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スタンダード仕立てのバラに魅せられ︑
バラと︑
そして奥様と夫唱婦随で楽しむガーデニングライフ

これからは交配によって新しい品種を
作ってみたいですね︒また︑ミニバラ園
を作り︑多くの人に訪れてもらい︑花を
通じてたくさんの出会いがあれば︑と思
っています︒

今後の夢

﹁加古川ばら展﹂には︑昭和 年から出
品し始め︑優秀賞や特別賞を毎年のよう
にいただき︑平成 年以降は品種 メル
ヘンケーニギン と 熱情 でそれぞれ
2回ずつ栄えある最優秀賞を受賞し︑大
き な 励 み に な り ま し た ︒ 平 成 年 度は
﹁ひ ょ う ご ロ ー ズ ク ラ ブ 会 長 賞 ﹂ を い た
だきました︒

たくさんの楯や賞状が飾られていますね︒

ひょうごローズクラブ
かず
お
会員 竹 中 計 夫 さん
︵加古川市︶

奥 深いバラの 世 界

回目を迎えた

匍匐性のツルバラを接いで︐傘のように

インタビューを終えて

今年 歳を迎えられた竹中さん︒びっ
くりするほどの若さの秘訣は︑もちろん
バラでしょう︒
ハンギングバスケットで多くの賞歴を
持つ奥様とお花を通じて結ばれた強い絆
はうらやましい限りでした︒

＜竹中さんの一番のお気に入り品種
艶やかに垂れ下がった姿が美しい
アンジェラ ウィーピング仕立て＞

＜ 桜霞 と キングローズ のアーチの前の竹中夫妻＞

第12回
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バラとの出会いは？

本年度︵平成 年度︶で

子どもの頃から花の栽培が好きでし
たが︑とりわけバラの美しさに気づかさ
れたのは︑昭和 年に訪れた﹁加古川ば
ら展﹂ １
※でした︒その後訪れた多可郡中
町の﹁寂々園﹂ ２に︑スタンダード仕立
※
３が 合 わ せ て
てとウィーピング仕立て ※
本ありました︒それは当時日本一の規
模で︑普通のバラとは一味違うそのあで
やかさ︑豪華さに惹かれました︒それを
追い越したいという一心で栽培を続け︑
今では 本以上にすることが出来ました︒
日々天候や温度を記録し︑2〜3日おき
に同じ時刻︑同じ場所で写真を撮り︑バ
ラの生育環境と成長の因果関係を探り︑
花を食害するコガネムシの見張りを妻と
交替でし︑バラを美しく咲かせるための
努力を重ねてきました︒今ではスタンダ
ードも含め︑250株になったバラの世
話に日々明け暮れています︒

遠藤勝美さん宅のバラ園で︑その後北播

家らが育てた多彩な切り花などが出品される︒

県内唯一のバラ展で︑播磨地域の会員や愛好

※１

30

磨余暇村公園に寄贈された︒

※２
※３

＜第55回加古川ばら展最優秀賞
受賞作品 メルヘンケーニギン ＞
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仕立てるつくり
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ご自宅の400 ㎡あるお庭でご主人はバラ︑奥様は草花を慈しみ育てて
おられる竹中計夫さんご夫妻︒その美しさが口コミで広がり︑いつしかお
庭はオープンガーデンになり︑地域の名所となっています︒

