ＯＡＫＥＮ ＢＵＣＫＥＴ
２０１７ オークンバケットのローズレッスン

「加藤矢恵のバラの庭づくり教室」
（基本コース）
雨天の場合：多少の雨でしたら開催致します。また雨で開催微妙な場合はお問い合わせ下さい。
内容：バラの基本的な育て方を 1 年を通して学んでいきます。詳細については下記年間レッスン表から
ご確認下さい。
【全８回コース】
受講場所： 高井戸実習園・西荻窪オークンバケット SHOP
受講時間：１０：００ ～ １２：００（２時間レッスン）
１０：００ ～ １５：００（昼休憩あり、４時間レッスン）
受講料金：年８回講座 /３５，６４０円（税込み）※スポットレッスンは含まれません（別途）
[料金内訳]
（２時間レッスン）３，７８０円（税込）×６回 /（4 時間レッスン）６，４８０円（税込）×２回
持ち物：※実習日のみ

作業手袋（軍手は NG です）ハサミ（ヒモ切り用）、剪定鋏、帽子、タオル、
飲み物など。

服装：長袖（汚れても、バラのトゲなどで傷ついてもよい服装）
〈※注意事項〉
※雨などで開催が微妙な場合はこちら 090(3963)1125 までお問い合わせ下さい。
※雨天中止になった際の、振替日も悪天候により開催出来ない場合は再度日程調整しお知らせ致します。
※申し訳ございませんが、道具の貸し出しはございませんので各自でご用意お願い致します。
※また剪定鋏・手袋などはご要望がございましたら、こちらにてご用意できます（別途料金）その際お早
めに数などお申し付けください。
※受講人数が集まらない場合、開講をお待ち頂くこともございます。
（人数集まり次第、開講させて頂くため、開講が決まりましたらご連絡致します。
お手数ではございますが、下記講座へお振り込みにてご入金をお願いしております。）

レッスン料 ￥３５，６４０（税込）
（２時間レッスン￥３，７８０×６回＋４時間レッスン￥６，４８０×２回）
お振込み先

三菱東京 UFJ 銀行 西荻窪駅前支店

（普）０００４１２７ オークンバケット
（ご入金確認後、レッスン資料をお送り致します。）

レッスン年間スケジュール（基本・お茶会）

開催日

レッスン内容

開催場所/時間

☆野バラの咲くお庭で、お茶会をしましょう☆
一年に一度、この時期だけの野バラのお庭で、バラ咲く
季節をお楽しみ頂けたらと思います。
野バラ園と呼んでいる高井戸のお庭は、バラの庭づくり
スポット

５月１２日（金）

LESSON

５月１３日（土）
５月１５日（月）

教室のための実習場で、普段は一般公開はしていません。
バラが咲く実習園の様子を見て頂きたいので、ご参加を
お願いします。

高井戸実習園
10：00～12：00

※天候や開花状況により日程が変更となる場合がござい
ますので、ご了承ください。
※ 準備の都合で３日前までに予約が必要です。
参加費：５００円（実習はございません）
☆個人相談 ／ レッスン 1 ☆
お庭のバラの植え込み位置・鉢バラ・植えてないお持ち

LESSON

５月２５日（木）

のバラの品種、今の状況、お庭の全体がわかるバラや樹

西荻窪ＳＨＯＰ

木の配置図、絵や写真をお持ちいただき、現在の悩みや

（個人相談）

希望を一緒に考えていきます。

１

10：00～12：00

※ 更に踏み込んだ相談をご希望の場合、事前にご予約頂 （2 時間レッスン）
けましたら、レッスン終了後にお受けいたします。
（別途費用／３０分～１時間）
☆バラの年間カレンダー
バラの植え込み・用土づくり／ レッスン２☆
LESSON

