーツなど

みんなで楽しむ音楽です。

17：00〜21:00
＠特設アイリッシュパブ

今年は、
「マッサン」
のオープ

！
投げ銭歓迎

（ガーデンカフェ・夜の部）

グルメな小皿料理
アイリッシュウィスキー、ほか

ニングでおなじみとなった、
バグパイプが入ります！

メインミュージシャン

セッション参加希望者は、
停車場ガーデンまでお電
話ください。

主催：停車場ビアガーデン実行委員会

（小諸市、小諸市観光協会、NPO法人こもろの杜、
一般社団法人ヤルダ兄弟舎）

問い合わせ：停車場ガーデン☎0267-24-2525（木曜定休）
大手

P

R141

相生町

CUCKOO JAM（クックージャム） 干川 博（ ほしかわひろし）

一方通行

P
せせらぎの丘

停車場ガーデン

ロータリー

小諸駅

P

東京のパブ等で活躍のアイリッシュバ
ンド。バグパイプ、フィドル、ホイッ
スル、バンジョーなどで、ダンスチュー
ンから叙情豊かな曲まで聞かせます。
8/9 ごんざ（信濃追分）にてライブ
18 時開演 予約☎0267-46-0456

甘い歌声で人気の、軽井沢在住の
シンガーソングライター。この日
はアイリッシュのギターやブズーキ
の腕前を披露。お見逃しなく！
8/9 のごんざでの CUCKOO JAM
のライブにもゲスト出演。

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

2015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

第4回

（停車場ガーデン管理運営NPO）

9/18(金)〜
9/23(水.祝)

停車場ガーデン・９月の講座案内
停車場ガーデン ☎２４２５２５

よみがえりの和布展

花と緑の学校・特別講座 (お茶付き）

本陣主屋

9/12（土)

希代の古布のコレクター・中澤節子さんが、それぞれに
物語を持つ布を縫い合わせ、振り袖に仕立てた、次世代
に伝えたいコレクション展。

9:00〜10:30 参加費700円 定員14名

世界を旅する庭師・和久井道夫の

「写真で巡る世界の庭／アジア編」
ここちよい空間を求めて各地を放浪する、
さすらいの

庭師が、
バリ島などの美しき庭を映像で紹介します。
和久井道夫（停車場ガーデンを手がけ
たガーデナー。自然風庭園の大家・故小
形研三の下で庭造りを学ぶ。和洋にこだ
わらず住む人の暮らしに即した居心地の
いい庭づくりを目指す）

9 / 1 7（木）10：00〜12：00
ねこ魔女の森・ハーブとアロマのゆるゆる基礎講座
第２回

アロマスプレーづくり

お好みの精油を選び、
ポジティブ効果抜群のあなただけのお守り

桐彫創作人形展：高野聖子
昔のきもの「いちい」のアンティーク着物展
停車場ガーデン

秋の苔玉・寄せ植え展

小諸の野山のつるのカゴなどに、秋の花を彩り豊かにア
レンジ。
こもろの花くらぶの有志による、力作ぞろいです！

ガーデンカフェ
フェスタ限定スイーツ／ミニいくさしるこ、他
城下町バー／地ビール（生）
、
オリジナルカクテル

第7回フリーマーケット 魔女の市場

出店者募集！

11/3(火・祝) 10時〜15時 参加費1000円（1 区画）
締め切り10/3(土)（応募多数の場合抽選）
ハロウィンパレードも行なわれる楽しいイベントです。

アロマスプレーを作ってみましょう。
香りの効果、
精油の正しい使
い方を身につけ、
アロマテラピーを楽しみます。

参加費：2500円
（材料費込み）定員6名

講師；ねこ魔女(アロマセラピスト、
JAMHAハーバルセラピスト、

ホリスティックハーバルプラクティショナー)

9 / 2 4（木)/ 10：00〜12：00

デコ巻き寿司講座 【ふなっしー＆ぶどう】

食欲の秋！果物の秋！梨の妖精ふなっしーとぶどうのデコ巻き
寿司です。
可愛いふなっしーをお楽しみに♪

講師：深利麻里
（JSIA飾り巻き寿司1級インストラクター）
参加費3000円 定員６名 (持ち物；エプロン、
タッパー、
布巾、
包丁)

