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　2018年12月にオープンした小諸駅徒歩５分にある
アンワイナリー＆ステイは、築50年以上の古民家を改
装した宿泊施設のあるワイナリー。スパークリングワイ
ンとシードルを主に製造している。３月の初旬には毎
年サクラシリーズを展開。今年は、スパークリングワイ
ンロゼ。ほっこり柔らかく春らしいエチケット。こちらは、
グラフィックデザイナーの伊藤力（ちから）さんデザイ
ン。伊藤さんは、佐久のお米農家に生まれ、成城大学
でイタリア美術を学ぶ。在学中に渡伊、ヨーロッパの宗
教美術に感銘を受け、各地の美術館や教会を訪れた。
その経験が現在のデザインの原点ともなっている。卒
業後は鞄屋さんやレストランで働いたという。2007年
にデザイン事務所「アルティジャーノ」を設立。アルティ
ジャーノとは、イタリア語で職人という意味を持つ。グ
ラフィックデザインだけにとどまらず、鉄のオブジェ、看
板などの他、イラストレーターと幅広いデザインを手
掛ける。桜満開のエチケットに春のときめき。
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ARTIGIANO DESIGN
伊藤　力
成城大学 文芸学部 芸術学科卒　西洋美術専攻。
在学中にイタリアに渡り、ルネッサンスからバロッ
クにかけての絵画、彫刻を中心に学ぶ。2007年デ
ザイン事務所アルティジャーノを設立。

パサパ　
五十嵐幸雄、早苗さんご夫妻
北佐久郡御代田町馬瀬口１９４６－６　
TEL. 0267-32-5241

信州の春の訪れを感じさせる　
さくら をモチーフにしたエチケット

　御代田町の住宅地の入り口にある一軒家。動物性
食材を一切使わないフレンチスタイルの料理のお店。
「野菜は平和で、誰でも食べられるでしょ」とオーナー
の五十嵐幸雄さん、早苗さんご夫妻。軽井沢のホテル
で約26年働き、その後安曇野の菜食料理に出会った。
菜食専門で独立することを決めるが、やっていけるか
不安だった。テナントではなく自宅を改装することにし
て、現在のアットホームなスタイルが完成した。うっかり
すると肉もバターも蜂蜜も使っていないことを忘れて
しまうほどの完成度。ミートローフ、カキフライ、スコッ
チエッグ・・・すべて五十嵐さんのオリジナルメニュー。
試行錯誤、失敗も数知れないという。フレンチらしい
ソースを残さずいただくために添えられるのが、自家
製「おそうじパン」は美味しくておかわりしてしまう。
野菜は周辺地域のものを自分の目で選ぶ、豆は10種
類ほど畑で自ら栽培している。4月は春色のプレート
を企画中。

季節の野菜でクリエイトする
目にも♡にも美味しいアート

イラスト：Chikara Itoh
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ART ON THE TABLE
里芋のテリーヌ、
ごぼうのムースの前菜

　小諸駅から徒歩3分大手門公園内にある昨年誕生
した広場が会場。安心安全、そして美味しいパン、お菓
子などと自然の素材のクラフトがそろう。今年は、隣接
するせせらぎの丘公園でチャリティイベント「さくらさく
ライブ」とガーデンマルシェが同時開催。初夏の一日を
やさしい想いあふれる広場で過ごそう。

◉Bioマルシェ：まちタネひろば
  ５/１５（日）10:00～15:00

◉さくらさくライブ：せせらぎの丘
    ５/１５（日）10:00～16:00
 〈出演〉森谷明仙、うららな会、コピーヌクラブ、赤塩正
樹、坂本明央とじょんがら座、劇団佐久サムライ、ハー
モニカのかっくん、土屋芳美ジャズダンス教室、坂口由
起子、あやこ村長、オギタカ&星山剛&ショウ、AMANA、
ゴスペるん♪こもろ

◉ガーデンマルシェ：停車場ガーデン
　５/１５（日）10:00～15:00

朝の環 komoro de good morning
4/2（土）AM8:00～10:00
会場：まちタネ広場（小諸市大手１丁目６）
土曜の朝は早起きして芝生の広場で朝食！
パン、おにぎり、バーガー、スープに珈琲、チャイ、
リンゴジュースなどなど
〈出店予定〉
bocco・sunny・祢津商店・WHITE POTATO HOUSE・
農カフェわのん _キッチンカーユニットsherpa・
テンパーニュ・_りんご家SUKEGAWAほか

