
    中棚荘の５代目荘主、富岡正樹が代表を務め、三男
の冨岡隼人さんが醸造責任者。奥様がベトナムの女性
のため、ワイナリーの名前やエチケットはベトナム語。
Gió Hills（ジオヒルズ）とは、風が吹く丘という意味
がある。御牧ケ原の標高８８０メーターの台地は爽や
かな風が吹き、雄大な浅間山と遠くには富士山まで見
える。大きく広がる台地には溜池が美しく、夜には満
天の星が広がる絶景の丘。昼夜の寒暖差が大きく、土
壌は強粘土質。この土壌でしっかりと根を張るブドウ
の木はフルーティで爽やかなワインになる。降雨量が
少ないというのもブドウ栽培にとっては好条件。静か
な丘の建つセンス良い建物の中では、土日祝日のラン
チのみベトナム料理がいただける。（平日にご希望の
方はお電話で要相談）平日も不定休でカフェ営業。お
電話でお問い合わせを。喧騒に疲れた時は、この丘で
ゆっくり休みに来るのもいい。

Gió Hills（ジオヒルズ）ワイナリーは、
小諸にある大正時代の面影を残す隠れ宿

ENCUENTRO SHINSHU の「ドゥルセ」
ジャムを超えたジャム、ワインといっしょに

　信州の食の魅力を、スペインというフィルターを通
してみるとこんな新しいカタチになる。ドゥルセは、
チーズ、生ハム、スモークサーモンや牛肉などお料理
にマッチしてワインとの相性がいい。３０年以上前か
らスペインと日本を行き来するスペイン料理研究家渡
辺万里さんがプロデュース。コロナ下でもできる生産
者さん応援の形を模索するなかで、拠点である軽井沢
の隣町である御代田のカリンとそうめんかぼちゃに注
目、スパイス使いでスペイン風に仕上げたドゥルセが
誕生した。信州の食材を新しい形でアピールしていこ
うというこの企画を、長野市「ラ・ガッタ」の小林シェ
フ、軽井沢「レストラン KOO」の松島シェフ、東京「シュ
ヴァル・ド・ヒョータン」の川副シェフなど各地のシェ
フたちがしっかりバックアップしているのも特徴。
ネットショップでは、万里さん監修の特別なセットが
購入できる。花のある特別なテーブルをアレンジした
い時に頼ることができる。
https://karuizawa-gastronomy.com 醸造責任者　富岡隼人

1990 年、小諸市生まれ。
老舗の温泉宿「中棚荘」5代目荘主の三男。
5年間のベトナム「子どもの家」での
ボランティア経て 2018 年
「GioHills Winery」醸造責任者となる。

ジオヒルズワイナリー
 Tel.026748 6422
営業時間    Cafe  　10:00～16:00 （不定休）  
ランチ（土・日・祝のみ）　11:30～14:00
※営業日時は要確認
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12/17（土）10:00～12:00　こどもコンサート
　　　　 14:00～15:30　音楽の旅ASIA
会場：東御市文化会館サンテラスホール
音楽で世界を旅するコンサート。ギター、アルバ、
ハープ、二胡、タラー（古箏）などの楽器、そしてア
ラブの音楽「シャルキィロマ」。音楽で世界を旅す
る気分を楽しめる。ホワイエでは美味しいもの、ク
ラフトの作り手が集まりマルシェがオープンする。
Tel.0268-62-3700

MARCHE&EVENT

渡辺万里
スペイン料理研究家
1989 年、目白にスペイン料理文化
アカデミー設立。美食リゾート軽井沢、
軽井沢ガストロノミープロジェクト主宰。
著書「スペインの竈から」など多数。

土手をイメージした
手描きのエチケット
tho ái mái Blanc
（トアイ・マイ・ブラン）
「tho ái mái」はベトナム語で
「気軽に」という意味。

こどもコンサート＆音楽の旅　ASIA2022
「地元の美味しい楽しいマルシェ」同時開催

いよいよ年末！

うすだスタードームで天体観望！
～クリスマスと星のお話～
12/２４（土）19:30～21:00　　　 　 14:00～15:30
会場：佐久市天体観測施設 うすだスタードーム
「火星観望会」や「ふたご座流星群観望会」をはじめ
寒空を楽しめるイベントが盛りだくさんなクリスマ
ス。イヴにはクリスマス観望会を開催。
定員：30名（電話申込先着順）
Tel.0267-82-0200

第2回 kazuイラスト展『クリーチャーズ 
～僕が作り出した生き物達～
12/９（金）～12/18（日）　
会場：エコールみよた 企画展示室
ボールペン1本で描く下書き無しの
中村和哉氏のイラスト展。
今回のテーマは生き物。
下書き無しで描く愛しい生き物たちを
楽しんでみてほしい。
営業時間.9:00-22:00　
定休日.月曜日
Tel. 0267-32-2770

