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私のバラ園へようこそ！
「あわじオープンガーデン」
あわじオープンガーデン
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バラ栽培「初めの一歩」
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連載「殿堂入りのバラの物語」
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バラにまつわる話「 百万本のバラのルーツをさかのぼって」
百万本のバラのルーツをさかのぼって

６

表紙のバラ

アンネのバラ（万博記念公園）
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バラが主役のオープンガーデン

私のバラ園へようこそ！ 第１回

あわじオープンガーデン
一年で一番美しい時季を多くの花好きの方々に
存分に味わってもらおうと今年も県下各地でオー
プンガーデンが開催されました。その中で今回は
花の島淡路を訪ね、特にバラを愛する庭主さんの
素敵なローズガーデンを拝見しました。

ペンション
グリーンリーフ
バラとハーブの庭（淡路市）

ブレスガーデン （南あわじ市）

白い建物にグリーンが映えるオシャ
レなペンションで、ひょうごローズク
ラブ会員さんが経営されています。
「奇跡の星の植物館」のローズガーデ
ンのボランティア等をされるなど、バ
ラへの深い情熱が伝わってきました。

まるで雑誌の中から抜け出たよう。壁と柱、
窓の色彩のコントラストが際だっています。更
にバラの花がアクセントを付け、洗練された美
しさです。
晴れた日は、レンガ仕立てのアーチを額縁に
して、遠く大鳴門橋を風景画のように眺めるこ
とが出来ます。

ブーランジェリー＆
カフェ ルフィアージュ
（南あわじ市）
田園地帯の中にあるパン屋さん。
広いお庭には、バラを始めお花がい
っぱい。店内では、草花を使った作品
展示販売や教室も開催されています。
オープンガーデン巡りに更に楽しみ
が増えます。
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訪ねてみたい！

県外のバラ園
「平和のバラ園」

万博記念公園
（大阪府吹田市）
バラのアーチ

1970年、「人類の進歩と調和」をテーマとして、アジア
初の万国博覧会が大阪千里丘陵で開催されました。万博
記念公園は、日本万国博覧会の成功を記念し、その跡地
につくられた「緑に包まれた文化公園」です
万博記念公園の中央に位置する「平和のバラ園」は、
日本万国博覧会開催時につくられた施設で、ベルギー、
カナダ、ドイツ、フランス、ニュージーランド、デンマ
ーク、イギリス、アメリカ、日本の世界9カ国から平和を
願ってバラ苗が寄贈され、今では入手困難な貴重な品種
がたくさんあります。
イギリスのバラの
大家・ディクソンが
美智子妃殿下（現皇
后陛下）に捧げた
プリンセスミチコ 、
バラの中でも最高傑
作といわれる ピー
プリンセスミチコ
ス 、現在ではとて
も貴重な アイリッシュミスト などがあります。
その他にも、青バラの名花で強い香りと澄んだライラ
ック色の花びらが特徴的な ブルームーン 、濃いビロー
ド光沢が特徴的な ノリータ 、花弁の色が緑色の グリ
ーンローズ などの珍しい品種のバラや、「アンネの日
記」で有名なアンネ・フランクを記念して作られ、「平和
のシンボル」として咲き誇る アンネのバラ など物語
をもったバラにも出会えます。平和のバラ園で一際目を
引く色鮮やかなバラのアーチも必見です。
40年以上たった現在では、新品種の導入を含め、84品
種・約5,600株のバラが咲き誇ります。

万博記念公園では、毎年、5月中旬から6月初旬に、
「ローズフェスタ」を開催しています。会期中には、ア
ーティストによるミニコンサートなどのイベントも開催
され、たくさんの人々でにぎわいます。
平和のバラ園からは、大阪万博のテーマ館の一部でも
ある「太陽の塔」の後ろ姿が見え、色鮮やかなバラと太
陽の塔とのコラボレーションは万博記念公園ならではの
光景です。

「太陽の塔」とバラのコラボ→

所 在 地 大阪府吹田市千里万博公園
交

通 大阪モノレール「万博記念公園駅」から徒歩5分 名神高速 吹田ICから車で5分

休 園 日 水曜日（祝日の場合は翌日休 4月〜GW、10・11月は無休）
入 園 料 自然文化園 大人250円、小中学生70円 9：30〜17：00（入園は16：30まで）
万博記念公園総合案内所 TEL 06−6877−7387

問 合 先 http://www.expo70.or.jp/
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第３回

