
初級コース初級コース
【日時】2020 年 1月 26 日（日）13：30 ～ 15：30
【定員】8人　　　　　　　　　　　　　　　　
【料金】6,000 円（当日、現金で　払ってください）
  　　　　 ※1人分の料金で、家族や　友達も　一緒に　参加できます。

　　　　　   持ち帰ることができる盆栽は　１つです。

【内容】美術館の見学（講師…美術館のスタッフ）
　　　  盆栽をつくる（講師…アダム・ジョーンズ　さん）
【会場】大宮盆栽美術館
【ことば】日本語と英語
【申込方法】　①名前、 ②国籍、③郵便番号、④住所、 ⑤人数 
 ⑥話せることば、 ⑦電話番号、 ⑧メールアドレス
 を電子メールで書いて、1月 19 日（日）までに、美術館に
 申し込んでください。
 ※キャンセルは、1月 22 日（水）までに　美術館に　連絡してください。　

さいたま国際盆栽アカデミーでは、日本に住んでいる　外国人の方に向けた　クラスを行います。
盆栽の見方や　楽しみ方、盆栽の基本を、学ぶことが　できます。
作った盆栽を　持ち帰ることができます。詳しくは　ウェブサイトを　見てください。

こくさいぼんさい　　　　　　　　　　　　　　　　　　にほん　　　   す　　　　　　　　　　　  がいこくじん　    　かた　　  む　　　　　　　　　　　　　　　　おこな

〒331-0804　埼玉県 さいたま市 北区 土呂町 2‐24‐3             
 2-24-3 Toro-cho, Kita Ward, Saitama City, Saitama, 331-0804 
 TEL 048-780-2091　　FAX 048-668-2323 
 MAIL  bonsai-art-museum@city.saitama.lg.jp       

HP https://www.bonsai-art-museum.jp

講師紹介
アダム・ジョーンズさん

大宮盆栽村・蔓青園にて　5年間の修行後　独立。

「ツリーハウスボンサイ」園主

～ Let’ s  learn “BONSAI” ！～

ぼ　ん　　さ　い ま　な

盆栽を学ぼう！

日時　2020 年 2月 23 日（日）　

料金   7,000 円

中級コース中級コース

日時　2020 年 3月 1日（日）　

料金　8,000 円

上級コース上級コース
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■ Tuition:  6,000 Japanese yen.
 Tuition is to be paid in cash (Japanese yen) on the day of the class.       
 *Couples or friends can join together for the price of one.
   Only one bonsai tree will be provided.        

■ Venue:  Omiya Bonsai Art Museum
■ Date:  January 26th, 2020
■ Time: 13:30~14:00 (workshop1) , 14:00~15:30 (workshop2)
■ Eligibility: International visitors residing in Japan
■ Language:  Japanese and English
■ Occupancy: 8 participants

■ How to Apply:
   Please apply by filling out the required items and send a email.
   The deadline for applications is January 19th
　【Required Items】 ① Name ② Nationality ③ Address 
     ④ Number of participants  ⑤ Language(s) spoken  
     ⑥ Contact details (Telephone number,  Email address) 

■ Inquiries:
   2-24-3 Toro-cho, Kita Ward, Saitama City, Saitama, 331-0804
   Tel: 048 -780 - 2091　FAX: 048 - 668 - 2323
   Email: bonsai-art-museum@city.saitama.lg.jp
   HP: https://www.bonsai-art-museum.jp/en/

■ Other: If you want to cancel a class, please let us know by January 22th.
■ Access by train:  ◇５minutes walk from the East Exit of Toro station on the JR Utsunomiya Line.

                                     ◇ 10 minutes walk from Omiya Koen station on the Tobu Urban Park Line.

Instructor:  Adam Jones
Profile:  Bonsai Artist
He spent five years as an 
apprentice at Mansei-en 
bonsai garden 
in Omiya, Japan.
Owner of 
Tree House Bonsai.

The academy will provide you with the materials and basic skills needed to create
 a bonsai. You are welcome to take the bonsai home after the workshop.

           ～ Let’s  learn  “BONSAI” ！～    

    ■　Class date: February 23rd, 2020 　13:00～ 16:00
Intermediate  classIntermediate  class ■　Tuition: 7,000 Japanese yen.

■　Class date:  March 1st, 2020　　10:30 ～ 15:00
Advanced  classAdvanced  class ■　Tuition: 8,000 Japanese yen.

Please refer to our website.
https://www.bonsai-art-museum.jp/en/

Workshop 1: Guided tour at Omiya Bonsai Art Museum (Guide: Museum Guide Staff) 

Workshop 2: Make your own bonsai tree.  (Instructor: Mr. Adam Jones) 

Saitama International Bonsai Academy for international visitors residing in Japan 

In Japanese on the back.


