
作家紹介：饗場良夫（あいばよしお）さん
諸の飯縄山の麓にアトリエ（シトロン）を持つ木彫り作家で、
丸太からチェーンソーで ユニークな作品を生み出します。

 停車場ガーデンの催し

停車場ガーデン Cafe&Shop
営業時間  9:00～19:00  /木曜定休 
＊GW は休まず営業します。 
 カフェ 11:０0～ 18:00(LO)
長野県小諸市相生町 1-1-9
Tel&fax  0267-24-2525
URL http://www.t-garden.org 
発行：NPO法人こもろの杜
（ 市立大手門公園ガーデンエリア指定管理者） 

本陣主屋 ・催し物のご案内

6/16(金)～30(金)
手仕事作家たちの
バラのクラフト展

本陣主屋定期教室のご案内 　
　　＊印の講座講習料1000円（材料費別）
布ぞうり　＊毎月第１・２(水)13:30～16:00 
籐工芸　  ＊毎月第３(火) 
10:30～12:30/13:30～16:00 
輪針のセーター　
＊毎月第２・４(火)13：30～15：30 
和こもの　
＊毎月第１・３(火) 10:30～12:30 　 
プリザーブドフラワー　渡邊真由美　
6/１8(日).21(水) 13:00～17:00
/1500 円  ＊プリザの材料販売もあり
布花　長谷川和子
6/20(火)13:00～15:30 /2000円

同時開催　

手芸の道具材料販売会

停車場ガーデンの
花壇のハーブ案内
マップ、店頭で差
し上げます！

5/2(火)～5/7(日)    手紡ぎ・手織り草木染「うさとの服展」
           タイの農村女性たちと日本のデザイナーによるフェアトレードの服たち　

5/1(月)～5/31(水)　端午の節句　古布で作る5月飾り
                                  立科在住の愛好家の皆さんによるつるし飾りが賑やかです 

様々なジャンルの手仕事作家たちのバラにまつわる作品展示。
和服のリメイク/きくちゆうこ、布花・トールペイント/長谷川和子
粘土・ 古布小物 /土屋和栄、プリザーブドフラワー / 渡邊真由美

手芸の専門書、アンティークミシン、レース、
端布（革、かすり、大島、ちりめん）、トールペ
イント用白木、人形用布、毛糸、サマー糸、
ボタンなどがお手頃価格で並びます。アンティークミシン

大手門公園せせらぎの丘・奥  ☎ 0267- 24-7788  木曜定休

講座の布花

停車場ガーデン 
&本陣主屋 だより

小諸駅前 大手門公園ガーデンエリア

いろいろなお料理に使えます！ハーブ苗の販売

いい香りのラベンダー
ハーブ刺しゅう
の布小物

@cafe
ラベンダー風味
の焼きプリン
 @shop
小諸産ラベンダー 
ウォーター
 e.t.c.

お花畑の動物アート展
6/3(土)～6/18(日)　
花いっぱいのガーデンに、木彫
りアートの動物たちがたくさん
遊びにきてくれます！

同時開催　震災復興支援
第7回  さくらさくライブ
10:00開場(雨天時11:00)

感じて！ハーブフェア
5/13(土)～5/28(日)

herb fair

 昨年大好評だった企画です！

6/3(土)、6/10(土)、6/11(日)　
11:00～15:00 頃まで
みるみる形になっていきます！その場でのご注文
でオリジナル表札もすぐにできます。 1500円～

饗場さんによるチェーンソーアートの実演

ガーデンマルシェ
    5/21(日) 　
        10:00～15:00 
        雨天：東西自由通路

花盛りのガーデンに
ピクニック気分でお出かけ下さい

地場産の新鮮野菜 
農産物加工品 
ハンドメイド品 

かき氷 
パン 

19組の音楽パフォーマーが出演。
おいしい屋台、キッズコーナー、
気仙沼海産物産市、ほか。

＊会場でいただいた義援金を被災地に届けます。　

5.6 月
2017年

カンバッチ屋
焼き菓子など



 浅間サンライン

 グリーンロード

 南ケ原

 糠地

 加増

 平原

 上信越自動車道

 　国道 18 号線

夢ハーベスト農場

錦玉園

浅間クリスマスローズガーデン

だんとコーヒー

停車場ガーデン

サムズガーデン

特集・小諸のガーデン＆園芸直産ショップのご案内

29年かけた手作りのナチ
ュラルガーデンです。
正面に小諸市街を見下ろ
し、その先には富士山そし
て右後方には北アルプス
が一望できる大パノラマ。
約1000種類の花々が咲き
乱れます。ガーデンカフェ
もご利用ください。

