「いつでもどこでも気軽にスクーリング」
◆受講システム〈1講座から受講可能〉
入会費無料
蓼科本校、神戸校、
マスター教室で学びます

◆アクセスマップ

「いつでもどこでも気軽にスクーリング」
◆「土にふれましょう。植物が教えてくれる世界があります」

初回受講時に「スタンプカード」を発行
（受講の際にお持ちください）
講義と実技のスタンプをためて、
資格をステップアップ

ガーデニングの楽しさは、手掛けてみないとわからないところにあ
ります。
これまでの自分の庭づくりがまさにそうでした。
植物の魅力は、知れば知るほど奥深く、
ガーデンやコンテナでの植
物の組み合わせなど、興味はつきません。
自然を知り、感性を磨いて、美しい庭やコンテナガーデンをつくり
ましょう。
それは、家族や道行く人の眼をも楽しませ、
やがては隣近所の環境にも変化をもたらすことでしょう。
その第一
歩は、
まず始めることです。
植物を通じてスクールで人と出会い、貴方の心をさらに豊かにし
てくれることを願っております。

◆スクールの資格と取得条件
資格名
アシスタント

メリット

取得条件

○ 蓼 科 バラクラのガーデンサ
ポーターとして参加できます。
○寄植え講座のアシスタント講
師として活躍できます。

インストラクター

○各種イベントに、
イベント部会
の了承でガーデンサポーターと
して参加できます。定員に達する
場 合 はマスター が 優 先です。
○寄植え講座で講師として指導
にあたる他、自身の教室を開講
できます。

マスター

○国際バラとガーデニングショウ
etc、
各種イベンに参加できます。
○本科レクチャーに無料（ランチ
代・材料費別途）で受講できます。

①講義・実技を各10回以上受講。
②作品発表会でブロンズメダル以上
獲得。
①講義・実技を各20回以上受講。
②アシスタントになってから、作品発
表会でゴールドメダルを受賞、
あるい
は、
シルバーギルトメダル2回受賞。

①講義・実技を、各30回以上受講。
②インストラクターになってから、
作品
発表会でゴールドメダルを２回受賞。
③インストラクターになって、蓼科1泊
2日の集中講座を2回受講してること。
※集中講座とは、
蓼科バラクラでの春
（4月）
、
秋
（9月）
の各マスター講座のことです。

◆講師資格を取得した
【マスター教室のご案内】
横浜山手ガーデニング
倶楽部教室
井波 純子 マスター 講師
〒231-0862
神奈川県横浜市中区山手西洋館
TEL 090-4206-8250
FAX 045-231-9330

西野教室
西野昌子 マスター 講師
〒192-0021
東京都八王子市丸山町11-５
TEL / FAX 042-686-0206

長谷川教室
長谷川 智子 マスター 講師
〒369-0217
埼玉県深谷市山河1058-3
TEL 090-4134-0443
（深谷校＆鴻巣校）

はな舞教室
豊田 節子 マスター 講師
〒959-1503
新潟県南蒲原郡田上町原ヶ崎1177-1
TEL / FAX 0256-57-3047

◆6つの特徴

電車でのアクセス
8:00

東京方面

7:03
大阪・名古屋方面 新大阪駅

新幹線
のぞみ 208 号

8:00

名古屋駅

Persimmon教室
篠原小百合 マスター 講師
112-0003
東京都文京区
春日2-22-5-218
TEL 090-5376-5449
FAX 03-6240-0535

Draw:Garden教室
村本智絵 マスター 講師
〒923-1235
石川県能美市徳久町84-2
TEL 0761-51-4400
FAX 0761-51-4406
の
最新情報、詳しいご案内は

バラクラ HP へアクセス
ケイ山田ガーデニングスクール

検索

中央本線
特急しなの 3 号

茅野駅

10:09
塩尻駅

中央本線
普通 甲府行き

10:37
茅野駅

●JR 茅野駅⇨バラクラ間は、タクシー統一料金 3,900 円（第一交通・アルピコタクシー）
路線バス（北八ヶ岳ロープウェイ線 西口２番乗場）10:20 発 栗平下車

