
パッチワークキルト絵　竹内春子
「きものの街キルトコンテスト」連続受賞作品、他。
昔きもの「いちい」
【手仕事ギャラリー】　
手作り絵本 「妖精のすみか」  佐塚葉子　
球体関節人形と人形のきもの　土屋和栄
その他、和服リフォーム、織りと染め、トンボ玉、
陶磁器、トールペイント、布小物、藤工芸など
おもてなし茶屋　 福来福工房（新妻秀彦）
日本茶インストラクターがおいしい抹茶でおもてなし 。

 

作家・アーティスト紹介＆講座案内
各会場の内容と出品者

① 本陣主屋

　　　　 

② 山謙酒造

　
③ 旧小諸宿脇本陣

光と影と盆栽　
～樹と鉢と家具が織りなす新しい美の創造

青野 剛三 (美術家・空間デザイナー )　
山崎 ちえ (盆栽家 )、小出 真智子 (鉢作家 )
光で魅せる新しいミニ盆栽の世界。間接照明や
飾り台、個性的な鉢、かわいい盆栽、それらが
出逢って創り出される新しい美の形。

◆かわいいミニ盆栽が作れるワークショップ　
9/30(火) 10：30～11：30　13：30～14：30
定員 10 名、3000 円　

⑥ ギャラリー紙蔵歩
1F　御牧ケ原の風景＆漆の器展
漆の器、そらいろの風 ( 風景写真）　
「そらいろの丘」 　香田 和義・るい
毎日の暮らしの中で使い続けていただきたい漆の器を展示販売。   
店舗兼工房を計画中の御牧ヶ原の風景写真も展示。

  
風景と花の絵　矢嶋玲（御牧ケ原に暮らす森の画家）
墨絵の風景画と山野草の細密画
風景写真　東川隆雄、佐藤珠美
  
２F　金田 勉 造形作品展　
鉄を主な材料に、人間や社会をテーマにした立体作品。
耳取にアトリエを持つ造形作家。
 

⑦ 掛川耕吉宅
from KARUIZAWA with love

木とタイル＆鉄の遊び展　
山中博滋　木と鉄の家具
重谷和郎　手描きのタイル

小諸組子屋  堀部建具工藝、南澤家具製作所、ヤルダ兄弟舎
代々建具職人が伝えてきた、障子や欄間などに使われる組子細工。その組子をスタンプにして
制作したバッグやハンカチ等の展示、販売。  ◆体験：組子スタンプでバッグ等の制作体験 ( 随時）

山謙酒造で角打ち　9/27(土) 28(日) 10/４(土) ５(日) 12：00～17：00
酒屋でお酒を買ってその場で呑む角打ち。昭和初期の華やかなりしころの雰囲気を目指して、
着物姿で接客いたします。ヤルダ兄弟舎、小諸市相生町「商店街で部活」着物部

くらしを彩るガラス器と陶器
ガラス工房 橙（だいだい）　寺西将樹、てらにしまきこ
東御市特産のくるみを使った胡桃ガラスほか彩り鮮やか
なガラスを展示販売。
井上ラウラ　菱野の暮らしから生まれた陶芸作品を展示。
 小諸宿と脇本陣の歴史展示 
千葉大学福川研究室 & NPO 法人町並み研究会
約 15 年間の小諸城下町の町並み調査の成果と脇本陣の調
査～活用提案を紹介。歴史資源の資料の展示販売。

 BOOK カフェ
小諸にかかわる本を紹介。飲み物やお菓子も販売。
◆体験：絵手紙づくり～昔の赤いポストに投函できます。

④ 藪原邸
旧家の古道具の展示＆販売
今回公開する建物の中では最も古いと思われる江戸時代
中期の町屋。このお宅に眠っていた古道具が並びます。

　
⑤ 北国街道ほんまち町屋館　

１F    町家の日替わりランチカフェ    本町実業会 

奥の蔵 陶芸教室「陶香」作品展示販売　
10/ 3（金）4（土）５（日）
菅原勝雄（講師）、戸津圭一郎（講師）　ほか 30 名

店２F　 10/5　本のイベント  ちーむＢＪ（ブックジョイ）
和をテーマとした本の展示販売、（絵本を中心に）ひと箱古本市も終日開催
◆ 体験 : 和綴じの手帳づくり 10：00～12：00（所要 30 分 /200 円）◆大人の朗読会 13：00～13：30
　

◆お話「毎日のおいしさは、漆の器から～漆の魅力、漆の器の親しみ方」　
香田 和義　漆の和（うるしのかず）塗師　9/29・10/3 13：00～14：00  無料  

⑧ 昔の床屋
知的で不思議な西洋骨董道楽
メルキュール骨董店（小諸市柏木）
理系、天文、博物学図版、宗教、医療
アンティーク。ちょっと不気味でとって
も奇妙。不思議な西洋骨董店。