＜訪問客で華やかに賑わうお庭＞
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ひょうごのバラ園

クローズアップ

上坂部西公園バラ園
（尼崎市都市緑化植物園）
第１５回

尼崎市内にはバラが見られる公園が７ヶ所あり、その中
から今回は公益財団法人尼崎緑化公園協会が管理する上坂
部西公園を紹介します。
上坂部西公園は、ＪＲ宝塚線塚口駅の南西に位置する面
積約2.7ヘクタールの公園です。
園内のバラコーナーは温室南側に位置しています。ハイ
ブリッドティーを中心に約30品種230本植栽しており、毎
年５月中下旬と10月中旬〜11月にかけて一斉に咲き香り、
なかでも 桃香 や ブルータイム といった芳香のある
品種や、 ディスタント・ドラムス や ブラックティー 、
温室南側のフェンスには バロン・ジロ・ドゥ・ラン や
ロサ・ダマスケナ 、 ピエール・ドゥ・ロンサール と
いったツルバラもご覧いただけます。
園内にある「緑の相談所」では、展示会や講習会が開催
され、園芸緑化相談の窓口となっています。また約600㎡
の温室には、ハワイアンハイビスカスなどの熱帯花木をは
じめ、地植えの高さ３〜４ｍのパパイア、マンゴー、コー
ヒーなどの熱帯果樹や、 キンシャチ（金鯱）、 アデニウ
ム・オベスム（砂漠のバラ） といった約600種類のサボテ
ン・多肉植物、その他ネペンテスなどの食虫植物が常時観
賞できます。他にも園内にはナンジャモンジャノキやアイ
ラトビカズラをはじめ約170種1,350本の樹木類、季節の一
年草花壇（植物園内外で合計約12,000株植栽）、そして芝

桃香

生広場や流れなどくつろぎ空間が広がり、市民の憩いの場
となっています。
当園では地域の方々が中心となったボランティアとして、
花がら摘みなどバラのお世話をするバラボランティア「ロ
ーズAMA」や、園内樹名板の作成や「彩り花壇」のお手入
れ、毎月第2土曜日に園内植物園ガイドを実施している尼
崎市都市緑化植物園ボランティア「グリーンヘルパー」が
活発に活動しています。
また毎年４月29日に開催される「春の花と緑のフェステ
ィバル」をはじめ、夏には「夜の植物園」、「セミ羽化観察
会」などイベントも季節ごとに開催しています。今後もバ
ラの管理をはじめ皆様に親しんでいただける、地域に密着
した植物園づくりを進めていきますので、ぜひ一度、上坂
部西公園（尼崎市都市緑化植物園）にお越しください。

ディスタント・ドラムス

バロン・ジロ・ドゥ・ラン

上坂部西公園バラ園
開園時間

公 園：年中無休 4月〜9月／6：00〜21：00
10月〜3月／6：00〜18：00
緑の相談所： 9：00〜17：00
休館日：火・水曜日、ゴールデンウィークを除く祝日、年末年始
温
室：10：00〜16：00

}

入 園 料

無

アクセス

ＪＲ塚口駅南西へ徒歩5分

問い合わせ先
2

料
阪急塚口駅

南東へ徒歩15分

〒661−0011 尼崎市東塚口町2−2−1 ＴＥＬ：06-6426-4022
上坂部西公園・緑の相談所
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育てやすい品種をチョイス

アイスフラワー（Ｆ）

エーデルワイス（Ｆ）

バラ苗を買う

品種は︑まず病気に強いのが条件です︒最初から病気

ゴールドバニー（Ｆ）

月中旬です︒

ゴールデンシャトー（ＨＴ）

バラの開花時期は︑5月中旬と

に弱い品種を選ぶと︑バラを嫌いになりがちです︒

マダムビオレ（ＨＴ）

鉢植えの場合︑花が終わる6月から秋までの間に病気

イントリーグ（Ｆ）

花色ごとに︑お薦めの品種を紹介します︒

サマーレディ（ＨＴ）

月中頃の秋の花

クイーンエリザベス
（ＧＲ※③）

が多く出てくるので︑初心者の方は︑

※①には400g︑Ｆ ※②には

と混ぜ︑

ガルテンツァウバー（Ｆ）

を見て購入されることをお薦めします︒

㍑︶
・牛糞１︵約6㍑︶
として

300gを植え床の底に入れる︒
の3分の1を植え床に入れ︑

の残りも入れてバラを植え付ける︒根
の間に空間が出来ないように指でしっか
り土を入れるよう注意し︑水をたっぷり
︵文末参照︶

ローズオオサカ（ＨＴ）

秋に販売されている鉢植えのバラは︑春に大苗として
販売されていたバラか︑或いはその年１月に接ぎ木をし
て︑春にポットから鉢に植え替えられたバラです︒株が
しっかりした病気が出ていない株を選んでください︒
月頃︒早く