◆おすすめの宿泊施設
リゾートホテル蓼科
ホテルハイジ
蓼科グランドホテル 滝の湯
蓼科東急ホテル

TEL.0266-67-2626

車で 4 分

TEL.0266-67-2001
TEL.0266-67-2525

車で 5 分

TEL.0266-69-3109

車で10分

車で 8 分

◆全国に広がるカルチャー教室のご案内
● 朝日カルチャーセンター新宿教室

TEL.03-3344-1946

● よみうりカルチャー八王子教室

・3月31日（土）１回開催 →4月 コース開講予定 ・4月6日（金）開始
10:30 ~ 12:00

受講料：会員 3,000 円（1 回）
材料費：4,000 円（1 回）

『ケイ山田に学ぶ英国式コンテナガーデン』
初回特別講師：ケイ山田
※4月開校講師：長谷川智子マスター

● 京王友の会

京王聖蹟桜ヶ丘教室

TEL.042-337-2290

・3月30日（金）１回開講

10:30 ~ 12:00 受講料：2,500 円（1 回）
材料費：4,000 円（1 回）

スタジオ マナヴェル教室
髙永裕子 マスター 講師
542-0085
大阪府大阪市中央区
心斎橋筋1-3-4
SUTUDIO-KOIZUMI BLD.5F
TEL 090-1598-8781

10:06

中央本線 特急スーパーあずさ 5 号

新宿駅

・4月24日（火）開始→毎月第４火曜日開講
10:30 ~ 12:00

受講料：2,500 円（1 回）
材料費：4,000 円（1 回）

TEL.042-622-6211

全5回コース
→6/1(金)、7/6(金)、8/3(金)、9/7(金)
13:30 ~ 15:00 受講料：15,000 円（5 回）
材料費：7,000 円（1 回）

『ケイ山田の英国式コンテナガーデン
プレミアム・英国式寄植え講座』
講師：西野昌子マスター

● よみうりカルチャー昭和記念公園

TEL.042-622-6211

・4月17日（火）開始→毎月第３火曜日開講
14:45 ~ 16:15

受講料：2,500 円（1 回）
材料費：3,000 円（1 回）

『ケイ山田の英国式コンテナガーデン』
講師：西野昌子マスター

『ケイ山田の英国式コンテナガーデン』
講師：西野昌子マスター

● NHK文化センター青山教室

TEL.03-3475-1151

・4月4日（水）開始→毎月第１水曜日開講
13:00 ~ 14:30

受講料：3,.800 円（16 回）
材料費：4,000 円（1 回）

『ケイ山田の英国式コンテナガーデン』
講師：4/4と9/5 ケイ山田、
5/2、6/6、7/4、8/1 篠原小百合マスター

入会のご案内
【2018年版】

○英国園芸の第一人者、ケイ山田が直接指導・監修
○世界的権威のスペシャリストがゲスト講師に
○蓼科バラクラ他、各校で多彩な講義＆実技を開催
○ケイ山田の歴史ある庭園で本格的な英国園芸を学べる
○国内最高水準の寄植え発表会に出品できる
○受講及び受賞実績で資格、
スキルをステップアップ

主宰

ケイ山田

英国園芸研究家・デザイナー
ガーデニングスクール主宰バラクラ オーナー
英国チェルシーフラワーショウにて3度入賞
東京家政学院大学 客員教授
1990年に日本初の本格的英国式庭園として、蓼科高原 バラクラ イングリッ
シュ ガーデンを開園。
5000種類を超える植物コレクションを日本に紹介。
数々の公共庭園も手掛けています。

校長

山田 裕人

バラクラ イングリッシュ ガーデン代表
ケイ山田と共に蓼科バラクラを創園。世界を代表する英国の園芸研究家や
デザイナー、育種家との交流を深め日本に紹介する。キュー王立植物園発
行の季刊誌「CurtisBotanical Magazine」への寄稿。バラクラのプロジェク
トのプロデューサー。

事務局：

〒391-0301
長野県茅野市北山栗平 5047
蓼科高原 バラクラ ガーデンセンター内

school@barakura.net
担当：高崎（事務局長）、西本、海野

バラクラ ヘッドガーデナー
アンドリュー・フィッシャー

靍谷園芸主任

◆蓼科本校 2018年 年間コース
2005年設立 本格的な英国園芸が楽しく
学べる国内唯一のカリキュラムです。
受講日の流れ（タイムスケジュール）

4

①
月

スプリング
セミナー

10:30 → 11:00（50 分） → 12:00
→ ガーデン
自由散策
ガーデナーズワーク ランチ
受付
（50
分）
（90
分）
→ 16:30
→ 14:00
→ 15:00
実技
講義
終了

