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シリーズ 『バラを生かした花壇デザイン』

花と緑のトータルなスペースデザインを研究し、ガーデンデザインや住宅造園設計を手掛けるかたわら、多くの花壇づくり
に関する著書をお持ちの中山正範さんに、「バラを生かした花壇デザイン」について4回シリーズで教えていただきます。

バラの花壇スタイル
第1回

ないからです︒

だけでなく︑花壇の調和をそこねてしまうかもしれ

の安易な組み合わせは︑バラの魅力を引き出せない

色別に植栽されているのが一般的です︒他の植物と

ガーデンがそうであるように︑品種別にあるいは花

優美で華やかな魅力をもつバラは︑多くのローズ

が一変します︒

見える所に１基か２基設置して利用すると︑庭の印象

のに最適なだけでなく︑家庭花壇においても四方から

立てのバラは︑公共的な場所をフォーマルに演出する

き︑安定感を与えることができます︒スタンダード仕

とで︑縦だけでなく横への広がりを持たせることがで

しかし︑バラには多くの品種があり︑それぞれの
魅力の違いを生かしながら他の植物と組み合わせた

●ボーダーガーデンスタイル

イギリスで発達したボーダーガーデンとは︑建物や
フェンス︑

す︒そこで

多いようで

いる場合が

って並んで

ドが列にな

スタンダー

らあるのは︑

ただ従来か

印象的です︒

新鮮に見え

誰の目にも

のようで︑

ぶ豪華な球

空中に浮か

のバラは︑

ード仕立て

スタンダ

組み合わせたい草花は︑花形のコントラストが面白い

出ないボーダーローズは手前に植えることが大切です︒

ッシュローズなどはボーダーの後方に︑高さはさほど

置については︑株の丈が高くなることが予想できるブ

ラの植栽位

れます︒バ

ちにしてく

幸せな気持

に見る人を

香りととも

かで︑その

デンは華や

ーダーガー

を用いたボ

中でもバラ

のことです︒

帯状の花壇

て作られた

花壇づくりを︑スタイル別に楽しんでみてはいかが
でしょう︒

●スタンダード仕立てスタイル

スタンドの

穂状形のジギタリス︑デルフィニウム︑サルビアなど

通路に沿っ

株元に花壇

がよく調和するでしょう︒

円形の花形のバラと穂状形のジギタリスフェルギネア、
デルフィニウムによるコントラストが目を引くボーダー
ガーデン。（横浜緑化フェア）

をつくるこ

スタンダード仕立てのバラと花壇。青と白の配色が
初夏のすがすがしさを演出。（横浜緑化フェア）

正範
中山
ガーデンデザイン研究家
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●ウオールガーデンスタイル
レンガや石造りの住宅の壁面に