地植えする場合は︑冬まで待って裸苗︵鉢無し︶か鉢
植えを買って地植えしてください︒時期は
たくさん出ていい株が出来ます︒

㎝︑深さ ㎝の穴︵

肥沃な土を作る
地
＜植え ＞
植え床・・・直径

を掘る︒
・掘り上げた土5
約

・腐葉土かピートモス3︵保水性

㍑︶

植え付けて根を成長させておくと︑翌年にはシュートが

12

28

＞地植えと同様の比率で改良土を作る︒

※①ＨＴ 四季咲き木立性大輪
② Ｆ 四季咲き木立性中輪房咲き
③ＧＲ 大輪と中輪系統の交雑種

10

仁
花 元
花と緑のまちづくりセンター

10

40

・パーライト１︵排水性・約6㍑︶

11

ハイポネックスのバラ専用の肥料を元肥

改良土・・・

肥料・・・

混ぜる

与える︒

植え付け・・

鉢
＜植え

30

HT

初めの一歩
バラ栽培

バラを始めてみたいとお考えのあなたへ、
「How to バラ栽培」を４回にわたり分かりやすくレクチャーします。

第１回
バラ苗を植えてみよう!!

3

着

肥料を使いこなす

展

治 療 薬

肥料は︑緩効性化成肥料を使い

ます︒ＩＢ化成︵全農︶やプロミ

ック︑エードボールなどがありま

す︒

粒程度︒プロミック︑エ

ＩＢ化成は︑5号鉢で5粒︑7

号鉢で

剤

予 防 薬

直 接 剤

ードボールは︑裏の説明書きを参

菌

考に土の表面に置き肥してくださ

い︒かん水すると少しずつ溶ける

殺

ので肥料過多にはなりません︒そ

本（粒剤）

の後は︑9月まで毎月1回同じ分

剤

量を与えます︒残っていれば取り

除いて新たに置肥をします︒

注意点

農薬とその使用方法

使用方法

農薬は︑大きく殺菌剤と殺虫剤

期

に分けられます︒バラの無農薬栽

時

培に関心が高まっていますが︑健

薬剤名

全に育てる場合は少しの農薬は必

基

虫

要だと私は考えています︒

殺

2〜3鉢だけバラを育てる場合

鉢になると︑格

は︑病害虫の被害はそれほどでも

ありませんが︑

段に被害は大きくなります︒これ

は花が増えると虫も多くなり︑中

には病気に弱いバラもあるので病

原菌も蔓延して︑病気が移りやす

くなるからです︒鉢数が増えるほ

ど農薬の出番が増えます︒

10

10

剤

①オルトラン粒剤

③スミソン乳剤

②アドマイヤー粒剤

④トレボン乳剤

3月中旬〜10月中旬

害虫発生時

1ヶ月に1回（8回）

展着剤使用で1500倍

一般には単独使用。病気が出ている

どちらも1000〜3000倍

①②を交互に散布

液で散布

場合は予防薬＋治療薬で散布する。

で使用

⑦サプロール乳剤

⑤トップジン
マイセン水和剤

⑧ラリー乳剤

⑥マネージ乳剤

⑨ラリー水和剤

3月末〜4月初旬

病気発生時

害虫の発生時期は、阪神間の臨海部で３月

病気は予防が大切。月に３回は散布が

末〜４月初旬。山手部ではそれより１週間

必要。

〜10日は遅れる。季節と地域により変わる

発生時期は、ソメイヨシノの開花頃が

ので注意。

１回目の散布の目安。

殺虫剤と殺菌剤を混ぜて散布してもＯＫ。

※混ぜてはいけない農薬もあるので、

初心者向けに使いやすいハンドスプレータ

混合剤を作る時は注意書きをよく読

イプの混合剤が出ている。

む。

⑩アプローチＢⅠ
⑪ニーズ

展着剤を使うと農
薬を減らすことが
出来る。
⑩（ＢⅠ）浸透性抜
群、薬害無し
⑪（ニーズ）小雨で
もＯＫ、夏場は
薄めで

その他の気になる自然薬剤について一言・・・
木
特

徴

使用方法
花元流とっておきアドバイス

たっぷりの水やりって
どれくらい？

と効果

酢

ニームオイル

自然農薬は人に優しい農薬。肌に付いても問題なく、気分が悪くなる
等の心配もない。
商品説明の希釈で週に１回散布。

木酢より効果大。週に１回500〜1000

害虫飛来を抑える効果有り。

倍液の散布で、害虫の飛来、うどん
こ病やハダニを抑える効果有り。

地植えのバラ・・・①
②

株の周りにお盆状の水鉢を作ります。
（直径30㎝、深さ５㎝）
その水鉢にバケツ１杯分の水を2回に分けて与えます。
（２回目は１回目の水が染み込んでから与える。
）
鉢植えのバラ・・・鉢の下から水が出るまで与えます。水がなかなか出ない時は土が
悪いので土壌改良が必要です。