5

月

6

月

7

15

庭のメンテナンスの基礎Ⅰ

日
水やりや草取り、デッドヘディング、肥料など
（金）
アンドリュー・フィッシャー／ガーデナー

⑦
月

フラワーショーのシーンをつくる

6

ガーデンアクセサリー

日
庭で効果的に活かす方法
（金）
アンドリュー・フィッシャー／ガーデナー

⑧

※実技で使用する材料は、お好きな材料をご自分で選べる
フリーチョイスとなっているため、
材料費は別途となります。
※上記講習料に、入園料は含まれておりません。

7

庭のメンテナンスの基礎Ⅱ

日
実践で活かせるガーデンツールの使い方
（土）
アンドリュー・フィッシャー／ガーデナー

8

月

school@barakura.net

日
（土）

19

⑩
月

オータム
セミナー

スティーブン・アンダートン ポール・ウィリアムス

10

月

14
15

ガーデンデザインの基本
英国のプライベートガーデン

日
英国の実例
（土）
マイケル・ペリー

⑫

19
20

キム・パリッシュ

マイケル・ホーランド

11

月

英国王立園芸協会 認定審査員 「チェルシー・フィジック・
ガーデン」教育責任者
ガーデンデザイナー

9月

10

⑯

月

英国紙で英国園芸を牽引する
リーダー20名に選ばれる

園芸研究家
英国文化勲章受章

バルブｄａｙ！

日
バラクラのお庭に球根を植えよう
（土）
アンドリュー・フィッシャー／ガーデナー

10月

トレーシー・ウィルソン

球根の植え方

日
バラクラのお庭で球根の植え方のポイントを学ぶ
（金）
アンドリュー・フィッシャー／ガーデナー

⑮

12
マイケル・ペリー

9

3

⑰
月

7
8

15
16

アンダートン氏の視点から
スティーブン・アンダートン

アンダートン ʼ s スタイル
庭の極意 テクニック

スティーブン・アンダートン

美しいキッチンガーデンをつくる
英国のケーススタディー

ポール・ウィリアムス

美しいハンギングの英国の実例
英国での豊富なスライドを使って
ポール・ウィリアムス

英国式植物の基礎

英国式植物分類 おなじみ山田校長による７分類
山田 裕人

コンテナ道

コンテナの Good・Bad のご案内
山田 裕人

15:00〜(90分) 実

技

英国式春の寄植え
英国式寄植えの基礎

ケイ山田／スティーブン・アンダートン

アンダートンスタイルの寄植え
英国式寄植えの基礎

ケイ山田／スティーブン・アンダートン

野菜苗を使った寄植え

お洒落につくりましょう

ケイ山田／ポール・ウィリアムス

英国式ハンギングバスケット

形状はご予約ください ２つ目はキットでも販売
ケイ山田／ポール・ウィリアムス

寄植えの芸術展 作品製作

バラクラ・フラワーショー寄植えの芸術展
コンペティション出品作品を各自で製作

寄植えの芸術展 作品製作

バラクラ・フラワーショー寄植えの芸術展
コンペティション出品作品を各自で製作

樹の剪定

日（金）
樹形を自然に美しく保つテクニック
or
アンドリュー・フィッシャー／ガーデナー
日（土）

ガーデナーズワークレビュー

日（金）
バラクラのランドスケープ・四季を通じて
or
山田 裕人
日（土）

◆蓼科本校 その他の専門セミナー
ゴールデンウィークプランツセミナー
日 程

29日（日） オールドローズ
30日（月） ベジタブル

5月 3日（木） カラーリーフ

ハンギングバスケット

6日（日） 春の草花②

母の日の寄植え

ガーデンツアー
（10:00-10:40）
参加費：1,000円

バラクラが果たした役割
ケイ山田／山田 裕人

スプリングマジック
植物を中心に

マイケル・ペリー

ガーデンパーティー
How to オープンガーデン

マイケル・ペリー

室内インテリアとしても

ケイ山田

秋の寄植え

ケイ山田が選ぶ次年度のトレンド植物

植物の組合せが
素敵なコンテナ
キム・パリッシュ

ケイ山田

ハードランドスケーピング

フロントやゲート、ウォール、床などについて
山田 裕人

英国のクリスマスの過ごし方
伝統的なクリスマス文化を学ぶ

ケイ山田／アンドリュー・フィッシャー

ランのコンテナガーデン（※実技です）