誘引されて咲くツルバラは︑絵を

見るようにロマンチックです︒建

物の固さに優しさを与えるツルバ

ラはその魅力を遺憾なく発揮し︑

誰しも一度はツルバラのウオール

ガーデンに憧れるのではないでし

ょうか︒さらにクレマチスや︑株

元に低木︑多年草や一年草を用い

た花壇を組み合わせる余裕があれ

ば︑素晴らしい光景を作りだすこ

とができるでしょう︒

●ナチュラルスタイル
ナチュラルスタイルとは︑形式にとらわれ

●アプローチスタイル

通りから入口までのアプローチ︵通路︶に沿って植

ぎると圧迫感を感じ

栽した花壇がアプローチ花壇です︒ボリュームが出す

●アーチスタイル

めます︒

るアプローチを楽し

植えれば︑変化のあ

と他の植物を交互に

が生まれます︒バラ

たつながりや方向性

色を揃えると連続し

大切です︒同じ品種︑

考えて植えることが

選び︑株間の空間を

トにまとまる品種を

ラの場合︑コンパク

させるので︑特にバ

生垣に向かうアプローチを飾るバラ。バラなら
ではの華やかさが生垣の向こうへの期待感を抱
かせる。（イギリス）

ではなく他の植物や葉物と共存するように用

特に心配はいりません︒ここではバラは主役

ような草花とも合わせやすく︑組み合わせに

ことができます︒バラの丸い花形は他のどの

や広さが許せばナチュラルスタイルで楽しむ

ルスタイルでの植栽が多いバラですが︑条件

る花壇やガーデンのスタイルです︒フォーマ

入れ︑自然の野原を思わせるような植栽をす

元が空いて見える

ものでしょう︒株

しさと香りに因る

の幸福感は花の美

アーチをくぐる時

て方です︒バラの

性を生かした仕立

いうツルバラの特

つる性と多花性と

花のアーチといえばツルバラを思い浮かべるように︑

いることが大切です︒

ので︑草花や低木
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を植えて安定感を
出しましょう︒

連続したバラのアーチと２列の草花によるライ
ン花壇。アーチと共に優しく歩みを誘う。
（愛知 デンパーク）

レンガの壁を覆って咲き誇るツルバラ。
赤からピンクへのグラデーションが美し
いウオールガーデン。（三重 なばなの里）

ないで︑できるだけ自然のたたずまいを取り

日本的な雰囲気のあるナチュラルなアプロー
チ。バラと他の植物とが美しい調和を見せる。
（国際バラとガーデニングショウ）

平成
香りの講座

年度

ランチ＆講演会
﹁理想の庭に近道なし
〜日陰から日向の庭に変わるまで〜﹂
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﹁バラのアロマストーン＆バスソルト作り﹂

日︵月︶

場 レストラン オーシャンプレイス

月

大澤 恵理子 氏 ︵ローザンベリー多和田

開催日
会
師

日︵火︶

花と緑のまちづくりセンター
講

月

場
宮本 幸子 氏 ︵﹁アロマとハーブの教室 風薫〜ふうか〜﹂主宰︶

今回の会場は︑みなと神戸のランドマーク

開催日
会
師

容

れるロケーションでした︒

ンタルホテル︑ポートタワーが見渡せる開放感あふ

い窓ガラスから神戸港やモザイクの観覧車︑オリエ

に位置するレストラン﹁オーシャンプレイス﹂︒広

オーナー︶

講
内

付けしました︒
更に︑天然塩︑ドライローズやローズオットー等でバスソルトを
作りました︒教室中が優雅な香りに包まれ︑受講者の皆さんの表情

講師として︑イングリッシュガーデン﹁ローザン

ベリー多和田﹂︵滋賀県米原市︶のオーナー︑大澤

万平方メート

恵理子さんをお招きしました︒自分の庭を造りたい
という長年思い続けた夢をかなえ︑

いという感想がたくさん寄せられました︒

終了後︑是非﹁ローザンベリー多和田﹂を訪れた

いました︒

講演後は︑大澤さんとともにフレンチ料理を味わ

ときでした︒

なセンス︑包容力あふれるお人柄に魅了されたひと

なく愛する大澤さんのバイタリティーとナチュラル

ー多和田﹂をリニューアルされました︒植物をこよ

向かってどんどんアイデアを出し︑﹁ローザンベリ

ひしがれたものの︑また新たな庭を造るという夢に

澤さん︒昨年に甚大な台風被害を被り︑当初は打ち

ルの広大なイングリッシュガーデンを作り上げた大
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型のアロマストーンを作り︑それにローズ精油＆お好み精油で香り

受付を早々に締め切る人気となりました︒好きな色でバラ
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容