成長期に水をたっぷり与えると、
バラはとても大きく育ちますよ。
第２回は「バラの剪定」について説明します。
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訪ねてみたい！

県外のバラ園
みんなでつくる
「ばらのまち福山」
1,000本のバラから始まった公園

福山市ばら公園
（広島県福山市）
満開の「ばら花壇」

[由来]
福山市は1945年８月８日の大空襲で市街地の約８割を焼失しま
した。戦後、新しい都市計画のもとに再建復興が進められ、町は
姿を一新していきましたが、市民の心はなかなか混迷を抜け出せ
ないでいました。
これを憂えた南公園（現在のばら公園）付近の住民は、「花こ
そ人の心が和らぐもの、花を育てよう」と、1956年の春、南公園
にバラ苗木約1,000本を植え付け、日夜を問わずバラの世話をし
続け、やがて1,000本のバラは美しい花を咲かせたのでした。

福山市バラのイメージキャラクター
「ローラ」→

[ばら公園の誕生]
1961年からは、ばら花壇、生け垣、芝生、園路などの整備が進
められ、1965年には、ほぼ現在の姿に生まれ変り、市民の間でも
「ばら祭」で賑わう園内
「ばら公園」と呼ばれるようになりました。
こうした取り組みが実を結び、1968年には『全国美しい街づくり賞・最優
「ふくやま」
と名前の付いたバラたち
秀賞』を受賞しました。ばら公園には、この時の受賞記念碑が建っており、
「ここに善意の花ひらく」という言葉が記されています。この言葉は多くの
人々の共感を呼び、「ばらのまちづくり」を進めるきっかけになりました。
現在、面積1.5haの園内には、ばら花壇、芝生広場等があり、280種5,500本
の世界のバラが植えられ、色鮮やかに咲き誇ります。また、園内を自由に散策
できるため、四季を通じ都市のオアシスとして皆様に利用されています。
1968年から始まった「福山ばら祭」は、毎年５月第３週の土曜日・日曜日に
この公園を中心に開催され、多くの観光客で賑わいます。
ローズふくやま（1985年作出）

ビューティフルふくやま（1987年作出）

[めざそう100万本のばらのまち]
1985年４月にバラは市の花に制定されました。半世紀の「ばらのまちづく
り」の歩みの中で「ローズマインド」と呼ばれる「思いやり・優しさ・助け合
いの心」を表す言葉が生まれました。バラを育てることを通じて、誰かを思い
やる気持ちは今も大切に受け継がれています。
今日では、市民と行政の協働による「ばらのまちづくり」が全域に広がり、
市内各地に約77万本（2013年３月現在）ものバラが咲き誇るようになりました。
市では、市制施行100周年を迎える2016年に、100万本のバラが咲き誇るまち
となるよう、多くの市民や事業者の皆さんとともに取り組んでいます。バラ香
る福山へ、そしてばら公園へ皆様のご来園を心よりお待ちしています。
山陽自動車道福山東I．Cから

所 在 地 広島県福山市花園町1-6

交

休 園 日 年中無休

入 園 料 無料 24時間園内自由

通 車で約20分

福山市建設局都市部公園緑地課 TEL ０８４−９２８−１
０９６

問 合 先 Mail:kouen-ryokuchi@city.fukuyama.hiroshima.jp
プリンセスふくやま（1991年作出）
※他にも スマイルふくやま 、 ラブリーふくやま