病気や虫に多少やられても大丈

11

夫︒枯れたりはしません︒

病気は絶対出るものと考えてく

病気に負けない元気なバラを作

10

ださい︒

る事が大切です︒

元気なバラ作りの基本は︑

・冬の作業の土作りと肥料

・月々のちょっとした作業

です︒年間を通じての具体的な作

業内容を下表にまとめました︒ど

の作業も時季毎にパターン化して

9

いますので︑慣れてくると月々の

作業時間はかかりません︒早くバ

ラの花の時期︑花がら摘みのタイ

8

ミング︑病気や虫が出やすい時期

などバラの癖をつかんで下さい︒︑

秋の管理︵9月初旬︶

標高が高い地域は花芽の分化が

遅いので︑秋の剪定はしない︒

夏場からそのまま咲かし続けて

花がら摘みをすると蕾が上がり︑

分化し易くなる︒

7

必死にならずにバラを育てる。
〜70％の出来映えをめざす〜

12

切る

花がら摘み

。
い。

か
に

ド

秋の剪定

→

ツルバラ
冬の剪定
誘引

高地ではしない。

追肥

追肥

追肥

地植えで、1株あたり5錠のハイポネックス置き肥を追肥にする。
（年3回）
地植えで、1株あたり5錠のハイポネックス置き肥を追肥にする
ハイポネックス置き肥を追肥にする。
地植えで、1株あたり5錠

日にちを決めて散布

→ 全体に薄い薬剤をジョウロでたっぷり与える。ピンポイントはハンドスプレーで。

ら梅雨時期
注意

秋から冬の変わり目
べと病に注意

梅雨時期
灰色かび病に注意
マイヤー粒剤

→

プ、ハンドスプレーで防除

乾燥期
うどんこ病に注意
毎月交互に計8回
→

根元に散布

薬剤品名については会報第13号参照
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Letʼs begin your rose life

シリーズ

バラ栽培

初めの一歩
園芸研究家

仁

開花時期の作業
︵5月下旬〜︶

花がら摘みは2番花を咲かすた

めの作業︒次の蕾が開くために必

ず行う︒

殺菌剤は月3回薄めにしてジョ

5

6

開花時期
5/10〜5/20
5/10
5/20頃
5/10〜5/20頃

2月が大事！
冬の剪定

剪定

4

ウロで上からかける︒病気が出て

3

いなくても散布するのが基本︒

殺虫剤は︑なるべく粒剤を使う︒

オルトラン粒剤︑アドマイヤー粒

剤を月1回株元に撒く︒それでも

出てくる害虫には︑ハンドスプレ

2

ーで退治する︒

花が終わったら追肥を忘れずに︒

冬の作業
︵2月中旬〜下旬︶

冬の剪定↓ 寒肥↓ 石灰硫黄

合剤散布の順序で行う︒

できれば︑この時期にコガネム

1

シの幼虫を退治したいので︑ダイ

シストン粒剤3粒を株元に撒く︒

％の出来

但しこの方法は完全に虫や病気

を抑えるのではなく︑

すシンプルな管理方法ですので︑

︵生 産 者 の バ ラ 作 り 程 度 ︶ を 目 ざ

肩の力を抜いたバラづくりをした

い方は是非お試し下さい︒

月

70

花 元

200g

寒肥

200g
花がら摘み

＆

→2番花が着きやすい。

施肥
中旬に剪定し、その後ハイポネックスの
バラ用肥料等を株元の横20〜30㎝の場所に
盛るだけでもいい。（寒肥）
余裕があれば

剪定後に中耕する。
株から50㎝前後、深さ30㎝位を耕す。
腐葉土を混ぜると根の広がりが最高！

毎月3回

石灰硫黄合剤を刷毛で塗る。
（本数が多い時は散布機で散布する。）
病気対策
病気の発生時期が予め分かっていたら、
病気が怖くなくなります。

乾燥期
うどんこ病に注意

オルトラン粒剤
虫対策

4

コガネムシ幼虫対策
ダイシストン粒剤を株元に散布
（散布量は説明書を見て下さい。）

3/5啓蟄から
虫が発生し
出す。

梅雨前か
黒点病に

ら
注

or

マ

アド

コガネムシトラップ、ハ

殿堂入りの

バラの物語
第

園芸コンサルタント
ひょうごローズクラブ理事

藤岡

クィーン・エリザベス

回

クィーン・エリザベス

友宏

は最初のグランディフロ

ーラ系としても有名です。日本では本来のシュス光
沢のあるピンクが出ず、次第に人気が無くなったも
のの、今でも各地に残った大株が見かけられます。

クィーン・エリザベス

現在でもこのバラを超す丈夫な品種は見あたりません。
病気に強く生育旺盛で、剪定が浅いと３ｍ近くも伸び、
見事な大株になります。光沢のあるピンクで花径が10㎝
前後の房咲きになり、丸弁盃状咲きで20〜25弁あり、穏

