講座案内

ご利用案内

Event Information

ギャラリートーク

Admission

盆栽鑑賞の基礎や展示の見どころを、

開館時間 Hours

盆栽ワークショップ

Bonsai Workshop

当館学芸員などがわかりやすく解説

▪9：00〜16：30（3月〜10月）March-October
▪9：00〜16：00（11月〜2月）November-February

します。

※入館は30分前まで Last admission 30 minutes before closing

主に一般の方を対象に、
盆栽の基本を
学びながら季節に合った盆栽づくり
を行います。
オンライン開催

子ども向けワークショップ

Th is work shop is for t he
general public. Learn the basics
of bonsai and create a bonsai
suited to the season.

休館日 Closed

Closed on December 29 – January 3, temporarily closed during exhibition preparation

▪一般
▪高大生・65歳以上
▪小中学生

310円
（200円）
150円
（100円）
100円
（50円）

※障害者手帳をお持ちの方と、付き添いの方1名は半額 ※
（

主に小中学生を対象に、盆栽づくり
などのワークショップを行います。
オンライン開催

This workshop is for
elementary school and junior
h ig h school aged ch i ld ren .
Enjoy creating bonsai.

季節に合わせた盆栽の手入れを、
盆栽職人が実演・解説します。

展覧 会スケジュール

Bonsai Demonstration
A b on s a i pr ofe s sion a l w i l l
ha ndle a bonsa i suited to
t he season wh i le g iv i ng a n
explanation.

Exhibition
Schedule

）内は20名以上の団体料金

▪Adult JPY310（200）
▪High School/University student and person over 65 JPY150（100）
▪Elementary School and Junior High School student JPY100（50）
※Half price for a person with a disability certificate and accompanying person
※Figures in parentheses are individual fees for groups of 20 or more visitors

交通案内
盆栽実技

毎月第1日曜日、
第3土曜日
13：30〜
当日有効の観覧券が必要

木曜日 ※祝日の場合は開館 Thursday ＊except for National Holidays
年末年始、臨時休館日あり

観覧料 Admission

Kids Workshop

2021.4 - 2022.3

車利用 Car
▪首都高速埼玉新都心線「新都心西」
出口から約6km
▪東北自動車道「岩槻」
出口から約9km
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Bonsai Shikinoie

We apologize for the inconvenience and appreciate your understanding.

盆栽の見方、歴史、道具、管理方法、盆栽作り等、盆栽の知識を幅広く学習

スマートフォン版コレクションガイド「 盆 美 e ガイド」
Collection guide
出品作品の解説、画像、音声ガイドをスマートフォンで閲覧、視聴できるよう
になりました。
日本語はもちろん多言語（英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓

JR 宇都宮線・湘南新宿ライン・上野東京ライン
JR Utsunomiya line / Shonan-Shinjuku line / Ueno-Tokyo line

←大宮方面
To Omiya

実施内容、申込方法など詳細は当館ホームページをご覧ください。

We will continue to post updates as the situation develops.

盆栽に関する知識と技術を体系的に学ぶプログラム
Program to learn Bonsai knowledge and techniques.

▪5 minutes 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（Noda line）

さいたま市立
漫画会館

In an effort to prevent the spread of the novel coronavirus (COVID-19),
the event will be changed depending on the situation.

Saitama International Bonsai Academy

電車利用 Train

39 cars（free for the first 2 hours）, spaces for 3 buses（JPY880）, 2 handicap spaces（free）

新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって変更することがあります。

さいたま国際盆栽アカデミー

▪JR宇都宮線「土呂駅」下車、東口から徒歩5分
▪東武アーバンパークライン
（野田線）
「大宮公園駅」下車、徒歩10分

一般車39台（2時間まで無料）、大型バス3台（880円）、障害者用2台（無料）

Bonsai Workshop

The 1st Sunday, 3rd Saturday of each
month
Pa r t icipa nts must pu rchase a
museum ticket on the day of the talk

Access Information

駐車場 Parking

盆栽ワークショップ

Gu ide s , i nclud i ng mu s eu m
curators, will introduce bonsai
basics and how to appreciate
them in an easy way to
understand.

します。※外国人向けコースも開講します。

▪About 6 km from the Shintoshin-nishi exit on the Metropolitan Expressway Saitama Shintoshin Route
▪About 9 km from Iwatsuki exit on the Tohoku Expressway

子ども向けワークショップ Kids Workshop

Gallery Talk
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ホームページ

TEL：048-780-2091
FAX：048-668-2323
〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町2-24-3
https://www.bonsai-art-museum.jp
このリーフレットは18,000部作成し、1部あたりの印刷経費は21円です。

国・朝鮮語）
に対応しています。※一部ご利用できない資料があります。
You can see the explanation of the exhibited works on your own device.
Japanese, English, Chinese and Korean is available. * Some materials may not
be available.

さいたま市 公衆無線 LAN サービス
Saitama City Public Wireless LAN Service
大宮盆栽美術館では、
さいたま市公衆無線LANサービス
「Saitama City
Free Wi-Fi」
を利用できます。利用方法は当館受付で配布しています。
Saitama City Free Wi-Fi service is available in the Museum. Please ask the
reception how to use.