などがあります。
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殿堂入りの

バラの物語
第

グラハム・トーマス

回

園芸コンサルタント
ひょうごローズクラブ理事

藤岡

グラハム・トーマス

友宏

は、英国のデビット・オース

チンが作出したバラで、一般にはイングリッシュ・ロー
ズに分類されています。交配は
ン ×（ シュネービッチェン

チャールス・オースチ

×無名の実生）で、1983

年に発表されました。この系統で唯一2009年に殿堂入り
のバラとして選ばれています。
イングリッシュ・ローズと呼ばれる系統は、モダンロ
ーズの誕生から更に100年以上の時を経てオースチンの
手によって誕生しました。オールド・ローズの花と香り

グラハム・トーマス

の特徴を現代バラに取り入れ、四季咲き性で栽培がしや
すいことを目的に育種されました。1961年に彼が発表し
た

コンスタンス・スプライ

グラハム・トーマス

は、強いティー・ローズ

が最初のイングリッシ

の香りを持ったオレンジ黄色のバラですが、日本で

ュ・ローズとされています。彼はイングリッシュ･ロー

は、５月に急激に気温が上がるために本来のオレン

ズを新しい系統として認めるよう世界バラ会連合

ジ黄色が出ないで、淡い黄色に咲きます。丸弁のカ

（World

Federation of Rose Societies）に申し出ていま

ップ咲きで、大きさは８㎝程度。重ねは厚く、大き

すが、現在のところまだ認められず、モダン・シュラブ

な房咲きになります。春の花付きは多く、大変育て

系（半ツル性）に含まれています。

やすいバラです。

花の名前は、英国の植物学者でバラ界の世界的権威者

英国のようにバラの生育期間が短いところでは、

として知られているグラハム・スチュアート・トーマス

大半の品種が返り咲きをして低い樹形を保ちますが、

（Graham Stuart Thomas）（1909〜2003）に捧げられたも

日本の温暖な気候の下では半ツル性やツル性になっ

のです。英国のハンプシャー州にあるモティスフォン

て４㍍以上も伸び、樹形が変わってしまいます。あ

ト・アベイのオールドローズ・ガーデンには彼の指導で

まり伸ばすと秋に花が少なくなりますので、夏に少

300余種の原種やオールドローズが育てられていて、非

し深い剪定が必要になります。栽培については日本

常に正確な品種表示はさすがと感心させられます。

国内の栽培手引きを参考にすべきでしょう。

＜オースチンが作出したその他のイングリッシュ・ローズ＞

パット・オースチン
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バラの講習会＆イベント情報

参加費以外に入園料、駐車料金が必要な場合があります。
★は会員様向け招待券持参で入園料が無料になります。

予約が必要なイベント （問い合わせ先に必ずご確認下さい。）
場

所

テ ー マ・内 容 等

時

期

参加料等

受付開始日

尼崎市
上坂部西公園

受講料1,700円 1/4（土）〜
1月26日（日）
ツルバラの剪定と誘引
ツルバラ苗付き 定員20名
13：30〜15：00
7月20日、9月7日、 受講料13,500円 締切
達人技ガーデニング講座
各受講日の
11月30日、12月21日、（全5回）
宝塚市
バラの育て方 連続講座
2月1日の各土曜日 珍しいバラ苗等 3日前
あいあいパーク
講師：前野義博氏（途中入会可）
14：00〜16：00
を毎回プレゼント 定員30名
8/10（土）〜
バラの夏剪定と季節の管理
9月7日（土)
定員30名
講師：藤岡友宏氏
13：00〜15：00
受講料1,000円
12/10（火）〜
バラの接ぎ木にチャレンジ
1月21日（火）
西宮市
定員20名
講師：中内敬子氏
13：00〜15：00
北山緑化植物園
1/10（金）〜
バラの冬仕事 〜剪定・施肥〜
2月1日（土)
受講料1,500円
定員30名
講師：藤岡友宏氏
13：00〜15：00
要予約
6月23日（日）
六甲山
「ローズウォーク」写真教室
入園料600円
定員35名
11：00〜13：00
カンツリーハウス
9月1日（日）
夏のバラ剪定教室
入園料400円★ 8/20（火）〜
10：30〜12：00
11月1日（金）
バラの園芸教室
入園料400円★ 10/22（火）〜
10：30〜12：00
プリザーブドフラワーアレンジメント
11月8日（金）
神戸市立
入園料400円★ 10/29（火）〜
講師：平尾ひろ子氏
10：30〜12：00
須磨離宮公園
材料費3,000円 定員16名
2月2日（日）
冬のバラ剪定教室
入園料400円★ 1/21（火）〜
10：30〜12：00
体験講座「バラと塩で作るグラス飾り」 11月11日
（月）
入園料400円★ 10/9（水）〜
講師：星川雅子氏
受講料：会員1,000円 定員20名
13：30〜15：00
8/15（木）〜
バラの手入れ②〜秋の剪定〜
9月6日（金)
受講料：会員無料
定員30名
講師：高田正氏
13：30〜15：30
11/1(金）〜
受講料
花と緑のまちづくり クリスマスを彩るプリザーブドフラワー 11月29日（金）
定員20名
アレンジメント 講師：平尾ひろ子氏 13：30〜15：00
会員2,600円
センター
バラの手入れ③〜接ぎ木〜
講師：高田正氏
バラの夏季剪定講習会
講師：高田正氏
播磨中央公園
四季の庭（バラ園） バラの冬季剪定講習会
講師：高田正氏
夏のバラ剪定講習会
北播磨余暇村公園
講師：高田正氏
ばらの花バケツ
（色とりどりのばらをお分けします。
）