クィーン・エリザベス

の丈夫さを交配に取り

やかな香りがあります。病気に強い大型の濃い緑をした

入れようと、多くのバラ育種家が親木に使ったので

照葉と、太くて丈夫な茎で、次々と花をつけ、誰が栽培

すが、余りよい種類を生まず、白の

しても失敗のない品種です。戦前に最も丈夫で広く栽培

ある程度で、枝変わりもツル性の

された

ザベス 、 ホワイト・クィーン・エリザベス 、 イ

赤城 （正式名

レッド・ラディアンス

を思

アメリカのラマーツ氏が、自身の作出したＨＴ

シャ

い出させる品種です。

が

エロー・クィーン・エリザベス 、 コーラル・クィ

ーロット・アームストロング
作出のＦ

パスカリ

クィーン・エリ

フロラドラ

ーン・エリザベス

が残っている程度です。

と、ドイツのタンタウ氏

を交配させて誕生しました。

1952年のエリザベス女王の戴冠に因んで命名され、
1954年発表されました。翌年にはＡＡＲＳ（オール・ア
メリカン・ローズセレクション）やＮＲＳ（英国バラ
会）の金賞を受賞し、それ以外にも多くのコンクールで
賞を取っており、1978年に殿堂入りを果たしています。
当時は第２次大戦の被害がなかったアメリカのバラが
世界を圧して、このバラを作ったウオルター・ラマーツ
氏を始め、フロリバンダを世界に広めたジーン・ブーナ
ー氏、ハーバート・スイム氏の御三家が世界のバラ界を
リードしていたのです。その改良の中心になったのは、
クィーン・エリザベス
ト・アームストロング

の親でもある

シャーロッ

で、それを親に数々の名花が生

まれました。
パスカリ
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バラにまつわる話

〜 百万本のバラ のルーツをさかのぼって〜
タイトルに

バラ

がつく曲を探してみると意外に少

この
この、
百万本の赤いバラ

が加藤登紀子によって

ないものです。まず思い浮かぶのは、加藤登紀子がろう

日本語に訳詞され、1987年に自ら歌い、大ヒットし

ろうと歌い上げる

ました。他にも松山善三、山川啓介などによっても

百万本のバラ でしょうか。

女優に恋をした貧しい画家が、全ての財産を売り払っ

訳詞され、北原ミレイ、久米早百合（1979年

異邦

て街中のバラを買って広場に敷き詰め、窓からそれを見

人

を大ヒットさせた久保田早紀
を大ヒットさせた久保田早紀）、伊東ゆかりな

下ろしている女優の姿をひっそり見つめるという一途な

ど多くの歌手によって歌い継がれ、国民的愛唱歌に

恋物語は、どのように生まれたのでしょうか？

なっています。

この曲は、元々は北ヨーロッパ、バルト海に面するラ
この曲は、元々は北ヨーロッパ、バルト海に面するラ
トビアの歌謡曲『ダーヴァーヤ・マーリニャ
トビアの歌
謡曲『ダーヴァーヤ・マーリニャ』（マーラ
トビアの歌謡曲『ダーヴァーヤ・マーリニャ』
が与えた人生）を原曲とする曲で、1981年に発表されま
が与えた人生）を原曲とする曲で、1981年に発表されま
した。ロシア等の強い隣国に蹂躙されてきた小国ラトビ
した。ロシア等の強い隣国に蹂躙されてきた小国ラトビ
アの幸薄い母娘の人生を通して、ラトビアを語っている
アの幸薄い母娘の人生を通して、ラトビアを語っている
慈しみ深い曲で、内容は日本語版とは全く異なります。
慈しみ深い曲で、内容は日本語版とは全く異なります。
その後、旧ソ連でメロディーはそのままで、歌詞は全
く異なる内容に作り替えられ、1982年
ラ

百万本の赤いバ

というタイトルで人気ロックシンガー、アラ・プガ

チョワが歌い大ヒット、日本でも翌年彼女のアルバムが
発売されました。
その内容はグルジアの画家ニコ・ピロスマニがマルガ
リータという名の女優に恋をしたという逸話に基づいて
います。ピロスマニはマルガリータをモデルとしたとい