インドアでインテリアとしても楽しめる新春の寄植え
ケイ山田

ケーススタディ

校長・ケイ山田がお庭づくりをアドバイス
山田 裕人／ケイ山田

6月24日（日）

バラクラNow！
素敵な植物の組み合せ
ケイ山田

クリスマスリースづくり

生モミを使った豪華なリースづくりにチャレンジ
ケイ山田

新春のコンテナガーデン

玄関でお客様をお迎えする新春用の設えを
ケイ山田

卒業作品の寄植え

ビックコンテナにチャレンジ
ケイ山田

※日程・講師・講義内容は変更になる場合がございます

-エレガントな香りを楽しむ-

ケイ山田

バラクラのヒーリング植物 最先端のヒーリング植物

ヒーリング植物を使った寄植え

ヒーリング植物を使った寄植え

マイケル・ホーランド

マイケル・ホーランド

- 人を癒す薬効のある植物 -

マイケル・ホーランド

- 人を癒す薬効のある植物 -

マイケル・ホーランド

- 人を癒す薬効のある植物 -

- 人を癒す薬効のある植物 -

お得な5日間コース 18,000円（税抜） 1day コース 4,300円（税抜）
・5日間の入園料、講習費含む（材料費 別途）修了証授与 ・入園料、講習費含む（材料費 別途）

10月・ハーベストグランドガーデンセミナー
ガーデンツアー
（10:00-10:40）
参加費：1,000円

秋におこなう
ガーデンメンテナンス
トレイシー・ウイルソン

ケイ山田

オールドローズの寄植え

コンテンポラリーで
スタイリッシュな寄植え
マイケル・ホーランド

10月 8日（月）

クリスマスをエレガントな寄植えでディスプレイ

ケイ山田／キム・パリッシュ

キム・パリッシュ

コンテンポラリーで
スタイリッシュな寄植え
マイケル・ホーランド

オープンガーデンでの
もてなし方
トレイシー・ウイルソン

クリスマスのコンテナガーデン

-日英それぞれのケーススタディ-

キム・パリッシュ

メイキングシーン

ロンドンのガーデンと
プライベートガーデン
マイケル・ホーランド

10月 7日（日）

ケイ山田

キム・パリッシュ

素敵なシーンを作る

フォーカルポイントに置く 庭で癒される植物の力 オールドローズの寄植え
-エレガントな香りを楽しむガーデンアクセサリー
- ガーデンセラピー キム・パリッシュ
ケイ山田／八木波奈子
ケイ山田

ケイ山田／マイケル・ペリー

カラーリーフを使って

参加費:2,000円

庭づくりのヒント
100のアイデア
キム・パリッシュ

春咲きの球根を仕込む

日陰を明るくする寄植え

寄植え実技
（14:20-15:20）

地域交流の場としての庭づくり

開校式
寄植えの芸術展 表彰式
スクール事務局

ケイ山田

参加費:無料

バラクラに咲く
バラの物語
山田 裕人

10月 6日（土）

シュラブや宿根草で葉の組み合わせを学ぶ

寄植えデモンストレーション
（13:30-14:00）

- ガーデンアクセサリーと組合せて -

ケイ山田／マイケル・ペリー

ガーデナー

参加費：無料

-ガーデンアクセサリーとコンテナ-

華やかにもてなすウエルカムコンテナ

バラクラが紹介する珍しい植物、植物の植え方を紹介

トークレクチャー
（11:00-11:40）

-あなたもオープンダーデンを-

色彩豊かな秋を感じる寄植えを学びます

葉のコントラストを楽しむ寄植え

※寄植え材料費は別途となります。

英国のオープンガーデンⅠ

6月25日（月）

観葉植物を使ったトロピカルコンテナ

1,000円（税抜）

全７講座 5,600円（税抜）

開校式
寄植えの芸術展 表彰式
スクール事務局

6月23日（土）

ケイ山田

１講座

6月21日（木）

ケイ山田

北海道から九州まで楽しめる寄植え

13:30-14:00 トークレクチャー
14:00-15:00 寄植え実技

6月・グランドガーデンセミナー 蓼科で英国留学体験・5日間連続開催

山田 裕人

暑さ寒さにサバイバルする植物の寄植え

キッチンコンテナ
カラフルなものと
シックな寄植え

5日（土） 春の草花①

見て、食べて、香りも楽しめるコンテナガーデン

山田 裕人

バラの寄植え

クレマチスの寄植え

6月22日（金）

英国のバラ

ハーブのコンテナ

11:00〜(50分)