本陣主屋・秋の工芸展
木曜定休／9時〜5時 ☎24-7788

9/1(火)〜9/13(日)

陶芸展：グループ陶工舎
秋のつるし飾り：古布こもの愛好家の皆さん
★9/11(金) 体験教室「布小物かぼちゃ」1500円(材料費込)

9/18(金)〜9/23(水.祝)
9/25(金)〜9/30(水)

城下町フェスタ企画

ステンドグラス：ビトウィーン加藤嘉昭
古布小物：佐藤優子 籐工芸：伊東照代

花と緑の学校（園芸入門講座 ）＊要予約

★9/25(金) 体験教室「はじめての籐編み」1000 円＋材料費

９/１２（土）は上記をご参照ください。

★ご好評につき機織り体験を延長いたしました！

９/２６（土） 9:00〜10:30

講師：中村勝廣 参加費200円 定員１４名

小諸八重紅枝垂れの剪定
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方法は必聴！実践を交えて
学びますので、
剪定ばさみをご持参ください。

「高機」
での機織りを体験したい方はご予約お願いいたします。
【おくやみ】
NPO法人こもろの杜理事で、
プリザーブドフラワーの講座も
受け持ってくださった渡邉アキヒコ先生が、さる８月20日に
ご病気でお亡くなりになりました。日比谷花壇のトップデザ
イナーから小諸に移住され、講座の他に音楽とのコラボによ
るアレンジフラワーのショーでも活躍されました。
謹んでご冥福をお祈りいたします。

ために思いを込めて、または娘達がそれを習って織った
布には、一枚づつに物語があります。
古いもんぺ、ゆかた、こたつの下がけなど、
「こんなもん

9/18(金)〜9/23(水.祝)
本陣主屋の展示紹介

でいいだかい？」と差し出された布の中には、はっとする
日本布きりえ協会 HP より

昔の農家の女性たちの心を伝える

よみがえりの和布展

中澤節子

15 年かけて古い布をつないでつくった振り袖 300 枚
の中から、今回は、農家の女性たちの思いのこもる地
織りの布、「バラと菊」の模様を選んで展示します。
山村の暮らし文化を、次世代に伝える作品展です。

ようなすぐれたデザインのものもたくさんありました。
営々と受け継がれて来た日本の女性たちの暮らしの文化
をなんとか形として残したいと、振り袖に仕立て直し始
めて 15 年、気がついたら 300 枚になっていました。
フェスタの期間はずっと会場におり、皆さんに布の話を
お伝えしたいと思います。家にある古布をお持ち頂けれ
ば、それがどんな素材、模様かもご説明できると思いま
す。ぜひおいでになり、お気軽にお声かけください。

中澤節子さんのお話：

祈りを込めて木を彫り込む

私は高崎市の染元の家に生まれ、小さい頃から職人さんの

桐彫人形展

仕事を見て育ちました。昔は、どの家も一枚の布をいろい

きりぼり

高野聖子

ろに作り替えて大事に使っていたものです。それが昭和の

高野さんは、千葉県船橋市在住で東

終わり頃からどんどん捨てられるようになり、何とかこれ

御市にアトリエを持つ人形作家。

を後世に残さなくてはと古布集めを始めました。

丸太を彫って絹を張り日本画の絵の

私が特に惹かれたのは、「地織り」「内織り」と呼ばれる自

具で着彩した、なんとも優美で心が

家用の布。売り物にならなかったくず繭を紡いで織った絹

洗われるような作品です。小日展会

の布、自分で糸を紡いだ綿や麻など。おっかさんが家族の

友、現代工芸美術家協会本会員。

城下町フェスタのボランティア募集！

◆ガーデンカフェより◆

ミント

城下町の歴史的建物をお借りして、６日間、13

夕暮れのガーデンテラスで、
地ビール（生）or モヒートはいかがですか？

ランティアを募集しています。 １日〜半日でも

８月から、軽井沢の地ビール「よなよなエール」の生が

の展示会を開催する「城下町フェスタ」ではボ
けっこうです。よろしくお願いいたします。

・展示会のお店番をしてくださる方。

・お休み処でお茶の接待をしてくださる方。
・会場にお花を生けてくださる方。

☎0267-24-7788 本陣主屋（土屋）まで

お目見えしました。モヒートは、さわやかなキューバの
カクテル。ガーデンのフレッシュなミント、ラム酒、炭
酸水、ライム、お好みでガムシロップ。女性にもおすす
めの飲みやすいカクテルです。懐古園の森に落ちる夕日
を眺めながら、晩夏をゆったりとお楽しみください。