６月６日（火）

２

※雨天振替 ６月１３日（火）

咲き終わったバラの整理、バラの季節の反省と見直しを

高井戸実習園
（実習）

しながらこの時期の手入れと、バラの一年間の管理と用 10：00～12：00
土づくり、バラの庭植えと鉢植えをします。

（2 時間レッスン）

（要筆記用具・作業道具）
☆バラの楽しみ方／レッスン３☆
LESSON
３

７月４日（火）

いろいろなバラの楽しみ方の参考をご紹介したり、バラ
の風景づくりのお話をします。
（要筆記用具）

LESSON
４

８月２２日（火）
※雨天振替 ８月２６日（土）

☆四季咲きバラの夏剪定
つるバラの夏整理／レッスン４☆
秋バラのために、四季咲きバラの夏剪定、つるバラの夏
の整理など季節の手入れ（要筆記用具・作業道具）

西荻窪ＳＨＯＰ
10：00～12：00
（2 時間レッスン）

高井戸実習園
（実習）
10:00～12:00
（2 時間レッスン）

☆バラの庭づくり／ レッスン５☆
LESSON

９月１９日（火）

５

※雨天振替 9 月 26 日（火）

高井戸実習園

フェンスやアーチ・オベリスクの使い方など、バラと過

（実習）

ごす場所を庭につくります。

10:00～12:00

（要作業道具）

（2 時間レッスン）

☆バラの冬作業１ ／ レッスン６☆
１０月１７日（火）
LESSON

※雨天振替 10 月 24 日（火）

６

つるバラの誘引手順、近づく冬作業のために枝の基本的

高井戸実習園

な使い方、紐の結び方、誘引の練習をします。

（実習）

鉢植えバラの用土替え

10:00～12:00

これから植える春のための草花も販売予定。

（2 時間レッスン）

（要作業道具）
高井戸実習園

☆バラの冬作業２ ／ レッスン７☆
LESSON

１１月７日（火）

７

※雨天振替 11 月 18 日（土）

（実習）

剪定、誘引・寒肥・移植など

10:00～15:00

これから植える春のための草花も販売予定。
（要作業道具）

※お昼休憩有
4 時間レッスン

☆バラの冬作業３ ／ レッスン８☆
LESSON

１１月１４日（火）

８

※雨天振替 11 月 11 日（土）

高井戸実習園

高井戸のお庭の冬剪定と誘引。つるバラの枝を使い冬の

（実習）

楽しみ、お庭の空間演出をします。

10:00～15:00

これから植える春のための草花も販売予定。

※お昼休憩有

（要作業道具）

ＯＡＫＥＮ
167-0042 杉並区西荻北 4-6-15

4 時間レッスン

ＢＵＣＫＥＴ

03-5310-6624 TEL/FAX

mail@oaken-bucket.com

090-3963-1125 携帯

http://www.oaken-bucket.com

OAKEN

BUCKET

ROSE

LESSON

お申込書
お申し込みにあたってのお願い

※必ずお読みください。

＊ 野外での実習作業は天候とバラの生育状況により日程を決めますので、やむを得ず日程が変更または
休講になる場合があります。あらかじめ御了承ください。
＊ 特別レッスン含め、講座の予定の開講人数に満たない場合、開講までお待ちいただいております。
開講が決まりましたらご連絡致しますので、その際にご入金をお願い致します。
＊ お申し込みいただいた方（ご本人）のみ受講していただけます。
＊ ご入金いただきましたレッスン料につきましては、原則としてオークンバケットの都合によるもの以外、
返金には応じておりませんので、あらかじめご了承ください。
＊ レッスンの内容によって、受講料のほかに、教材費・材料費等、別途いただく場合があります。
＊ レッスンをご欠席された場合、お振替をしておりませんのでご了承下さい。
＊ 実習作業の際はバラのトゲや枝で傷ついても、汚れてもよい服装（長袖で温度調節できる服装）、
靴はヒールのない、動きやすい運動靴でお越し下さい。作業道具

作業手袋（軍手不可）・剪定鋏・紐

切用鋏・帽子・タオル・飲み物・
＊ レッスン中、貴重品は各自、管理をお願い致します。

２０１７年

２０１７年度

オークンバケット加藤矢恵 ROSE LESSON

基本

月

申込書

ご職業

フリガナ

年代

お名前
ご住所（〒

―

）

TEL＆FAX

携帯 TEL

メール・携帯メール

（スポット）
☆ 野バラの集い(お茶会) ： ご希望の日に○をお願いします（参加費：５００円）
【 ５月１２日（金）
・５月１３日（土）
・５月１５日（月） 】
※ 天候や開花状況により日程が変更となる場合があります。

＊携帯電話番号や携帯メールアドレスは必ずご記入をお願い致します。
ＯＡＫＥＮ ＢＵＣＫＥＴ オークン バケット
167-0042 杉並区西荻北 4-6-15

03-5310-6624 TEL/FAX 090-3963-1125 携帯

mail@oaken-bucket.com

http://www.oaken-bucket.com

日