姫路ばら園

秋の剪定講習会

2月7日
（金）
①10：00〜12：00
②13：30〜15：30

受講料：会員無料

1/15（水）〜
定員各30名
7月中旬〜
定員30名
12月中旬〜
定員30名
8月末日
までに

8月24日（土）
受講料100円
10：00〜12：00
1月25日（土）
受講料100円
10：00〜12：00
9月1日（日)
受講料100円
13：30 〜15：30
7月4日（木)〜8日（月）バケツ1杯1,575円
入園料込み
9：30〜11：00
要予約
受講料1,000円
9月1日（日)
入園料込み
10：00〜12：00

問い合わせ先
尼崎市都市緑化植物園
緑の相談所
06-6426-4022

あいあいパーク
カルチャー教室
0797-89-5933

北山緑化植物園
0798-72-9391

六甲山カンツリーハウス
078-891-0366

須磨離宮公園
078-732-6688

花と緑の
まちづくりセンター
078-918-2405

播磨中央公園
0795-48-5289
北播磨余暇村公園
0795-32-1543
姫路ばら園
079-264-4044

自由参加のイベント （詳細は各施設にお問い合わせ下さい。）
場

所

テーマ・内容・講師等

バラの小径
「ローズウォーク」
六甲山
開園期間
カンツリーハウス
園内広場でローズ
ティーの振る舞い

六甲ガーデンテラス 英国＆バラフェア
春のローズフェス
ティバル2013

神戸市立
須磨離宮公園

姫路ばら園

時

期

秋のローズフェス
ティバル2013

10月12日
（土)〜12月1日
（日）
臨時開園：11月7日、21日、28日の各木曜日
10月20日
（日）ローズフェスタ
（音楽祭）
王侯貴族のバラガイド 期間中の日曜日13：00〜
バラの調べ 11月4日
（月・祝）
（詳細未定）

秋のばら園オープン

10月初旬〜11月中旬
10：00〜16：30

ひょうごローズクラブ会員募集

参加料等

6月15日（土）〜7月31日（水）
9月14日（土）〜11月4日（月・休）
入園料
10：00〜17：00（この期間内は定休日なし）
600円
7月6日（土）、7日（日）11：00〜
先着100名
入場料
〜7月31日（水）
無料
（営業時間についてはお問い合わせ下さい。）
〜6月30日（日）
王侯貴族のバラガイド 期間中の日曜日13：00〜
臨時開園：5月23日、30日、6月13日の各木曜日

問い合わせ先
六甲山
カンツリーハウス
078-891-0366
六甲ガーデンテラス
078-894-2281

入園料
400円★

須磨離宮公園
078-732-6688

入園料
500円★

姫路ばら園
079-264-4044

バラのある暮らし 一緒に楽しみませんか？

みなさまのご意見・ご感想をお待ちしております。〒673-0847 明石市明石公園1番27号 花と緑のまちづくりセンター内

ひょうごローズクラブ事務局

TEL 078（918）2405

FAX 078（919）5186

info̲midori@hyogopark.com