８

NEWS 都会の中高生がボランティア体験で、

本陣主屋の障子を貼り替えてくれました。
さる８月８日、千葉県柏市の柏の葉アーバンデザイン

ダリアは小諸向きの植物

センターで活動する「ピノキオ」という青少年グルー

ダリアはメキシコの原産で、園芸

プの中高生とスタッフの大人の方 12 名が、城下町修行

品種はバラと並んで３万種もあり

として本陣主屋の障子を貼り替えてくれました。

ます。花の大きさは１０cm から

ベテランのおばちゃんを先生に、古い障子をはがす、

大きなものは３０㎝以上にもなる

糊を水で薄める、はけで障子のさんに糊を塗る、障子

超巨大輪まであり、花色も赤と黄色が主でバラエティに

紙をしわのでないように一気に貼る、霧吹きで水をか

富んでいます。大輪種は特に絢爛豪華で、花期も長く夏

けて紙をピンと貼る作業を経験。
「すごくおもしろい！」

から晩秋まで観賞できる秋の代表花壇植物です。涼しい

「だんだんうまくなる！」と夢中になって、２時間の予

小諸は盛夏から咲き、晩秋が最も美しくなります。ダリ

定を４時間に延長。みんなでスイカを食べて、大満足

アは毒ではありませんからご安心ください。停車場ガー

で帰っていきました。おかげで本陣主屋がきれいにな

デンと観光交流館横の花壇で、様々なダリアをお楽しみ

りました。みなさんありがとうございました！

いただくことができます。（花と緑の相談所・中村勝廣）

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
2015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

（停車場ガーデン管理運営NPO）

まちの教室／「坂」
の魅力について考え直す
9/26
（土）
10時〜12時 1000円
講師：武者忠彦（信州大学経済学部 准教授）

10/24
（土）
〜11/8
（日）

「停車場ガーデン」集合〜町屋館で講義 ／小諸の
「坂」
を
テーマに、
まちを歩きながら小諸の街並みの特徴や魅力につ

「こんなタネがあるの！？」 コレクター自慢

いて考えます。
☎026-262-1059（まちの教室／主催）

の、驚くべき種の数々を特別公開！

世界の珍しいタネと植物のはなし

中村勝廣

10/24（土） 9:00〜10:30 定員１４名 200円

展示中のタネもふくめ、様々なタネの形の謎に迫る！

さらに世界中のあっと驚く植物も紹介。
＊要予約 24-2525

第7回フリーマーケット 魔女の市場 出店者募集！
11/3(火・祝) 10時〜15時 参加費1000円（1 区画）

ハロウィンパレードも行なわれる楽しいイベントです。
リサイクルや、
手作り品、
こだわり野菜のお店など楽しいお店
が並びます。
＊申し込み 締め切り10/3(土)（応募多数の場合
抽選）
／申し込み用紙は店頭又はHP／☎停車場ガーデンへ

本陣主屋 秋のハンドクラフト展
木曜定休／9時〜17時 ☎24-7788

10/2(金)〜10/7(水) ◆裂織( さきおり）
展
・高機
（たかばた）
や、
いろいろな織機っを使った作品展
永島みき子・花岡はるみ・依田玲子
・昔のきもの
「いちい」
の裂き織に適した古布の販売
・手染めの布絵と布小物：絆美保工房
＊布小物体験〜コサージュ作り
参加費1000円
10/9(金)〜10/14(水)
◆創作和紙のあかり展：小林由美子
◆古布ちりめん細工展：神庭幹子
10/16(金)、
10/30(金)
＊布小物体験〜
「柿」作り 参加費1000円
10/16(金)〜10/21(水)
◆椀子信楽焼展：都築誠・寺沢澄江
◆久留米がすりと木綿のいろいろ展：新藤光子
10/23(金)〜10/25(日) ◆うさとの服展
手紡ぎ、
手織り、草木染の服、展示販売。
10/30(金)〜11/4(水)
◆トールペイント作品展 武重恵子
ヨーロピアンクラシカルフォークアートの世界：
◆手作りの冬じたく・ 輪針りのセーター：尾形芳江
・秋冬の帽子：荒川淳子
10/13(火)・27(火)＊輪針体験「セーター」1000円