講

義

イングリッシュガーデンとは

3日（木）
オールドローズを楽しむ
5日（土）
7日（木）
6月 9日（土） 『寄植えの芸術展』必勝法
12日（木）
7月 14日（土） ナチュラルリース作り
〜材料の収穫〜
9日（木）
8月 11日（土） 英国庭園の植栽から学ぶ
〜ツリーとシュラブの活用法〜
20日（木）
9月 22日（土） 庭のお悩み相談
〜ケーススタディ〜
11日（木）
10月 13日（土） 秋植え球根のプランニング
15日（木）
11月 17日（土） クリスマスガーデンの作り方
13日（木）
12月 15日（土） 庭のフォーカルポイント
〜ガーデンアクセサリーの活用法〜
24日（木）
ローズガーデンの作り方
1月 26日（土）
14日（木）
2月 16日（土） 春に向けた庭作りのプランニング
14日（木）
ッシュガーデンに
3月 16日（土） イングリ
おすすめの植物とは

5月

13:30〜(150分) 実 技
英国式寄植え作り
〜コンテナガーデンの基礎を学ぶ〜
生活に役立つ
ハーブとベジタブルの寄植え作り
夏の花を使った豪華な
ハンギングバスケット作り
ナチュラルリース作り
〜リース作成〜
夏のガーデンメンテナンス
〜夏庭の楽しみ方＆秋に向けた準備〜
実とカラーリーフを活かした
秋の寄植え作り
春までに楽しめる
球根のダブルデッキコンテナ作り
クリスマス・コンテナ作り
ニューイヤーコンテナ作り
バラの剪定・管理方法を学ぶ
冬のガーデンメンテナンス
〜冬に必要な作業を学ぶ〜
卒業作品の寄植え作り

：3,000円（税抜）から
6回選択コース 30,000円（税抜） ※1講座
受講できます。

お得な年間コース
（全12回） 60,000円（税込）
専任講師：祖開（そかい）

〒650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町40 大丸神戸10F
TEL/FAX : 078-391-8700
kobe@barakura.net

◆2018年「寄植えの芸術展」の日程
①春の花を楽しむ『ケイ山田の英国式ガーデニングライフ』
１月 10 日
（水）〜15 日
（月）
【阪急うめだ本店 9 階 祝祭広場】

寄植えデモンストレーション
（14:15-14:45）

寄植え実技
（15:00-16:30）

②『バラクラ スプリングフェア in 白金 八芳園』
２月５日（月）〜７日（水）【白金・八芳園】

英国のオープンガーデンⅡ

秋色を楽しむ
寄植え
トレイシー・ウイルソン

秋色を楽しむ
寄植え
トレイシー・ウイルソン

実も花も楽しむ
秋の寄植え
トレイシー・ウイルソン

実も花も楽しむ
秋の寄植え
トレイシー・ウイルソン

③『第２回 日比谷公園スプリングフラワーショー』
４月５日（木）〜８日（日）
【日比谷公園】

トレンドのグラスを
使った寄植え
トレイシー・ウイルソン

トレンドのグラスを
使った寄植え
トレイシー・ウイルソン

参加費:無料

参加費：無料

- Britain in Bloomについて -

トレイシー・ウイルソン
英国のアップル

- 種類、剪定、仕立て方について -

トレイシー・ウイルソン

ウインターガーデン
トレイシー・ウイルソン

参加費:2,000円

春のオープンスクール

11:45〜 開講式／ケイ山田を囲んでのランチ
13:00〜 講義「イングリッシュガーデンの基本」山田裕人
体験入学 ケイ山田が直接指導 入園、ランチ、材料費込 14:00〜 実技「春の寄植え製作」ケイ山田
3月 16日（金）
・17日
（土）6,500円（税抜） 15:30 終了
※秋のオープンスクールは、9月 16日
（日）
・17日
（月）

◆マスター・インストラクター 講師資格者セミナー
スプリング・マスターセミナー 講師：スティーブン・アンダートン
講義 「素敵な植物の組み合わせ〜春のテイク２〜」

14:00〜15:30 実技 「大鉢を使った春の素敵な組み合わせの寄植え」
17:30〜18:00
インフォメーション
「オープンガーデンについて」
18:00〜20:00
「懇親会」

4月 19日（木） 10:00〜10:45

12日（木）

4月 14日（土）

トークレクチャー
（11:45-12:25）

お得な3日間コース 10,000円（税抜） 1day コース 4,000円（税抜）
・3日間の入園料、講習費含む（材料費 別途）修了証授与 ・入園料、講習費含む（材料費 別途）