フィリップ・コルバート氏  日本で初めての大規模展覧会
～ようこそロブスタープラネットへ～

11/19（土）～２０２３.5/28（日）
会場：KARUIZAWA NEW ART MUSEUM
形式や素材にこだわらない柔軟な制作スタイルで新しい芸術表現を
切り開くイギリス人アーティスト。メタバース等の最先端のアイデアも
取り込んだ現在進行形のアートを体感してほしい。
Tel. 0267-46-8691

長野ADC展
小諸高原美術館・白鳥映雪館
日本の最先端の広告デザインが観られるチャンス
2023年１/８（日）～2/４（土）
会場：小諸高原美術館
  長野ADCは、さまざまなジャンルのクリエイターが個人の
資格で参加・運営する会員組織、レベルアップのための機会
を創出している。審査会が10月10日に行われ、各賞、入選
作品が決定した。入賞作品及び上位作品約70点を展示す
る。1月28日（土）には、日本の第一線で活躍するグラフィッ
クデザイナー髙田唯氏のトークイベント（入場無料）もある。
東京ADC、長野ADCで選出された最先端の広告デザイン
作品や映像作品を展示。

Taste of Tomi
東御のおいしいもの×東御ワイン
12/９（金）1８:00～２０:00
会場：東御ワイン＆ビアミュージアム
リクエストの多かった３食材を特集。八重
原に工房をもつハモン・ヤエハラの生ハム、
アトリエ ド フロマージュのチーズに加え、
自然の恩恵を感じるターブルヒュッテのパ
ン。東御ワイン5種類を楽しむかなり欲張
りな会。経験・知識が豊富な岩井講師のペ
アリング解説！岩井氏とのコミュニケーシ
ョンも楽しみながらペアリングの楽しさを
体感できる。15名参加費：4,800円（田中
駅より送迎バスあり）

世界一を誇る11,000以上の
テディベアたちが待っている！ 
期間限定のクリスマス装飾 
2022年11月中旬～12/２５
会場. 蓼科テディベア美術館　　　　　　
館内でクリスマス限定の装飾。サンタクロースの格好をし
たテディベアに館内のあちこちで出会える！お気に入りのテ
ディベアと写真を撮って楽しいひとときを。
Tel. 0267-55-7755

　東信州で生活するクリエイターや移住者にフォーカスし
た情報誌ENGAWART。縁側は外でもない、内でもないち
ょっと寄っていけるスペース。私たちは東信州がクリエイタ
ーたちが集い、タイアップして、新しい価値や作品を創る
場になってほしい。こんな想いからENGAWARTを2021
年11月15日創刊。2年目もみなさまといっしょに東信州
発のグローカルな情報誌を創ってまいります。ご意見やご
感想、ご提案誌面設置や広告のご相談等お気軽にご連絡
ください。

JUST A NOTE

2022.11

第７号
Nobember

Tel.0268-75-0885

東信州発クリエイターのための情報誌



　　　一人の世界に引きこもり、両親の提案で「広い世
界を見に」ネパールへ行った吉池浩美さん。初めて
触れる文化や景色に夢中になりチャイと出会った。
藤沢にあった老舗『紅茶専門店ディンブラ』で修行
をし、2005年鎌倉でmimiLotusを開業。オリジナ
ルの紅茶ブレンドやチャイメニューを開発。スコー
ンやワッフルをメインに出し、セミナーなども行い人
気店となった。走り続けて10年経った鎌倉のお店
を閉め再びネパールの旅へ。約3年の準備期間を
経て、生まれ育った東御市へ拠点を移すこと に 。
旅 を コ ン セ プ ト に チ ャ イ と 焼 き 菓 子 の 店
『mimiLotus』をオープン！実家だった「綿屋」の建
物をそのまま使いお店に改装、落ち着く空間に。本
格的なチャイを飲みに人が集まる温かな場所とな
った。12月はmimiLotusオリジナルのクリスマス
ギフトセット（焼き菓子＋茶葉）に注目。クリスマスブ
レンド紅茶、スパイシーなビスケット、シュトーレン
のようなスコーン、信州りんごのコンポートワッフル
も見逃せない。
営業日、お問い合せは、
インスタグラムまたはhpで。
https://mimilotus.net
Instagram.＠mimi.lotus

東御市にできたチャイの専門店
『旅するチャイ屋＊mimiLotus』

今注目のまちづくり

　　　真田氏ゆかりの本海野は江戸時代に栄えた宿場町で、明治時代には、宿場町は衰退し養蚕のまちとし
て栄えた。歴史が色濃く残る宿場町に新しいムーブメントが見える。田中駅からでなく大屋からたどって
みた。