11/6(金) ＊体験／お正月飾り
（扇と椿） 1500円

停車場ガーデン・10月の講座案内
停車場ガーデン ☎２４２５２５

10/22（木）
・11/5（木）10：00〜12：00
ねこ魔女の森・ハーブとアロマの基礎講座

カデンデュラオイルとバームづくり
（連続２回）

10月はカデンデュラオイルづくりで、11月はそれを元にバーム
（軟
膏）
を作ります。
ハーブの基礎知識も学べます。

＊2回連続講座のため両日参加できる方対象です。
参加費：1回 2,500円
（材料費込み）定員6名

JAMHAハーバルセラピスト)
講師；ねこ魔女(アロマセラピスト、

( 土 ) 、24 ( 土 ) 8:30〜9:30
空ヨガ 10/10
緑の中で新鮮な空気を感じながらリラックス。
場所：せせらぎの丘（雨天中止） 定員10名

インストラクター：前川とし子

参加費800円

持ち物：ヨガマットか、
ブランケットなどの敷物

10/22（木） 14：00〜15：30

「もっと紅茶をおいしく楽しむコツ」

今年収穫された3種類の紅茶を使って、水・牛乳にこだわり、
この
季節の紅玉りんごを使うと紅茶をもっとおいしく楽しめます。

お楽しみのスイーツ2種とのペアリングも。
講師：藻谷ゆかり
（いい紅茶ドットコム）

参加費3,000 円
（紅茶のお土産付き）定員20名

10/29（木) 10：00〜12：00

デコ巻き寿司講座 【お化けカボチャ&ガイコツ】

日本でもすっかり定着した秋のイベントハロウィン！
デコ巻き寿司で収穫への感謝と悪魔払いをしましょ〜
講師：深利麻里（JSIA飾り巻き寿司1級インストラクター）

参加費3000円 定員６名 (持ち物；エプロン、
タッパー、布巾、包丁)

花と緑の学校（園芸入門講座 ）＊要予約

10/10（土）

9:00〜10:30 定員１４名 200円

鉢で楽しむツバキとサザンカ

中村勝廣

小諸では露地植えが難しいツバキとサザンカ。鉢植えなら
早春に花を楽しめます。
その育て方を学びましょう。

10/24（土） 9:00〜10:30

＊左上欄に内容紹介

世界の珍しいタネと植物のはなし

中村勝廣

10月24日(土)〜11月8日(日)

花と緑の相談所長
中村勝廣の連載コラム

＜

ものばかり。販売もあるので、お気にいりを
探してインテリアにしてはいかがですか？
飾り方のアイデアは、展示を
ヒントに見つけてください。
さぁ、わくわくびっくり不思議な
タネの世界をお楽しみください!!
▲

リア
ツェ
アフ

▲

世界最大の豆
「モダマ」や、世界最大のタネ
「フタゴ
ヤシ」
、
「ライオンゴロシ」や「悪魔の爪」など恐ろ
しい呼び名のタネ…。世界には、私たちを驚かせ
る不思議なタネがたくさん！ 植物が生き残るた
めにたどり着いた形は洗練されていて格好いい

バンクシア

▲ ライオンゴロシ

姫イワダレソウ

–9–

＞

庭に広がる緑の芝は誰もが理想とす
る風景ですが、水やりや草取り等、
手入れが間断なくあり、断念する方
も多いでしょう。そこでお勧めなの
は、
「姫イワダレソウ（リッピア カ
ネスケンス）
」です。小型の匍匐性
宿根草で、冬は枯れますが、春には
緑の絨毯が現れます。強健で、踏め
ば踏むほど小型にしかも元気に生育
します。病害虫の心配もいりません。
停車場ガーデン内「おいしいガーデ
ン」の縁に、小さく愛嬌のある花を
つけて見事に広がっています。