盆栽庭園の撮影エリアを拡張
Expanded Photo Area of Bonsai Garden
「盆美eガイド」
の公開に伴い、盆栽庭園の撮影エリアを拡張しました。
With the release of the guide system, the Photo Area of the Bonsai Garden
has been expanded. Please take a picture to commemorate your visit.

※展覧会名称・期間は変更の可能性があります。

展覧会スケジュール Exhibition Schedule
【季節の展示】盆栽展＜四季＞

（コレクションギャラリー・盆栽庭園）

[Seasonal Exhibition]

Bonsai Exhibition <Four Seasons> (Collection Gallery, Bonsai Garden)

一年を通じて、季節感あふれる
盆栽を展示しています。コレク
ションギャラリーでは週替わり
で盆栽のほか盆器、水石等を展
示、盆栽庭園では常に約 60 点
の盆栽を展示しています。

2021.4

APR

7月17日（土）～9月1日（水）

4月23日（金）～5月19日（水）
第6回「世界盆栽の日」記念企画展・
『ART Sightama さいたま国際芸術祭Since 2020』

コラボレーション展×須田悦弘・ミヤケマイ
6 th "World Bonsai Day" commemoration, "ART Sightama Saitama International Art Festival Since 2020" Collaboration Exhibition x Yoshihiro
Suda, Mai Miyake(Collection Gallery)

▼ミヤケマイ《足柄山 And the
Three Bears》2017
ミクストメディア・軸
Photo：
繁田 諭

夏休み子どもぼんさい
美術館

5

夏休み期間の子ども向け展示。夏休みワークショップも開
催予定。

6

MAY

Kids Bonsai Museum(Exhibition Room)

▲須田悦弘《菫》2018
木に彩色 ©Yoshihiro Suda
/ Courtesy of Gallery
Koyanagi

さつき盆栽展

Satsuki Azalea Exhibition
(Collection Gallery)

第30回 作家展

12月4日（土）～2022年1月19日（水）

特別展（コレクションギャラリー）
夏季特別展

Bonsai Chronicle (Exhibition Room)

ニッポンの盆上芸術2021～盆栽・水石・盆石・盆景

4月 2日（金）～ 6月30日（水）
9月18日（土）～11月17日（水）

Summer Special Exhibition: Japanese Art on the Tray 2021
-Bonsai, Suiseki, Bonseki, Bonkei (Collection Gallery)

2022年

2月 5日（土）～ 3月30日（水）

盆栽の本質と相通じる、水石・盆石・盆景を取り上げ、日本
の伝統芸術として、盆上に広がる縮景の世界を紹介します。

子どもたちに伝えたい
さいたまの盆栽

Saitama Bonsai Culture for Children
(Exhibition Room)

さいたま市の盆栽の魅力をわかりやすく紹介する展示。

Temporary Closure

AUG

9

SEP

10

OCT

11

NOV

11月下旬～12月上旬

特別展示（コレクションギャラリー）

Season of Autumn Leaves

DEC

2月11日（金祝）～16日（水）

五葉松「日暮し」
特別展示

「盆栽界の至宝」と呼ばれる名
樹・五葉松「日暮し」を期間限
定で展示します。

2022

1

Late Nov-Early Dec

紅葉シーズン

12

12/29

Japanese White Pine ‘Higurashi’
Special Exhibition (Collection Gallery)

※写真はイメージです

臨時休館（資料燻 蒸）

8

7月17日（土）～8月25日（水）

[History and Culture]

盆栽の歴史と文化をビジュアル年
表で伝えるパネル展示「盆栽クロ
ニクル（年代記）」とともに、季節
の草花などをあしらった盆器や浮
世絵版画、盆栽にまつわる歴史資
料等の収蔵品展。

企画展（企画展示室）
さつき（晃山の光）礒部緑園（過去の展示から）

6/16

6月14日（月）～16日（水）

JUL

一般社団法人日本盆栽作家協会所属の盆栽作家が仕立てて
きた作家性あふれる盆栽を展示します。

6月4日（金）～6月13日（日）

6/14

11月5日（金）～11月24日（水）

The 30 th Sakka Exhibition (Japan Bonsai Artists Association)
(Collection Gallery)

企画展（コレクションギャラリー）

JUN

7

企画展（コレクションギャラリー）

（日本盆栽作家協会）

（企画展示室）
【歴史と文化】盆栽クロニクル（年代記）

The photo is an image.

4

企画展（企画展示室）

企画展（コレクションギャラリー）

多彩な花の色や柄、かたちが
魅 力 的 な、見ごろ を迎えた
さつき盆栽を紹介します。

※写真はイメージです。

季節 の 盆栽展示

2022.3

昨年度当館での開催を延期
した「さいたま国際芸術祭
2020」連携プロジェクト
のレガシー作品と盆栽のコ
ラボレーション展示。

Depending on the situation, might be changed.

1/3

12月29日（水）～1月3日（月）

年末年始休館

Closed on December 29 – January 3

JAN

2

FEB

3

MAR

※開花状況等をフェイスブック、インスタグラムで公開しています。

For real time information, Please check the Facebook and Instagram.

