
桐彫人形展　高野聖子　
桐彫に日本画の画材などで彩色。
日展会友、現代工芸美術家協会本会員

昔きもの　いちい　
古布ーもめんと絣（かすり）。
【手仕事ギャラリー】　
球体関節人形　土屋和栄
秋のつるし飾り　愛好家グループ
その他、陶磁器、藤工芸など

おもてなし茶屋　 
新妻秀彦（日本茶インストラクター）

各会場の内容と出品者

❶  本陣主屋
よみがえりの和布展　み～んな振袖　中澤節子
15 年かけて古布を収集し、仕立てた振り袖 300 枚。今回は「バ
ラと菊」と、村の女たちが家族のために織った「内織」を中心に展示。

❼ 萬屋骨董店　郷土作家の作品展（掛け軸）
２F　比田井天来、臼田亜浪などの書を中心に展示。

　
❽ 掛川家
「陶房 風遊舍」展　
御代田に工房を開いて３0年になる　
伊藤博、伊藤月江のご夫妻の作品展。

高橋湿枝イラスト展
挿絵などで活躍する小諸在住のイラ
ストレーターのユニークな作品展。

❷ 山謙酒造
よりすぐりのお酒の器・特別展  　
うつわの店　醉器（軽井沢）

手作り無垢の家具、木工品展　
家具工房 Shin　小林伸年
無垢の木の味わいや木目を活かした世界で一つの家具。

ちょい呑みコーナー     商店街で部活。（バー部）
山謙酒造のお酒を買って、みんなで飲みましょう！
＊実施日は未定。

❸ 旧小諸宿脇本陣
“小諸の美をたのしむ”「こもろび」
伝統空間とアートのコラボ展示
（千葉大、芸大、武蔵美、多摩美、慶応大 有志）
脇本陣の活用提案をまとめた建築学科の学生が建物をご案内。
小諸をモチーフにした作品を、旧宿屋の各部屋にしつらえる。
　小諸宿と脇本陣の歴史展示 
NPO法人町並み研究会＆千葉大学福川研究室　 
15 年に渡る小諸の町並みの調査の成果を展示。
　井上ラウラ陶芸展　井上ラウラ
小諸の菱野に暮らすイギリス人の陶芸家の作品展。
　こもろびかふぇ　　こもろびメンバー

11 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 ギャラリーつたや
趣味の古陶茶器展　古陶磁あんせら　
安土桃山時代、南蛮貿易でもたらされ「へうげもの（ひょ
うげもの＝変わりもの）」として珍重されたベトナム陶器。
現地に通って集めた大森一夫氏（83 歳）の解説付き。

12くらしかる浪漫館　
小諸の製糸業の歴史資料　小諸市
明治中期から昭和初期までの製糸業の繁栄の歴史を
わかりやすく紹介。貴重な資料や道具を展示公開。

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、名取叔美、関野治子、桜井久美子

古布・アンティーク着物　萬屋骨董店

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❹）　11:00〜16:00
地元の女性たちが１日限りのお店をリレーで開店。ベテランさんも初めての方もいます。

期間中は町屋館入り口にご予約カードを置きますので、ご希望の日時に予約ができます。

予約メール（前日まで）honjin@t-garden.org（希望日時、予約人数、ご連絡先お知らせください）　

● 9 / 19（土）
RICEPADDY（ライスパディー）

　
　　
　【お月見点心ランチ】中秋節に
なぞらえた無添加の優しい点
心セットのランチ 1000 円
月餅・パイナップルケーキ・
マンゴープリン等 300 円～

● 9 / 18（金）
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、
漬け物など）ドリンク付 1000 円 
胡麻ケーキ、人参ケーキ 300 円

●9 / 22（火・祝）
ナチュラルベジキッチン

　