あいおい公園のめざす緑のデザインは、
「坂のまちの地形を生かし、多彩な緑を楽しむガーデン」です
あいおい公園は、段差の石組みをいかしたロックガーデン、建物の日陰のシェードガーデン、自然の野山のような雑木の
庭、色合いの豊かな観葉植物によるカラーリーフガーデンの、主に４つの魅力のあるゾーンにより構成されます。植物の
植え込みは、今年の秋に高木と中低木を植え込み、来年の春に草花を植える予定です。１０月３１日の植樹イベントでは、
低木類のアズマシャクナゲ・カルミア・ノリウツギ・バラみやこ・ヒペリクム小坊主など４２種類、１７０株を植え込む予
定です。この植栽計画と植え込み指導を、停車場ガーデンを管理するNPO法人こもろの杜の園芸チームが小諸市から受託
しています。「魅力的な緑の拠点をふやして小諸をガーデンシティにしたい」というNPOのかかげる理想を、大きく進める
プロジェクトになると思います。

あなたも「緑のサポーター」に登録して、一緒に緑を育てませんか？
小諸市では、緑の植え込みや維持管理に協力していただけるメンバーを募集しています。
表面の植栽イベントの申し込みの際に、登録もお申し出ください。※登録のみも可

T̲Wy の Uy 屋さん
停車場ガーデンでは、現在、4つのお店のパンを
扱っています。テイストの違う商品の中から、
その日の気分に合ったパンをチョイスしてくだ
さい。卵・バター不使用のもっちりとした食パ
ンが人気の「エプロン」さんと、パウンドケー
キをはじめ、ガーデンカフェのケーキもつくっ
ている「ハッピータイム」さん。おなじみの2店
舗に加え、この秋から新たなお店が増えました。
パンの種類は季節によって変わるのでお楽しみに！

NEW 新しく2店舗が加わりました
【焼きたてパン コッペリー】 御牧ケ原高原にあるパン屋さん。
「くるみフラワー」にはローストしたクルミがたっぷり！ 他県から
も注文が絶えないこの人気商品をガーデンで購入できます。
「め
んたいマヨ」、スパイシーな「カレーパン」などの総菜パンも入荷。
サクサクッとして香ばしい フレークのクッキー もおすすめ。
【akka】 田園風景に囲まれた佐久市茂田井にあるパン屋さん。
乳製品や卵は使わず、国産小麦と自家製酵母でつくられています。
有機スパイスや無農薬の地元農産物を使うなど、素材にもこだわ
っています。入荷は、
「玉ねぎコーン」
「クリームパン」
「メロンパ
ン」
「シナモンロール」
「あんぱん」など、菓子パンが中心。

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 11月号

2015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

（停車場ガーデン管理運営NPO）

Halloween of GARden

第7回

フリーマーケット 魔女の市場

11/3(火・祝) 10：00〜15：00

◆イルミネーションは

雨天：東西自由通路

★おいしいもの かぼちゃケーキ、クッキー、焼き芋 ハロウィンパレード
★野菜と花 農産物・切り花、鉢花、ハーブ苗
13：00〜
★リサイクル おもちゃ、雑貨、古本、衣類
町屋館を出発。
★クラフト 古布の小物、リース、オーガニックコットン、 ガーデン到着後、
アロマ＆ハーブ雑貨、
アクセサリー

カンバッジづくり オリジナルのバッチや
100円 ストラップをつくろう！

11/27より点灯します。
今年は “サンタかかし”
がお目見えします。
「幸せの鐘」もならしに
きてくださいネ！

コスチュームの
審査を行います。
本陣主屋 木曜定休／9時〜17時☎24-7788

1 0/24（土）〜 1 1 / 8（日）

10/30 ( 金 ) 〜11/4 ( 水 )

「こんなタネがあるの！？」 コレクター
自慢の、驚くべき種の数々を特別公開！

森の動物ものがたり
展示販売

◆トールペイント作品展

武重恵子
〜ヨーロピアンクラシカルフォークアートの世界

◆手作りの冬じたく

〜陶房・風遊舎展

輪針りのセーター（尾形芳江）、秋冬の帽子（荒川淳子）

1 1 / 2 1 (土) 〜 1 2 / 2 5 (金)