加藤登紀子が歌う
百万本のバラ のレコードジャケット

われる作品を何枚か残しております。グルジアの首都ト
ビリシの国立美術館で『女優マルガリータ』を観ること

余談ですが、2012年発行のロシアのタブロイド型

ができるそうです。ロシア大衆歌謡研究家の山之内重美

新聞プラウダによると、カザフスタンの男性が、喧

氏は著書の中で、ピロスマニにマルガリータという名の

嘩した妻に詫びるため、花屋に100万本のバラを注

恋人がいたらしいとしながらも、画家が大量のバラを贈

文し、しかも代金を前払いしたことが話題になった

ったというエピソードは作詞家の創作だとしています。

ようです。自国産が少ないため大急ぎで発注し、無
事オランダから100万本のバラが自宅へ配送された
そうです。バラ1本の価格は、500〜1000テンゲ（約
300〜600円 、数億円を妻の機嫌を取るためにポン
300〜600円）
と支払う男の余りの浮世離れさに呆れ返り、百年の
恋も冷めるところですが、カザフスタンのセレブ妻
の反応は庶民の想像を超えたところにあるのでしょ
うか？！一言感想を聞きたいものです。
参照 ウィキペディア

アラ・ブガチョワが歌う
百万本のバラ のレコードジャケット
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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

1月18日（日）
13：30〜15：00

受講料2,000円 12月〜
ツルバラの剪定と誘引
ツルバラ苗付き 定員20名
受講料19,390円 締切
達人技ガーデニング講座
5月17日〜1月31日
（全7回）
宝塚市
各受講日
バラの育て方 連続講座
のうちの土曜日
珍しいバラ苗等 の3日前
あいあいパーク
講師：前野義博氏
全7回（途中入会可）
を毎回プレゼント 定員30名
バラの夏剪定と季節の手入れ
8/10（日）〜
9月6日（土）
受講料500円
講師：藤岡友宏氏
13：00〜15：00
定員30名
1月27日（火）
バラの接ぎ木にチャレンジ
西宮市
12/11（木）〜
受講料1,000円
13：00〜15：00
北山緑化植物園
講師：中内敬子氏
定員20名
2月7日（土）
美しい花を咲かせるための
1/10（土）〜
受講料1,500円
バラの冬仕事 講師：藤岡友宏氏 13：00〜15：00
定員30名
7月5日（土）・6日（日）
六甲山
受講料無料
「ローズウォーク」フラワーガイド ①12:00〜
定員各10名
カンツリーハウス
入園料600円
②14:00〜
8月30日（土）
8/18（月）〜
夏のバラ剪定教室
入園料400円★
10：30〜12：00
定員20名
10月25日（土）
10/14（火）〜
秋のバラ園芸教室
入園料400円★
10：30〜12：00
定員50名
神戸市立
1月31日（土）
1/19（月）〜
須磨離宮公園
冬のバラ剪定教室
入園料400円★
10：30〜12：00
定員20名
体験講座「バラを生活（くらし）
入園料400円★
11月5日（水）
10/1（水）〜
受講料
に生かすテクニック」
13：30〜15：00
定員20名
会員2,000円
講師：星川雅子氏
9月5日（金）
バラの手入れ②〜秋の手入れ〜
8/15（金）〜
受講料会員無料
13：30〜15：30
講師：高田正氏
定員30名
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 11月28日（金）
受講料
11/1（土）〜
センター
会員2,500円
ワー飾り」 講師：平尾ひろ子氏 13：30〜15：00
定員20名
2月13日（金）
バラの手入れ③〜冬剪定〜
1/15（木）〜
受講料会員無料
13：30〜15：30
講師：高田正氏
定員各30名
7月3日（木）
バケツ１杯1,620円
ばらの花バケツ
〜7日（月） (約20本以上）
（色とりどりのばらをお分けします。
）
9：00〜11：00
姫路ばら園
入園料込み
予約受付中
9月7日（日）
受講料1,000円
秋の剪定講習会
10：00〜12：00
入園料込み
尼崎市
上坂部西公園

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

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

時

期

参加料等

バラの小径
6月14日(土）〜7月31日(木）
「ローズウォーク」 9月13日(土）
〜11月3日(月・祝）
六甲山
入園料
開園期間
10：00〜17：00（この期間内は定休日なし）
カンツリーハウス
600円
ローズウォーク
7月5日(土）・6日(日）
フラワーガイド
①12：00〜②14：00〜 各20分（定員各10名）

〜8月31日(日) バラの見頃は6月下旬〜7月中旬 入場料
無料
（営業時間についてはお問い合わせ下さい。）
10月11日(土)〜11月30日(日）
臨時開園：11月6日、20日、27日の各木曜日
秋のローズフェス
入園料
10月19日(日）ローズフェスタ（音楽祭）
ティバル2014
400円★
王侯貴族のバラガイド (8回) 期間中の日曜日13：30〜
10月25日(土）・26日(日）
ローズキャンドルナイト 夜8時まで開園
入園料
10月初旬〜11月中旬
秋のばら園オープン
500円★
10：00〜16：30

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 六甲山英国フェア

六甲ガーデンテラス
078-894-2281

神戸市立
須磨離宮公園

須磨離宮公園
078-732-6688

姫路ばら園

ひょうごローズクラブ会員募集

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