　　南側の窓からは悠々と流れる千曲川が、北側の窓からはオーナーをこの家に呼び
込んだ白鳥神社の御神木が目に入る。2022年3月オープン。古民家のおもむきを
残しつつ、台所、浴室、トイレなど水回りをはじめ内装はセンス良くリノベーションされ
ている。胡桃の一枚板のテーブルや、板の間は栗の木のなぐり仕上げなど細部にも
こだわりが見られる。外食もいいが、近くにあるスーパーで地元の食材とワインを買
い出ししてキッチンスペースで自炊もいい。出張シェフの手配も可能。北国街道海野
宿で暮らすようにすごせる宿だ。オーナーはUSJを退職して兵庫県芦屋から移住し
た尾崎啓一さん。セカンドライフでワインづくりすることを決意してアルカンヴィーニュ
を卒業、信州うえだファームで研修中。今年東御市にワイン用ぶどう1000本を植え
た。5年後宿に隣接してワイナリーが建つ予定。

　　　週末営業、店舗を持たない魅力的な作り手のためのスペース。「今週は
何やっているんだろう」と楽しみになる。パン屋さん、農家、クラフト作家さん
などが出店。雑貨、駄菓子、加工品などが並ぶ。週末は作り手によるラン
チやBARの営業があることも、Instagramをチェック。海野宿を観光客だ
けでなく、地元の人たちも気軽に来られる場所にして、まるごと盛り上げて
いきたいという、オーナー山岸さんの想いがネーミングになっている。地元
の葡萄農家でもある荻原健治さん、有機農業を実践するために神奈川から
移住したみなみファームの金沢美波さんなど「まるごと」のメンバーが協力
し合って運営している。現在は口コミで営業。セミナー用などに場所を貸り
ることもできる。

ネパールの旅「チャイ日誌」とお
店ができるまでの「ハコづくり日
誌」が自由に見られる。手書き
の文章が素敵でウキウキと読
み進んでしまう。

「旅舎ときの譜」一棟貸しの旅舎、
5年後はワイナリー

　　　海野格子の隙間からアートギャラリーの洗練された世界
が広がる。世界で活躍するアーティストの作品が端正な土
間の空間に置かれている。ジュエリー、コスチューム、フォト。
格子越しに見える中庭も展示の一部。脳みそのどこか無意識
な領域を刺激される。オーナー中野江美さんは元ファッション
フォトグラファーであり、現在、都内大手広告代理店の子会
社である CyberHuman Productionsで3DCGプロデュー
サーとしてリモートワーク。作品をセレクトしているのは幅広
くアーティストなどのマネジメント手がける竹内基貴さん。　「
見るだけでいいんですよ」と中野さん。お言葉に甘えて非日
常の素敵なものを楽しんでみよう。

A COURTYARD by SIROCCO
（ギャラリー / セレクトショップ）
街歩きの途中、アートに出会えるしあわせ

marugoto.unnojuku
「海野宿まるごと盛り上げたい」みんなのためのスペース

「上州屋」
クリエイターのためのワークプレイス

　　北国街道「海野宿」にオープンした「NAGANO 
branch Hotel（ナガノブランチホテル）」は、一日
１組限定、一棟貸しの宿泊施設。 伝統的建造物に
認定されている宿は、伝統的な外観そのまま、室
内は綺麗にフルリノベーションされており、現代的
でありながら懐かしいあたたかみを感じさせる宿と
なってる。 吹き抜けの茅葺屋根と大きな土間、部
屋はロフトや和室も含めて４室、大人4人とこども
2人くらいまで宿泊可能。地元の食材を使っての
料理や、美味しいお酒を愉しみながらゆっくり過ご
せる。サイクリストにもおすすめの宿。

NAGANO BRANCH HOTEL

　1896年に諏訪地方や地元住
民による日本初の請願駅として
建てられた大屋駅。樹齢どのく
らいだろう、駅舎を覆うようなり
っぱな桜が約100年の住民の
乗り降りを見下ろしている。駅
舎の切り妻にあるアールデコの
ような模様は、樹齢100年を超
えるサクラの木ともども大多く
の利用者の記憶に残っている。

上州屋

まるごと

A COURT

　　　YARD

NAGANO BRANCH

　　　ペルー、グアテマラ、コスタリカをはじめ中南米諸国から
仕入れる珈琲豆は、地球環境を考慮して防カビ剤不使用、
防虫剤不使用。無農薬で大切に栽培されたものを標高
1,000mの自家焙煎所の鉄鍋で丁寧に手焼き焙煎する。
豆がハゼる（爆ぜる）音や色の変化を見逃さず、豆との対
話できるのが手焼き焙煎の魅力。売上の一部は、準絶滅
危惧種に指定されているジャガーやピューマの保護活動に
寄付している。2022年3月末まで勤めた金融機関の営業
職のおかげで、以前はニガテだと感じていた対話がむしろ
好きになった。珈琲への想いは自家焙煎をしていた父親に
あこがれていた高校時代に遡る。無農薬・無化学肥料の
野菜も栽培しながら、「珈琲で人と人をつなぐ架け橋にな
りたい」と語る。12月18日(日)にはKOKYUでクリスマスラ
イブを開催する。