ハイカラコモロマルシェ
ーハル ニ ツドウー
4/16（土）10:00～15:30
会場：まちタネ広場(小諸市大手1丁目6)
メイドインコモロ・メイドバイコモロビト
コモロノステキヲコモロカラ
小諸の作家さん、美味しいもの屋さんが集まる初の
マルシェ。自分の“好き”をみつけに行こう。

おんせんdeマルシェ
4/16（土）10:00～15:00
布引温泉御牧乃湯（東御市）
日帰り温泉はみんなの集まる場所。
美味しいもののお店やワークショップがテントを広げ、
芝生でのんびりすごせるマルシェ。キッチンカーも来る！

くつかけ市場　
4/29（金・祝）、5/22（日）10:00～14:00
コンサート：11:00～、13:30～（両日とも）
会場：くつかけ広場（しなの鉄道中軽井沢駅前）
今年9年目をむかえた、駅舎にあるチャレンジショップ
や手作りの食とクラフトがテントを並べる駅前マルシェ。
くつかけテラス2階ではコンサートを開催
（入場無料、1日2回公演）。4/29は弦楽四重奏で
「こうもり」「アイネクライネ ナハトムジーク」他を演奏♪
お問合せ.くつかけテラス TEL.0267-41-0743

ENGAWART編集部
Office.長野県小諸市相生町2-2-1
TEL.0267-22-2227
Mail.info@engawart.com
WEB.https://engawart.com     Instagram.engawart_online
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で　春分を過ぎて春が本格スタート。新年度

に向けてワクワクするこの時期。おかげさ
までENGAWART第3号の発刊となりまし
た。取材を通じてあらためて感じたのは、
東信エリアにゆかりのあるクリエイターは
想像以上に多く、ハイレベルということ。飲
食店、作家、伝統工芸・・・あらゆるジャンル
のクリエイターを5月号でも取材しますの
で、おたのしみに。

人と環境にやさしい人とモノが集まる
11年目のマルシェ。

�������
目とココロの栄養

「白鳥映雪生誕110周年記念企画展：
映雪物語　画業とその生涯」
4/29（金）～７/１５（金）9:00～17:00
　まぼろし？うつつ？日本画ならではの「静」の世界観
にしばしワープする時間。
小諸市滝原出身、精神性の高い創作活動に励んだ不
屈の日本画家。その生涯を作品と併せて写真、解説で
紹介。日本画特有の色づかいは美しく深淵。展望室か
ら見えるのは浅間山～北アルプスの雄大な景色、しば
し立ち止まってみる。
市立小諸高原美術館・白鳥映雪館
入場料.一般500円、小中学生250円
休館.月曜日、連休中4/29～5/5は開館、5/6休館
お問合せ.TEL.0267-26-2070
ギャラリートーク.5/14（土）6/18（土）午後の予定

こんどの週末
どこに行く？



着物  追分木蓮
着物コーディネーター、
着付け師である店主が
集めたこだわりのお店

店主コレクションの展示販売
「油や」建物玄関横の小屋

　通称「出島」に2022年春から
新規オープン！

オーナーシェフ

鴨川知征
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　　　「小諸元気だよね」「うん、動いてるよね」。東信
地域で最近よく耳にする会話。その仕掛け人の一
つとも言えるプロジェクトが「おしゃれ田舎プロジェ
クト」。まちなかの商人と行政マンで構成されたメ
ンバーが、空き店舗と開業希望者とをつなぎ、ま
ちなかを盛り上げている。モットーは「小諸のまち
なかを盛り上げたい、しかも圧倒的楽しさで。」今
年の５月には、株式会社フラワーフィールド（軽
井沢）が「花とカフェ」の店をまちなかに出店予定
で、他にもシェアオフィス、パン屋、美容室、居酒
屋など多数の出店が予定されている。小諸のまち
なかは益々楽しくなりそう。

 軽井沢追分にある「文化磁場油や」。江戸時代には大名
が泊まる脇本陣を務めた由緒ある旅籠であった旧油屋。
昭和13年に江戸時代の建物が火事で焼失し現在の位置
に移転した。昭和の時代には、「油屋旅館」は堀辰雄・立
原道造・加藤周一など多くの文士・知識人たちが執筆に使っ
た宿。「旧油屋旅館」の隣地で、2006年から古書店「追
分コロニー」を営んでいた斎藤尚宏さん、奥様（祐子さん）
が地元追分のルーツがあって、若い頃から毎夏この地に
通っていた。斎藤さん夫妻は古書店をオープンさせた後、
油屋旅館が売りに出されたことを知り、どうにかしてこの古
き良き建物を残していきたいと、尚宏さんが銀行に勤めて
いたときの金融ノウハウと知人などのネットワークを使い保
存活動を始めた。平成24年に「NPO法人　油やプロジェク
ト」を始動。本館2Fの和室5部屋は昭和の雰囲気をそのま
ま残した、静かで簡素な建物での素泊まり宿として修復・
改装をし、１階には、カフェ、陶器、染織などのクラフトショッ
プ、アートギャラリー、古書店、古レコード店などのテナント
が入り賑やかになった。そしてギャラリーや裏庭テラスで
はコンサート、落語、演劇などのイベントも年に数回行れて
いる。これからも楽しく人が語らえ、ゆったり落ち着く場とし
て多くの人に知ってもらいたい、と斎藤さん。
 