11/6(金) ＊体験／お正月飾り
（扇と椿） 1500円

かわいい猫や森に暮らす動物たちに出

会える陶芸展。
夕暮れにはランプも灯り、
ファンタジックな世界が広がります。
クリスマスのプレゼントにもぴったり！

本陣主屋は11/5〜来年3月まで冬季閉館となります。

いろいろ選びたい方は、
お早めにどうぞ。

停車場ガーデン・1１月の講座案内
1 1 / 19（木）14:00〜16：00
森のクリスマスリース作り

＊お人形さんめぐりの期間中は開館いたします。
＊貸しスペースとしてご利用いただけます。
問い合わせ・停車場ガーデン ☎2４-2５2５

停車場ガーデン ☎２４２５２５

11/26（木）10：00〜12：00

野山の蔓をからげたリース台に、
ヒバなどのコニファーといろん

デコ巻き寿司講座 【梅・七宝巻き】

ナルのナチュラルリースを作りましょう！

始のおもてなしに大活躍の巻き寿司をマスターしましょう 。

な木の実や松ぼっくりで飾ります。
年に一度のお楽しみ、
オリジ

可愛い梅と基本古典柄の七宝を巻き巻きします！師走前に年末年

講師：中嶋祐子

講師：深利麻里（JSIA飾り巻き寿司1級インストラクター）

参加費1500円
（リボン代別）
定員15名

花と緑の学校（園芸入門講座 ）＊要予約

11/14（土）

9:00〜10:30 定員８名 200円

園芸鋏、鎌、包丁の研ぎ方

中村勝廣

ご自宅に切れ味の落ちた刃物ありませんか？

実際に一緒に研いで手入れの仕方を学びましょう。
砥石と研ぎたい刃物持参してください。

11/28（土） 9:00〜10:30 定員８名

200円

参加費3000円 10名定員
持ち物

エプロン、包丁、
ふきん、持ち帰り容器

11/26（木）14：00〜15：30
プリザーブドフラワー・リメイクレッスン
器は綺麗なままなのに、花の傷や色あせが気になる・・そんな作品

をお持ちいただき中身をリフレッシュできます。

アレンジのアドバイスを受けながら部分的な差し替え、
クリスマス
仕様へも変更可能です。

講師：渡邉真由美（元日比谷花壇企画室）

園芸から生活まで役立つひもの縛り方 中村勝廣

参加費1200円
（材料費別）
ティータイムあり

新聞など縛るものは生活の中にたくさん。役立つ講座です。

ブド作品１つ
（セットや小さめの物は2個）

たるまず張る方法知ってますか？ 野菜支柱や土袋、雑誌や

定員15名

持ち物：差し替えしたいプリザー

冬でも植物の成長を身近に味わえる水栽培
子供のころに理科の授業で行った“ヒヤシンスの水栽培”。大人になった今、
あのころを思い出しながらもう一度やってみませんか？ 栽培は簡単です。
土を使わないので、お部屋はもちろんキッチンなどに置いても清潔です。
身近に成長を見守っていると、花が咲いた時の喜びは格別ですよ。
まさに今、１１月上旬がはじめ時。ガーデナーが太鼓判を押す、使い勝手の良
い容器を今年も揃えました。シンプルなデザインでインテリアにも映えます。
球根は、ヒヤシンスの他にもクロッカスもご用意しています。開花は２月頃。
まだまだ外は寒くても、室内で一足はやく春の訪れを感じさせてくれます。

水栽培は、ヨーロッパなどで、
古くから人気がありました

11月21日(土)〜12月25日(金)

森の動物ものがたり
ご主人の灯り作品の一例
▲

〜陶房・風遊舎展〜
陶房「風遊舎（ふうしゃ）」の伊藤ご夫妻の作品
を展示販売します。奥様がつくったメルヘンチッ
クな陶器の動物たち、カボチャやスノーマンをか
たどったランプ、ご主人がつくった陶器のランプ

各々が陶芸家として活躍して
いる伊藤ご夫妻。浅間山に魅
せられて、30年以上前に御代
田町に工房を構えました。普
段、食器をメインに制作して
いるご主人は、「食器棚の手