AMANA Christmas live
開催場所:KOKYU（佐久穂町高野町2913-6）
ライブ開催時間：12月18日(日)14:00〜15:00
（10:00〜16:00は通常営業）
予約制：080-6934-9520
（または Instagram.@amana.coffee）
入場料:1500円+1オーダー

地球環境にもやさしい珈琲で人と人をつなぐ 
〜自家焙煎珈琲 AMANA COFFEE〜

　　唯一無二の世界観を放ち、瞬時に心つかまれるバッグに
出会った。高橋知見さんは札幌市出身。災害の少なさ、都
内への利便性から７年前に家族で上田市に移住。札幌では
古着店やアパレルブランドイッセイミヤケに勤務。「服飾が好
き！」の思いからバッグの制作をスタート、リメイクにこだわっ
ている。素材は古着のTシャツ、中古傘のナイロン。ガラッと
イメージが変わるリバーシブルであるところところにもセンス
が光る。全て一点もの。「毎日の生活で私たちは大勢の中
の一人。心の中では色々なことを考え、強さも弱さもオリジナ
ル。でもそれを表に出すことは難しい。ストッパーがかかって
当たり前。ストッパーをtonchi。のバッグやアクセサリーを身
につけることで自分に自信を持つことができる、そんな持ち
手の個性を出せるものを作っていきたい」と高橋さん。…可
愛いだけのモノにはもう戻れない！
Instagram.@tototototonchi

「日常に溶け込むクレイジー」 
tonchi（トンチ）のフリルバッグ  高橋知見さん

海野宿

　　　「上州屋」は、来春のオープンを目指して現在リノベーション
中。県内外のクリエイターが宿泊をしながら静かにアウトプット
やイマジネーションを育む場所。心身をリセットするためのサウ
ナも設置予定だ。上州屋のコンセプトは「人と時をほどく」。海
野宿の養蚕の歴史から「糸」を連想している。時間を解く、心を
解く、それらによって生まれる「余白」を提供する。オーナーは
東御市出身の株式会社PLOT STANDARD グラフィックデザ
イナー浅川達也さん（ENGAWART4号表紙でご紹介）。Web
サイトや「信州くるみ日和」制作やな東御市のまちづくりにも積
極的に参加している。    Instagram.@joshuya.unnojuku

千曲川

　　　しなの鉄道大屋駅から100歩以内！本格イタリアンがオープ
ンしたのは今年7月。地元出身のオーナーシェフ竹内仁さんは
東京（京王線明大前）でイタリアンレストランを23年間営業、
今年奥様の良子さんとUターンした。野菜、黒毛和牛など主に
地元の食材を厳選、“おいしい”　のためには手間ひまかけるの
は当たり前のことと言う竹内さんのお料理は美味しくて美しい。
「前菜をつまんでワインを飲んで、パスタは締めに食べてほし
い」と竹内さん。baccaはイタリア語でぶどうの小さな一粒のこ
と。お店の時からぶどうのランプが店のシンボルとして東京時
代から引き継がれている。

TAVERNA Bacca
「美味しいパスタが食べたくなったら大屋駅前」

大屋駅

BACCA
mimiLotus

  白鳥神社をから始まり、
全長650mほどの街道沿
いには、現在、一般の住宅
やショップが100棟ほど並
ぶ。道路には馬の水飲み場
として利用されていた水路
と、歩道と車道に分けられ
ている。

海野宿で見かける 『うだつ』と
は、隣の家に火が移らないよ
うに、また昔飼っていた蚕の、
温度管理のために家の上に、
さらに少し高いものを建てる
建設様式。甲斐性のある主人
の家は立派で高いうだつを上
げることができることから「う
だつが上がる」「うだつの上が
らない」などという言葉が生ま
れた。

旅舎ときの譜

白鳥神社Lunch 11:30〜14:30 
Dinner 17:30〜21:00 
水曜日定休、その他不定休につ
いてはTwitterで確認。
駐車場あり（できるだけ乗合せて）

http://www.sirocco18.jp
photo by 霧島ローランド

Tel.0268-75-0151
Twitter.TAVERNA_Bacca

https://tokinofu.com     Tel.050-3554-2586

https://www.naganobranch.com/

Instagram.@marugoto.unnojuku