‥ ‥ ‥ ‥
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内

完成したバラのアロマストーン

30

19

も和らぎ︑互いに作品を見せ合って︑和気あいあいの雰囲気になり
ました︒

製作風景

第2報

オーシャンプレイス

レストラン

講 演 風 景と講 師 の大 澤さん

‥ ‥ ‥ ‥
2
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訪ねてみたい！

県外のバラ園

綾部バラ園
（京都府綾部市）

２０１０年１０月に綾部市制施行６０周年記念事業として「綾部

綾部バラ園風景

バラ園」はオープンしました。総勢５００名を越えるボランティ
アスタッフが、石並べや土壌づくり、植栽を行った市民手づくり
の公園です。現在も、綾部市内を中心に、福知山、舞鶴などから
約１８０名のボランティアスタッフが集まり、「綾部バラ会」とし
てお揃いのスタッフジャンパーを着て、維持管理をしています。
２０１４年５月には、「あやべ特産館」が新たに開設され、綾部バ
ラ園と既存施設の「グンゼ博物苑」※１とを合わせて「あやべグ
ンゼスクエア」としてスタート、綾部市観光の拠点となっていま
す。あやべ特産館では、バラ苗やバラに関するグッズ、バラ用肥
料なども取りそろえています。
園内には、１２０種類１,２００本のバラが植栽されています。
まずは、入口トンネルのツルバラ

カクテル

が迎えてくれま

す。バラ園の中心を占める直径１５メートルほどのサークルには、
当園のシンボルバラ、 アンネのバラ

作業をするボランティアスタッフ

が咲き誇ります。
『アンネ

の日記』の作者アンネ・フランクの父オットー氏から日本へ送ら
れてきた苗木を綾部在住の親子が根付かせ、株を増やしたという
縁※２があります。アンネの平和への願いを伝えるため、園内中
央の世界連邦のマークを囲むように植栽されています。
２０２０年には開園１０周年を迎えますので、１年掛けてリニュ
ーアルを進める予定です。春と秋のシーズンには「バラまつり」
を開催していますので、ぜひお越しください。
※１ 「製糸業」から始まったグンゼ株式会社が、１９９６年に創立１００
周年を記念して発祥の地、綾部市に建設した資料館
※２ 綾部市出身者が１９４６年に創設した「聖イエス会」の合唱団が
シンボルバラの アンネのバラ
１９７１年に海外演奏旅行に行った際にアンネ・フランクの父、オ
ットー氏と出会い、帰国後も親交が続いた。オットー氏からは２度にわたり アンネのバラ の苗が送られてきた。
そのうちの一本を綾部市民が接ぎ木によって増殖して、全国に広め、２０１０年３月までに約８,０００本となった。
こうして アンネのバラ は、「愛と平和の使徒」として日本各地で愛される存在となっている。
（綾部市制施行６０周年市民会議 市民バラ園整備実行委員会の資料を参照）

グンゼ博物苑
あやべ特産館

綾部バラ園
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【所在地】

〒６２３‑００１１ 京都府綾部市青野町亀無１番地の２
「あやべグンゼスクエア」内
【開園時間】９時〜１７時
【定休日】 火曜日
【料 金】 無料
【交 通】 ＜電車＞ＪＲ山陰本線 綾部駅より徒歩１０分
＜車＞ 舞鶴自動車道 綾部ＩＣから車で約５分
【問合先】 あやべ特産館 ＴＥＬ０７７３‑４３‑０８１１

淡路島バラの切り花生産者を訪ねて

集堂バラ農場
（集堂 昭典 さん）（淡路市浦）
淡路市の集堂さんは、毎年ひょうごローズクラブ総会で展示される、見事なバ
ラの生産者です。切り花生産農家としてバラを育て、大阪の花市場に一年を通じ
て出荷されています。この度、集堂さんの仕事場、バラの集荷場を訪ねて、バラ
への思いなどお話を伺いました。

作業場で語る集堂昭典さん

＜バラ栽培を始めたのは？＞
現在、１１００坪あるバラ農園を、家族４人で
切り盛りしています。高校卒業後、一般企業に
就職しましたが、２０代になって父親のカーネ
ーション栽培に携わるようになり、３０代頃か
らバラ栽培を開始。種苗法の関係で毎年苗の更
新が必要なカーネーションに比べて、バラは苗
更新の間隔が３年ほどで、種苗費を抑えること
ができました。当時近隣の３件のカーネーショ
ン生産農家もバラへ作物移行しました。地域の
バラ生産農家と研究会を作り、浅見均さん（ひ