や吊り下げ式のランプシェード、使いやすさを追

前に置いてもらえるように」

求した食器などが並ぶ予定です。ほんわかとあた

と製作に励んでいます。「せっ

たかい印象を受ける作品を見ていると、

かく買っていただくのだから、

冬の寒さも忘れられそう。大切な

普段使いできる品物を」という

あの人へのクリスマスプレゼン

思いは、ほかの作品でも同じ。

トにもどうぞ。この冬停車場ガ
ーデンがイチオシする作品たち。
▲

奥様の作品
スノーマンは
ランプにもなる

ふうしゃ

陶房 風遊舎

もちろん見るだけでもｏｋです

灯りや動物の置きものも、生活
の中に すっと馴染む魅力
を持っています。

ので、ぜひお出かけください。

花と緑の相談所長 中村勝廣の連載コラム

– 10– ＜ モミジじゃないけどモミジバフウ ＞
おいしいガーデンとガーデンショップの間に高くそびえる樹があります。
「モミジバフウ」は、
朝の気温が下がるごとに赤く色づき、最後は炎のような色彩で見る人を驚かせます。北米・
中南米が原産で、別名は「アメリカフウ」
。葉が５〜７裂なのでカエデと思われがちですが、
カエデ科ではなくフウ科です。葉が３裂の中国産のフウは漢字で “ 楓 ” と書きます。
これを日本のカエデと同種とみたのか、“ 楓 ” と書いてカエデと読書きされています。

＊

大切なかたに「小諸」を贈りませんか？

停車場ガーデンチョイスのギフトアイテム
お好みの商品を
ご贈答用にお包みします

ハーブの力で冬を乗り切ろう 夢ハーベスト農場のハーブアイテム
【乾燥する季節、ラベンダーウォーターでうるおい補給】
純小諸産ラベンダーで作られたラベンダーウォーターは、そのままシュッと空間に
使えば自然な香りが広がります。就寝前におすすめ！他にもアイロンがけの霧吹き
に、洗濯物を干すときのリネンウォーターに、もちろんお風呂に入れてもＯＫ。オイ
ルではないので使い方が広がります。潤いとリラクゼーションにお使いください。

詰め合わせギフト
ラッピング承ります

【植物の力を取り込めるハーブティは風邪対策に！】
季節を問わず人気のハーブティですが、寒い冬こそ飲んでほしいもの。直接植物の力
をとりこめて体も心も温めてくれます。ガーデンショップでは通常のラインナップに加
え、
ガーデンカフェで提供している3種類のブレンドティーバッグと、ろくもんブレンド
を新たに揃えました。気分によって飲み分けてみてはいかがでしょうか？
・ハーベストイエロー／ハーベストグリーン／デイリービューティー：各種３包入520円
・ろくもんブレンド：6包入1080円

ガーデン特製ナチュラルフレッシュリース
小諸の野山のツルをベースにコニファーと松ぼっく
りや様々な木の実で彩る自然の恵み一杯のナチュ
ラルリース。すべてハンドメイドで数量限定です。

赤い実のコケ玉なら
クリスマスもお正月も楽しめます
チェッカーベリーやヤブコウジ、赤い実が可愛い植物
を植えたコケ玉は、コケの緑もひきたってインテリアに
ぴったり。ひとつひとつ小諸で手づくりされています。
育て方も専門スタッフがわかりやすくアドバイス。
クリスマス も
プレゼントに すめ
おす

ギフトのイメージ

シクラメン続々入荷中
今年も小諸で丁寧に作られたシクラメンが次
々と入荷しています。ご自宅用にも、ギフトに
も自信をもっておすすめします。
今年のおすすめは花弁の
ふちがフリルがかった
品種。おちついた雰
囲気のシクラメン
の中でひときわ
キュートです。

１2 月上旬からクリスマスまで期間限定

食べるクリスマスカード!？ アイシングクッキー
メッセージカードのかわりに添えたり、そのままプチギフトにしても喜ばれます。

パン工房粉幸のサンタパン￥180／シュトーレン￥1800
小諸市内の給食パンを作っている「金桝屋製パン」さんの
手作り米粉パン工房「粉幸」がつくる毎年大人気の限定商品。
花と緑の相談所長 中村勝廣の連載コラム

– 1 1 – ＜ お正月の縁起物

葉ボタン

＞

牡丹に唐獅子、竹に寅と言えば掛け軸で有名な図柄ですが、牡丹は最も高貴な花とされてい
ました。中国唐時代以後「花の王」とされ、日本でも珍重されましたが江戸庶民には高嶺の
花でした。そこで登場したのが葉ボタンです。昭和時代は直径 30ｃｍを超える大きなものが
主でしたが、近年は小型で可愛らしい品種が多数登場し若い人にも好まれガーデニングブームに乗って
正月寄せ植えにも使われます。ガーデンのショップでも小鉢で楽しめるミニ葉ボタンが並んでいます。