長岡式酵素玄米と旬の野菜の
お惣菜をセットにした身体と
心に優しいベジランチプレー
ト ( 主菜＋副菜 4品、ドリン
ク付 )1000 円ケーキ各 300 円 

● 9 / 20（日）
ルーラルカフェ

自然に生息する植物のチカラ
を活かした薬草とハーブの料
理。薬草ランチプレート、薬
草カレー、ドリンク付 1000 円。
薬草饅頭、デザート 200 円～　

● 9 / 21（月・祝）
chiisai ouchi（ちいさいおうち）

地元の食材にこだわった、玄
米と穀物の植物性 100%のラ
ンチドリンク付き 1000 円
デザート 300 円～
＊焼き菓子の販売もあります。

● 9 / 23（水・祝）
こもれぴ

　
信州の恵みをつめたお弁当。
デザートとお茶付 1000 円　
お子様ランチ 500 円　甘味・
焼き菓子・ドリンク 各 200 円
大人も子供もゆったりどうぞ。
　

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。

つまみ細工づくり　
ちりめんの布でつくる花飾り。
髪飾り、帯留めなどに。
所要時間 60 分　1500 円

小諸城下町浴衣で闊歩♪
浴衣レンタル&着付け 2000 円
浴衣着付けのみ 1000 円
( 下駄、サンダル、キャミソー
ルはお持ち下さい ) 数個下駄
レンタルあり。１日 6名様。

金継ぎ体験　
陶器などの割れや欠けを、
漆や金で継いで美しく仕立
てる伝統的技法のさわりを
体験。500 円～

❸ 脇本陣「こもろび」
手ぬぐいの染色体験
19、20 日  11～13 時、14～16 時
布に筆や型で模様をつけて蒸
す色糊という江戸時代の染織
技法を体験。美大のテキスタ
イルの学生が講師。 見学可。
絵付け 30 分。1回 500 円　
予約可 komorobi9@gmail.com

大塚味噌醤油店
伝統の「そばがき」づくり
19、20、22 日  13～16 時
そば粉を練って、すきなたれ
でお召し上れ。（たれ、味噌味、
甘醤油など）1食 200 円

＊写真はイメージです

❹ 北国街道ほんまち町屋館　

町家の日替わりランチカフェ    本町実業会 

地場産マルシェ 地場産の新鮮野菜、農産加工品直所

奥の蔵 陶芸教室「陶香」作品展示販売　
9/20.21.22.23　菅原勝雄、戸津圭一郎　ほか 30 名

❺ 塩川五右衛門商店
 「南欧からの風」展　宮多一尾（アトリエ多一）
南欧の風景を、陶と木で情感豊かに表現した作品展。
白い家のオブジェとほんのり光るランプを展示販売。
　

１F御牧ケ原に暮らす
　　アーティストのコラボ展示　　
　　東信濃に咲く山野草原画と絵はがき　矢嶋 玲　
　　手のひらに馴染む漆の器　香田和義（漆の和  /うるしのかず）
２F丸山純一写真展　
　　「気高き浅間 美しき里山」
　　　信州の山岳写真で数々の受賞歴のある写真家が、
　　　小諸の里山をテーマに加えた作品展。

❾ 昔の床屋
和の魅力再発見！小諸移住の３人展
レトロな古布の布小物　  風雲晴雨青空屋
器の修理（金継ぎ）  山岳マルシェ
わらじ味噌あんぱんの販売もします！
着物とアート　 きものあ～と和・Tiare

13 停車場ガーデン　
秋の苔玉・寄せ植え展
(こもろ花くらぶ有志 )

伊藤月江
高橋湿枝 伊藤博

比田井天来

中澤節子

土屋和栄

井上ラウラ

宮多一尾

香田和義

風雲晴雨青空屋

小諸の製糸業の歴史資料

サークル織り姫こもろ花くらぶ有志

山からとってきた蔓などで秋を
演出する寄せ植え、さまざまな
草木をいかした苔玉の作品展。

❻ ギャラリー紙蔵歩 

はじめて体験 workshop

 ❾ 昔の床屋

予約mail：dentobi15@gmail.com
予約なしでも OK　です。

糠地の棚田　丸山純一

酒樽を再生した机　小林伸年

高野聖子