 Sam’s Garden H29 年開園日　4/29( 土）～７/２（日）
open 9:30 ～ 16:00 ☎090-3333-9555
* 詳しくはホームページをご覧くださいサムズガーデン

隠れ家的おうちカフェ

だんとコーヒー
http://danto.grupo.jp

初夏のシーズン、15000 ㎡の八ヶ岳一望の敷地に、 350  
種類以上のハーブ１万株のラベンター、  350 種類のオ
ールドローズなどが咲き誇ります。カフェ＆ショップも
充実。エッセンシャルオイル等の蒸留工場も併設。
ブルーベリーの摘み取り（7月中～8月中）もできます。

http://yume-harvest.com
木曜定休（6～８月無休）10：00～17：00
入園料500～800円（花の咲き具合により）
☎0267-25-9255
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薔薇祭り 6月1 日～30日 
40種類 70 株の 薔薇をお楽しみ
いただけます。

木曜定休　 
６～８月/10 時～ 18時 その他/12時 ～ 17時

http://www.kingyokuen.jp

3000 坪の敷地に 3000 種類の多肉植物を
栽培。珍しい種類も多い多肉ミュージアム。
周辺は眺望抜群、散策もおすすめです！

多肉生産販売 錦玉園

小諸市南ヶ原3897 ☎0267-25-0923
火曜定休 /開園9:00～5:00/冬季12月～3月10：00～4：00
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P 
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本町 大手

小諸駅

★大手門

停車場ガーデン本陣主屋●食の講座　
6/29(木) 10:00～12:00　　
デコ巻き寿司講座「ニャンコ巻き寿司」
可愛い三毛猫と肉球を巻き寿司にしました 。猫好きさんへのプレゼン
トにも喜ばれますよ。 /講師：ふかりまり/3,500円（巻きす、まな板をプ
レゼント）/10 名 /持ち物：エプロン、包丁、布巾、はかり、タッパー等　　
●花の講座
5/25(木) 14:00～16:00 
生花のアレンジレッスン

●花と緑の学校   9:00～10:30 会場：停車場ガーデン 
5/13(土)　もっとハーブを楽しもう！ハーブ栽培＆活用法  
ハーブティー活用法、タンポポコーヒー、ハーブパン粉、シューズキーパー
の作り方など、暮らしにハーブを取り入れる方法を沢山ご紹介します！
ハーブクッキー＆ハーブティー付き　講師：のなか かつこ/700円/ 14名　

5/27(土) 挿し木で増やそう!方法とコツ 
梅雨は挿し木の適期。挿し木方法を一から解説。知れば
成功確率がぐんとアップ！　講師：中村勝廣/200円/14名　

6/7(水)　洋ランの  「流木着け」をつくる
海の流木に洋ランなどの着生植物をシュロ縄できれいに
取り付ける方法を伝授。流木洋ランはそのままお持ち帰
りいただけます。講師：中村勝廣/1500円（お茶付）/６名　

6/10(土)  病気と害虫の話
ガーデナーの敵「病害虫」気持ち悪がらず相手を知ることが大事です！
それぞれの対策や適応薬剤の話。　講師：中村勝廣/200円/14名　　

6/24(土)　ラベンダーの魅力とカルトナージュ
ラベンダーの手入れ方法と、香り漂うカルトナージュBOX（布張り
の箱）を作るクラフト講座。講師：中嶋祐子/2000円/ 10 名

カラフルな生花たちをさわやかなブーケに
するテクニックを伝授。 / 講師：渡邊真由美
/3900円（ガラスの花瓶、お茶付き）/10 名 　

6/29(木)14:00～16:00 
プリザーブドアレンジレッスン　
「グリーンローズのグラデーションアレンジ」  
グリーンの濃淡をうまく使うシックな大人のアレンジ。
/講師：渡邊真由美/3900 円（お茶付き）/10 名

停車場ガーデンの講座案内　＊ご予約お願いします。　電話0267-24-2525

停車場ガーデンHP に 
リンクページ増設！

HP:  http://www.minax-bio.co.jp
blog: http://blog.livedoor.jp/cites01-acrg/   

ASAMA CHRISTMASROSE GARDEN

浅間クリスマスローズガーデン

～信州で育つ原種クリスマスローズの 
     育種に力を入れています～

10:00～17:00  水曜定休 ６～９月閉園  
☎0267-25-1224 小諸市平原 665-1
＊ガーデン倶楽部の会員募集中  

クリスマスローズ、雪割草の専門ナーセリー

ヘレボルス・チベタヌス（中国秘
境に咲く幻のクリスマスローズ）

園芸
パラダイス
 komoro