⑨ 結城屋
工芸品としての昔の下駄展
明治時代は関東一円に下駄を卸して
いた老舗下駄屋・結城屋の蔵にしま
われていた下駄を展示販売。

⑩くらしかる浪漫館　
手織りさき織り展
サークル織り姫  小平ひとみ、早野五十鈴、中山芳江、名取叔美
裂いた古布と手染めの糸でで出る独特な色合い。
◆織り体験 10/1（水）2（木）10：00～14：00  
    （コースターなど30 分で完成） 600 円　 
秋のつるし飾り　つるし飾り愛好家グループ
古布・アンティーク着物　萬屋骨董店

⑪ 小林金吾商店
布にまつわる３人三様　～ちりめん細工・藍木綿の服・紬織り
ちりめん細工  たけうちふみこ、藍木綿の服  安藤しん子、紬織り  土屋眞智子

◆体験：ちりめんで作るお地蔵様　講師　たけうちふみこ
9/ 28(日) 29(月) の 10：00～12：00（２時間でできます）1300 円　　　
◆体験：裂き織りのランチョンマット　講師　安藤しん子
10/３（金）４（土）　午前・午後各 3名づつ　1500 円
＊卓上織り機使用、織り機の持ち込みもOK
体験申し込み☎090-7252-4645（安藤）

① 本陣主屋　　　 ② 山謙酒造　    ③旧小諸宿脇本陣   ④ 藪原邸

⑤ほんまち町屋館  ⑥ギャラリー紙蔵歩 ⑦ 掛川耕吉宅　   ⑧ 昔の床屋

⑨  結城屋　          ⑩くらしかる浪漫館　⑪小林金吾商店　
記念品交換所
停車場ガーデン
＊10/2（木）のみ
観光交流館

Machiya de Lunch&Cafe  本町実業会　

町屋の日替わりランチカフェ
北国街道ほんまち町屋館  ( 地図⑤）　11:00〜16:00
女性たちが１日づつ担当。ランチは数量限定のためお早めにどうぞ。ご予約も承ります。

ランチ予約☎ / 町屋館 0267-25-2770　 9:00～17：00　月曜定休   

● 9 / 28（日）
ナチュラルベジキッチン

　
　　
酵素玄米と旬の野菜のお惣菜
をセットにしたベジランチプ
レート ( 主菜＋副菜 4品、ドリ
ンク付 )1000 円。リンゴケーキ、
ガトーショコラ  各 300 円 

● 9 / 27（土）
chiisai ouchi（ちいさいおうち）

お野菜と雑穀のナチュラルラ
ンチ ( 玄米ご飯または分づき
ご飯、主菜・副菜４,５品、汁物、
ドリンク )1000 円
焼き菓子 300 円～ 

● 10 /３（金）
ばあばあ亭（こもろ味づくりの会）

　
定食 ( おこわ、そばすいとん、
さけのかす煮、きのこおろし
和え、五目なます、枝豆豆腐
またはごま豆腐 ) 1000 円
おはぎ、甘酒、あわぜんざい、
そば茶、抹茶  等 100 円～

● 10 /１（水）
なごみ亭

地元の野菜や素材を使ったラ
ンチ（分づきご飯、「重ね煮」調
理のお惣菜、季節の汁物、漬
物など）は、野菜の甘味や旨味
が豊か。ドリンク付き・1000 円

● 10 /２（木）
薬草カフェ rico

自然に生息する薬草のチカラ
を活かした、カラダが喜ぶ薬
草料理です。薬草ランチプレー
ト、薬草カレー、どちらもド
リンク付 1000 円    薬草饅頭、
薬草お焼き 200 円～ 

● 10/ 4（土）
小諸商業スマイルカフェ
地元の高校生の元気な店。
小商カレー（地元の雑穀ごはん、
ドリンク）600 円　
飲み物 100 円～　
 
● 10/５（日）
お祭りカフェ（ランチなし）
町中に屋台などが出ている
「ふーどまつり」の日なので、
生ビール、おつまみ、ソフト
ドリンクなどご用意します。
お気軽にお立ち寄りください。
　 
 ＊写真はイメージです

スタンプラリー
① ～⑪ の会場のスタンプを全部集めると、選べ
る記念品（おいでなんしグッズ）がもらえます！
＊会場が閉まっていた場合は、なくてもOKです。

出品者は、ほとんどが小諸やその周辺を拠点
に活動するものづくりの作家さんです。

  