   しなの鉄道小諸駅から徒歩３分の小諸城址・懐古園。こ
この桜は観るというよりあふれる桜に満たされるイメージ。
「日本さくら名所100選」に選ばれている。ソメイヨシノ、ヒ
ガンザクラ、小諸八重紅枝垂など多くの種類、ピンクの濃
淡、白色を4月上旬から下旬まで楽しめる。センゴク甲冑
隊に会えるかも知れない。　城下町を人力車でめぐるのも
おすすめ！小諸には4月下旬が見頃のお花見スポットがあ
る。小諸市街地を見下ろす標高815mにある飯綱山公園。
ハローアニマルの南側斜面、小諸高原美術館の周辺に咲
く濃いピンクの小諸八重紅枝垂（コモロヤエベニシダレ）
の背景には浅間山、蓼科山、八ヶ岳連邦の他、天気の良
い日には遠く富士山も望める。絶景かな！

　　　東御市を中心に小諸市、上田市に20ヶ所約３haの圃場
を管理している宮野さんは「野菜本来の力をとりもどす」こ
とを目指して野菜の栽培をしている。宮野さんは神奈川県
藤沢市出身。ヴィラデストワイナリーに就職して東御市に移
住した。ヴィラデストでは野菜、ワイン用ぶどう、花を約８年
間栽培して独立。理想とするのは原種に近い野菜、有機肥
料の他に頼れるのはてんとう虫、アマガエル、ムクドリ、ミミ
ズなど自然の力を最大限生かしている。狩猟はぶどう畑を
猪に荒らされたことがきっかけではじめ、地元の猟友会で
大先輩たちと活動している。主な対象はニホンジカとイノシ
シ。元々人間によって日本オオカミを絶滅させてしまったた
めに破壊された生態系によって増え、害獣となってしまった
歴史がある。宮野さんの野菜のファンは広く、個人の宅配
の他に東京、軽井沢や地元のレストランに卸している。

　地域内プレイヤーの連携を演出する“地域の関わり
しろ” SAKU SAKU SAKKの活動拠点になっているワー
クテラス佐久。コワーキングスペースとして、出会い、繋
がり、交流の場となっている。佐久市の施設をリノベー
ションした建物は広く解放感がある。オープンラウンジ、
コワーキングエリア、集中エリア、３タイプ５つの会議
室が整ってる。更に、コミュニティ農園やアウトドアまで
活動を広げており、自然の環境を満喫しながらの仕事
もできる。個人や団体会員とドロップインできるワンタ
イム利用も可能（500円/３時間、1,000円/1日）。
SAKU SAKU SAKKが提唱しているのは「複業」。休耕
地を活用した農ある暮らし、地元企業との協業など自
分だけの働き方をクリエイトできる。長野新幹線佐久
平駅からタクシーで10分「東京から通える」里山のコ
ワーキングオフィスという一面も佐久ならではの環境
と言える。利用可能：Wi-Fi、プリンター、コピー、モニタ
ー、電子レンジ、カフェコーナーなど。

　しなの鉄道田中駅から徒歩数分の立地にある築100
年以上の土蔵をリノベーションした趣のある店舗。主軸
はエスプレッソだが、ラテアートを施したマキアートや
カプチーノをはじめ、アーティスティックなメニューのフ
ァンも多い。「多くのお客様がオーダーする定番はある
が、気分や好みに合わせた１杯を提供できるのがエス
プレッソ」とオーナーの原澤さん。10年前に滞在したメ
ルボルンでは、出勤前やランチタイムに行き慣れたカ
フェでひと息つく"カフェ文化"があり憩いの場となって
いて、独立してこういう場を創ると決意。「成長の過程で
憩える場として、人と人がつながる場として、仮に自分
がいなくなったとしてもここを残したい。変え続けるも
のと変えないものを見極めながら、場の存在意義を大
切にしていきたい」と語る。豆の個性を最大限に引き出
してつくる自分だけの１杯との出会い、人とのつながり
を求めて訪れてみてほしい。

