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◆ご挨拶

ケイ山田ガーデニングスクールは、2005 年の開講以来、70名を超すマスター資格者、のべ 1,000 名を超えるスクール生の
皆様と共に成長してきました。
月２回開催されている蓼科本校は、本格的英国式ガーデニングを学べる日本唯一のプログラムとして、全国から蓼科に
お出かけいただいております。
いまやスクールの寄植えはRHSジャッジからも世界的評価を受けました。
本年も英国式寄植え文化の普及・発展の為、スクール生の皆様を中心に【2019 年度 第５回 寄植えの芸術展】は
 【ハーベストフェスティバル 2019】にて行われます。
また、今回はスクール生内外から寄植えの出品を受け付けております。
是非、皆様方のご友人や地域の方にもお声がけいただき、寄植えを愛する心を広げていきましょう。
皆様の力作・大作を出展していただき、多くの来場者に大きな驚きと感動をあたえ、英国園芸の世界観を
ご披露できれば幸いです。会期中、ピープルズチョイス ( 人気投票 ) も開催致します。
本開催を共に創り上げて頂きたく、ご出品の申請を心よりお待ち申し 上げております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ山田ガーデニングスクール事務局

◆開催概要
　【名称】バラクラの収穫祭　ハーベストフェスティバル 2019　寄植えの芸術展　
　【会場】蓼科高原 バラクラ イングリッシュ ガーデン 　長野県茅野市北山栗平 5047 TEL: 0266-77-2019
　【会期】10月 9日 ( 水 )－14 日 ( 月 )　開園時間 9:00~18:00
　【主催】バラクラの収穫祭　ハーベストフェスティバル 2019 実行委員会
　【後援】( 予定 ) 日英協会、長野県観光機構、茅野市、茅野市観光協会 他
　【入場料】大人 1,400 円（前売 1,000 円）、中学生以下無料

◆スケジュール

10 月 14 日㊊ 18:00～ 寄植えの芸術展 閉会　作品撤去可能

10月 9日㊌～14 日㊊

10 月 12 日㊏ 10:00～10:40 ◇ 寄植えの芸術展　表彰式 ◇
会期　展示期間

10月 9日㊌　9:00 審査結果の発表／掲示
10 月 8日㊋　15:00 ◇ 寄植えの芸術展 　審査 ◇

作品持ち込み／出品申込　最終締切10月 8日㊋　午前中まで

蓼科ガーデンセンターでの作品製作9月 25 日㊌～10 月 8日㊋ 午前中 

神戸店にて 作品製作（7日神戸店発→8日会場に納品）9月 27 日㊎～10 月 6日㊐ 午前中 

9 月 4日㊌～ 出品申込　開始



◆寄植え部門　出品スペース、作品条件について
　○展示場所が、ハーベストフェスティバル  エントランス
　　（ガーデンセンター入口）となります。
　　より多くの方にゆっくりご覧いただくことができる場所となります。
　○サイズ制限なし。
　○１作品につき３個までの鉢を使用できます。
　○作品の正面に、棒やテープなどで目印をつけて下さい。
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◆寄植え部門　出品について
　○出店料　　1 作品　3,000 円（税込）、２作品目から 1,500 円（税込）
　　　　　　　会期中にガーデンセンターにてお支払いください。
　○出品特典・１作品あたり、ハーベストフェスティバル招待ハガキ ５枚付き　　　　　
　○所定の申込用紙にご記入の上、
　　第一次締切 9 月末日
　　最終締切 　10 月 8日 午前中まで
　　スクール事務局までご提出ください。（FAX0266-77-2819）

◆寄植え部門　作品提出について
　○蓼科校で制作…9月 25日（水）～ 10月 8日（火）12:00 まで。時間厳守。
　　（9月 25日 ( 水 ) に植物入荷）　ご希望の植物のお取り寄せもできます。
　○神戸校で制作…10月 6日（日）午前中まで。時間厳守（作品制作用植物が豊富に揃っています。）
　○各教室で制作…蓼科校へ 10月 7日（火）午前中に会場に納品。

◆搬入出送料（片道分）について
　○１鉢につき（蓼科バラクラ⇔500 キロ圏内）例：バラクラ～兵庫県 or 関東全域
　　①梱包サイズが縦× 高さ× 幅 (３辺合計 )130 ㎝以下のサイズまたは重量２０㌔以下⇒2,500 円 ( 税込 )
　　②梱包サイズが縦× 高さ× 幅 (３辺合計 )200 ㎝以下のサイズまたは重量３０㌔以下⇒3,500 円 ( 税込 )
　　③梱包サイズが縦× 高さ× 幅 (３辺合計 )280 ㎝以下のサイズまたは重量４５㌔以下⇒5,500 円 ( 税込 )
　　それ以外のサイズの場合は、事務局までご相談ください。