4月 18日（水） 13:00〜13:50

◆神戸校 2018年 年間コース
日 程

植物をテーマに、
日替わりで、
ポール・ウィリアムス氏による
ミニレクチャーを開催。
全て受講された方は修了証を
進呈します。

寄植え実技

4日（金） クレマチス

バラとハーブ、クレマチスを使ったコンテナ

オールドローズの魅力に迫る

トークレクチャー

4月28日（土） ハーブ

英国庭園史 プラントハンターの歴史Ⅰ

ロバート・フォーチューン

パンプキンランタン作り（材料費別） ガーデンメリット植物

日
ハロウィンに向けてバラクラで採れたかぼちゃを使って
（土）
アンドリュー・フィッシャー／ガーデナー

⑭

英国園芸とは

パンプキンランタン作り（材料費別） ツリー・シュラブ

日
ハロウィンに向けてバラクラで採れたかぼちゃを使って
（金）
アンドリュー・フィッシャー／ガーデナー

⑬

義

フィールドワーク 〜八島湿原〜 バラクラ物語

日
春のお庭の例
（金）
マイケル・ペリー

⑪

講

幻想的なキャンドルの灯に照らされるガーデンとディナーをお楽しみください
ご参加費 4,900 円が別途必要です（ウェルカムドリンク・コンサート・ディナー代含む・但し入園料は別途）

日
台湾へ飛んでいく、まだらあげはについて話を聞く
（日）
ケイ山田／山田 裕人

9

14:00〜(50分)

スクール夏の懇親会 キャンドルライト ナイト ディナー

18
⑨

◆2018年 招聘講師

6月

植物の植込みの基礎

日
カラースキームを考えて植え込む
（土）
アンドリュー・フィッシャー／ガーデナー

年間入園フリーパス 友の会 ゴールドカード付
（お買物・お食事が 5%oﬀ）

6月

ボーダーガーデンをつくる

日
ポール・ウィリアムス氏から学ぶ庭の実践
（金）
ポール・ウィリアムス

16

お得な年間コース
（全17回） 85,000円（税込）

ガーデンデザイナー

18

⑥

年間入園フリーパス 友の会 レギュラーカード付

英国を代表する園芸家
TIMESの園芸コラムニスト

春の庭の剪定

日
バラを中心に 基本をお伝えします
（土）
スティーブン・アンダートン

⑤

1day コース 6,000円（税抜）

5月

英国庭園とは

日
ポール・ウィリアムスのテクニック
（土）
ポール・ウィリアムス

5回選択コース 30,000円（税抜）

4月

21

19

1講座 コース 2,500円（税抜）

TEL. 0266-71-5555

11:00〜(50分) ガーデナーズワーク

日
ガーデンツアーを通し英国園芸の真髄をお伝えします
（金）
スティーブン・アンダートン

④

◆いつでも1講座から入校可能

お問い合わせは

20

②

③

（寄植えデモ 20 分
寄植え実技 70 分）

ご予約ください

日程

講義 「オープンガーデンのノウハウ」
11:00〜11:45 講義 「英国園芸のトレンド」
12:00〜
ランチ
13:00〜14:30 実技 「寄植えをホームファニシングとして楽しむ」

④『第 28 回 バラクラ フラワーショー』
６月21 日
（木）
〜25 日
（月）
【バラクラ特設会場】
⑤『蓼科バラクラ 収穫祭』
10 月３日（水）〜８日（月・祝）
■ 他の季節性のあるテーマ展
①『ケイ山田のクリスマスフェア』
11月後半【神戸大丸バラクラ イングリッシュ ガーデン】

②『世界らん展 日本大賞 2018』
２月17 日（土）〜23 日（金）【東京ドーム】
・参加資格は事務局までお問い合わせください

2日間コース 25,000円（税抜）・マスターセミナー講習費、懇親会費 含む（材料費 別途）

オータム・マスターセミナー
9月 12日（水） 13:00〜13:50

講師：マイケル・ペリー

講義 「注目の球根〜英国のトレンド〜」

14:00〜15:30 実技 「トレンドの植物を使った寄植え」
17:30〜18:00
インフォメーション
「マスター活動報告」
18:00〜20:00
「懇親会」

9月 13日（木） 10:00〜10:45

講義 「注目の植物〜英国のトレンド〜」
11:00〜11:45 講義 「素敵な植物の組み合わせ〜秋のカラースキム」
12:00〜
ランチ
13:00〜14:30 実技 「秋のブルーガーデンをつくる」