◆citta slow　
　　 チッタスロー
   （与良町）
古い蔵をリノベーション
した店内で薪窯で焼く
ピッツァと地場野菜た
っぷりのイタリア料理。

TEL.0267-27-0599
Instagram：cittaslow.komoro

◆デリカテッセンヤマブキ
  　（荒町）
体にやさしい直火燻製
のシャルキュトリー。
ワインとの相性もいい。
HOT DOG BAL、BBQ
テラスを併設している。

TEL.0267-22-0007

◆セイケンリノベーション
　　　　（株）コモド　（荒町）
空き家のリノベーション、
再利用のお手伝い。店
舗では東信の作家の作
品を常設展示・販売。

TEL.0267-26-3310

◆洋裁屋atorie
　　　（荒町）
市販の型紙を使って自
分好みの洋服が作れ
るお店です。

Mail.
gymhpe312225@gmail.com

◆彩本堂　　　（荒町）
手のひらサイズの盆栽
と、飲み物を楽しめる
サイフォン専門店。コ
ーヒーだけじゃない、
ほうじ茶やよもぎなど
のハーブの香りに癒さ
れる。

TEL.0267-41-0395

◆BISTRO AOKUBI
　　　（本町）
地元食材を中心に東
京で15年の経験を持
つベテランシェフが仕
上げるイタリアン、レト
ロな気分を味わいなが
ら楽しめる。

TEL.0267-27-1395

◆小諸駅の窓
　　　（相生町）
小諸駅舎内旧みどりの
窓口跡地にできた電
源カフェ。コーヒーは丸
山珈琲、茶菓子やおや
きもあります！

TEL.0267-46-8536

ワークテラス佐久
佐久市中込2336-1
TEL.0267-64-5556 
(平日10:00〜18:00、土・祝10:00〜15:00)
WEB.https://www.3saku.com
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駅から百歩
さくらさく古城のほとり

働き方をクリエイトできる
ワークテラス佐久

今、注目のまちづくり

文化磁場油や　
斎藤尚宏、祐子さんご夫妻

アグロノーム　宮野雄介さん

info@agronaume.com　 
TEL.0268-63-1466
WEB.https://www.
         agronaume.com

若く落ち着いた雰囲気の
オーナー原澤雅直さん。
エスプレッソと空間の調和を
プ ロデュース。

& espresso
東御市田中187-1
Instagram.and.espresso

追分古盤堂

草木染 IRONOI＆SAJIうつわの店 醉器
 醉器/砥部、笠間、
益子などを拠点に

作陶する作家や窯元の陶磁器

lucite gallery

ART PROJEC T 沙庭

追分喫茶室

スイートピー

ともえ屋

きらら

阿房文庫ギャラリー一進
Oiwakeshop「蝙蝠」

日々の生活にアートを」
をテーマにファインアート

旧油屋旅館の応接間、
昭和レトロの雰囲気
が愉しめるカフェ

「ジャックと豆の木（南軽井沢）」の
美味しい「パンとお菓子」の販売

東京柳橋本店。
作家の初個展をサポート、販売

草木染ギャラリー、
糸にまつわるショップ

染色作家
保坂まき子が
染めた布で作った
バッグが中心のお店

アンティーク、
古雑貨

不要不急の古本屋元旅館の食堂を改装した
ギャラリー／イベント会場

信州関連の古本＋クラシック、
Jazz、Pops、などのCD

〈2022年スケジュール〉
４月２３日（土）オープン～１１月６日（日）　冬季は閉館。

アナログ・レコードは音の玉手箱。

本館２Fのアート部屋、襖や障子を
アーティスト・イン・レジデンスで
制作した作品で装飾。

昭和レトロな「油や」本館の正面玄関、
築80年の建物は丸子町の豪邸を移築した建物。

おしゃれ田舎プロジェクトー小諸

文化磁場油やー軽井沢追分

天神桟敷

イベント情報はこもろ観光局のサイト
WEB.https://www.komoro-tour.jp

TEL.０２６７-３１-６５１１
WEB.https://
aburaya-project.com/ 
■NPO油やプロジェクト事務局
古書追分コロニー
TEL.０２６７-４６-８０８８

小諸駅から徒歩３分。
そこはサクラ溢れる小諸城跡

宮野さんの栽培を
助ける仲間たち

画像提供 ： しなの鉄道株式会社