集堂さんの作業場から見えるハウス群

ょうごローズクラブ理事）の指導を受けたり、
バラの切り花栽培が盛んな、広島県、愛知県、
静岡県などに研修に行くなど、栽培技術の向上
に努めました。
＜バラ経営

日々格闘中＞

バラ栽培には、ハウス内の温度管理等のため
の燃料費が大変かかります。２００８年の重油価
格の高騰で光熱費がそれまでの４倍ほどになっ
たことが大きな痛手となり、淡路島のバラ農家

カルピディーム

ドレスローザ

アマダ

アルヌブラン

は８件から３件に減少しました。そこで、重油
に替わり、省エネルギー型電気暖房機ヒートポ
ンプを導入して燃料費を節約しました。今後は、
施設の老朽化に備えたり、また栽培品種を増や
すなどの新しいことを手掛けるための設備投資
が必要になります。
＜好きなバラ、自慢のバラ＞
ケニア、エクアドル、インドなど海外から安
価なバラが輸入され、市場での競争は厳しいで
すが、それでも大好きなバラ栽培をこれからも
続けたいと思っています。
現在のバラの売れ筋はピンクですが、自分が
好きなバラは白系です。現在20品種栽培し、毎
年新品種を試作しています。どこの生産者も扱
っていない品種もあります。花市場やホテルを
抱える仲卸さんから特別注文も受けます。自分
の自慢のバラをこれからもしっかり作っていく
つもりです。

オートクチュール

ポルトスノー

総会で展示された集堂さんのバラ
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殿堂入りの

バラの物語
ノック・アウト

最終回

Knock out

このシリーズ最終回は、２０１８年世界バラ会議コペン
ハーゲン大会（デンマーク）で殿堂入りを果たした ノ
ック・アウト を取り上げます。２０００年にアメリカの
育種家ラドラー（Radler,W.）が作出しました。衝撃的な
ネーミングですが、「病気をノックアウトする」ことから
名づけられたそうです。
バラ品種に関する世界の潮流は病気に強いバラに向か
っています。コペンハーゲン大会に出席した著名なバラ
育種家たちも、その流れの中で ノック・アウト を選び
ました。耐病性だけでなく、耐暑性、耐寒性、さらに害
虫にも強い品種
で、無農薬栽培は
ノック・アウト

難しいと言われて
いたバラでそれを

ダブル・ノック・アウト

(浜寺公園)

(浜寺公園）

ト のほか、淡いピンク色の ブラッシング・ノック・ア

可能にする品種と

ウト 、オレンジ色がかったピンク色の レインボー・ノッ

して栄冠を獲得し

ク・アウト など、どれも強健で、ほとんど手入れをし

ました。四季咲き

なくても咲き続けます。

性がとても強く、

大阪府堺市にあ

春から晩秋まで絶

る浜寺公園では、

え間なく咲き続け

世界的潮流である

ます。小枝が多

バラの無農薬栽培

く、樹勢が強いた

を進めており、

め、全体にこんも

ノック・アウト

りと茂り、数本ま

を積極的に植栽し

とめて植えると見

ています。（会報

応えがあります。

誌１８号「バラに

フロリバンダ系で、ローズ色を帯びた赤色、花径は７

まつわる話

〜浜

〜８㎝ほどの中輪、半八重の丸弁平咲きで、３〜４輪ほ

寺公園

どの房咲きになります。樹高は１mほど、樹形は横張り

培への取り組み

のブッシュ樹形、ティー・ローズ系の軽い芳香がありま

〜」参照）

す。さらに、古い花は自然に枯れ落ちるので、摘み取る

無農薬栽

他にも中之島公
ホワイト・ノック・アウト

(浜寺公園)