◆審査発表
　○10月 9日（水）    9:00～　寄植えの芸術展会場に、メダルが掲示されます。
　　10月 12日（土）   10:00～　寄植えの芸術展表彰式　（午後、バラクラホームページ内ブログでも発表します）

◆作品の戻し
　①ご自宅へ配送［10月 18日（金）］以降順次、蓼科校より発送
　②会場引き取り［10月 14日（月）18：00以降］

●お得な情報
　茅野駅～バラクラ間３，９００円（アルピコタクシー、第一交通）がご利用いただけます。



◆審査について
　本年は、英国ガーデンデザインスクール最高峰 インチボールド・スクール・オブ・デザイン学部長、アンドリュー・
　ダフ氏が初来日します。バラクラの基本設計者 故ジョン・ブルックス氏の造園思想を語るセミナーを開催します。
　審査委員：ケイ山田、山田校長、アンドリュー・ダフ氏、アンドリュー・フィッシャーほか、
　皆様の寄植え作品のジャッジは、作品製作者の名前を伏せた状態のブラインド審査で行われます。

◆表彰式について
　ハーベストフェスティバル　グランドガーデンセミナー
　10月 12日 ( 土 )　10:00-10:40 にて表彰式を行います。ご参加ください。

◆出展、出品者負担 :
　○開催期間中のメンテナンス（特殊なメンテナンスが必要な植物を除き、事務局にて潅水をおこないます。）
　○出展ブース内の装飾にかかわる費用
　○出展物の搬入・搬出、設営・撤去にかかわる費用
　○備品の使用料 ( 弊社で備品手配の場合については実費請求※要相談 ) 
　○出展物の保険 ( 盗難・破損・枯死など主催者は責任を負いません )  
　○搬入搬出時の運送時の破損など、事務局では責任を負いません

◆禁止事項 : 
　○スペースの割当は事務局が決定し、第三者に譲渡、貸与もしくは出品者相互間での交換は禁止いたします
　○販売活動や、申込書に記載されていない紹介行為、
　○展示スペースでの電気、水道、ガスの使用。
　○事前の許可なく発火性のあるものを使用すること
　○のぼり旗・垂れ幕、音楽はご遠慮ください ( 詳しくはご相談ください )
　○他の出品者の迷惑になるような行為及び危険な行為

●お問合せ先
　蓼科高原 バラクラ イングリッシュ ガーデン　ケイ山田ガーデニングスクール事務局
　　担当：東城、宮下、伊坪
　　電話番号：0266-71-5555　FAX番号：0266-77-2819
　　メールアドレス：school@barakura.net
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申込 FAX番号
FAX.0266-77-2819

★資格
出展要綱に記載の内容に　　　同意しました。 □ チェックがない場合は無効となります

第一次申込締切　９月３０日㊊／最終締切１０月 8日㊋午前中

レ

□マスター　□インストラクター　□アシスタント　□スクール生／一般
★お名前
フリガナ

★連絡先（日中繋がる連絡先をご記入ください）
電話

★ご住所

〒 －

★作品数

□１点　□２点　□３点　□４点　　□ （　　　点）
★作品提出

□蓼科校　□神戸校　□（　　　　教室）　□蓼科校／神戸校へ持込（配送）
★作品の戻し

□ご自宅へ配送　□神戸校にて引き取り　□（　　　　教室）にて引き取り

★その他　特記事項

★10/12 10:00　表彰式への参加

□出席　□欠席　□グランドガーデンセミナーに参加（参加講座を下記 □ にチェック）レ

 12日（土）

トークレクチャー
（10:00-10:40）
参加費：1,000円

13日（日）

 14日（月）

トークレクチャー
（11:45-12:25）
参加費：無料

寄植えデモンストレーション
（14:15-14:45）
参加費:無料

寄植え実技
（15:00-16:30）
参加費:2,000円

開校式
寄植えの芸術展 表彰式
スクール事務局

庭が与える影響

アンドリュー・ダフ

その土地のものをデザインに
取り入れることの重要性
アンドリュー・ダフ

ランドスケープ・レガシー

アンドリュー・ダフ

ガーデンデザイン入門

アンドリュー・ダフ

グリッド理論

アンドリュー・ダフ

モダンデザインの植栽

アンドリュー・ダフ

日本原産の植物

アンドリュー・ダフ

イングリッシュガーデンの
植物

アンドリュー・ダフ

造形的植物の寄植え

アンドリュー・ダフ

日本原産の植物を
使った寄植え

アンドリュー・ダフ

イングリッシュプランツを
使った寄植え

アンドリュー・ダフ

6,000円（税抜）お得な3日間コース
・入園料／材料費 別途　修了証授与

1day コース （税抜） 2,500円
・入園料／材料費 別途

10月

2019

グランドガーデンセミナー参加申込書