必要がなく、手間がかかりません。

園バラ園（大阪

２００２
殿堂入りに先立ち、２０００年にはＡＡＲＳ賞※１、
年には、ＡＤＲ賞※２、ジェノバ国際コンクール（イタ

市）、荒牧バラ公園（伊丹市）、イングランドの丘（南あ

リア）金賞を受賞しています。
花色が異なる枝変わりがあり、 ピンク・ノック・アウ

※１

わじ市）などでも観賞することができます。
初心者が最も育てやすいバラの一つ、 ノック・アウ
ト は、今後ますます注目されることでしょう。

アメリカでもっとも権威あるバラのコンテスト。シカゴに本部を置くＡＡＲＳ（All-America Rose Selections）は、アメリカのバラ産
業によって創設された非営利団体で、全米の試験園で２〜３年の試験栽培を経て厳格に審査される。アメリカのほとんど全ての国土
で育てられるバラが選ばれているため、どんな環境でも育てやすいという特徴があるので、品種選びの参考になる。
※２ ＡＤＲ賞は、ドイツで開催されているバラの新品種を対象にしたコンテスト。世界中から応募された新品種のバラは、個人の庭や道
路脇、公園などドイツの各地１１カ所で３年間栽培される。化学薬剤は一切使わないという条件で試作されるので、世界でも難易度
の高いバラのコンテストと言える。

6

バラのイベント情報
予約が必要なイベント
場

所

（問い合わせ先に必ずご確認ください。）

テ ー マ・内 容 等

日

達人技ガーデニング講座2019
宝塚市
バラの育て方 (7回連続講座)
あいあいパーク
講師：前野義博氏 （途中入会可）
西宮市
バラの季節の手入れ
北山緑化植物園

時

5/4､6/1､7/6､9/7
11/2､12/7､1/18の
各土曜14：00〜16：00
13：00〜
8/31(土)
15：00

参加料等

受

付

6/18(火)

実習：夏後の切り戻し・除草中耕ほか 9/2(月)

8/20(火)

9/30(月)

講義：「秋バラと冬バラの管理」

10/16(水)

実習：花がら切り・除草中耕ほか

11/11(月)

10/29(火)

実習：花止め・除草中耕ほか

12/2(月)

11/19(火) 9：00
〜

実習：つるバラの誘引・縄結びほか

1/20(月)

1/7(火)

バラが引き立つジェルキャンドル作り 11/6(水)

受講料会員1,500円 9月中旬

10：30〜 入園料400円★
10/1(火)
12：00 受講料無料

13：30〜
花と緑の
香りの講座「バラのロールオンアロマ作り」
15：30
まちづくりセンター 講師：アロマとハーブの教室
受講料
12/5(木)
風薫〜ふうか〜主宰 宮本幸子氏
（明石公園）
バラの手入れ・剪定

＜冬＞

須磨離宮公園
078‑732‑6688

花と緑のまち
づくりセンター
（ひょうごローズ
クラブ事務局）
078‑918‑2405

受講料会員無料 8/15(木)

8/30(金)

＜夏＞

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

9/17(火)

実習：ふりかえり・除草中耕ほか

バラの手入れ・剪定

問い合わせ先

全7回で19,390円 締切
バラ苗毎回
各受講日
プレゼント
の3日前
7/15(月) 9：00
受講料200円
〜

7/1(月)

実習：マルチング・除草中耕ほか

神戸市立
須磨離宮公園

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。

2019年度7月〜1月

未定

9月中旬

受講料会員無料 1/4(土)

1/24(金)

＜秋の視察研修旅行のご案内＞ （予定）
2019年10月30日
（水） ローザンベリー多和田（滋賀県米原市）
集合場所 ＪＲ神戸駅南バス駐車場
申込開始 9月中旬

自由参加のイベント
場

所

（詳細は各施設にお問い合わせください。）

テ ー マ・内 容 等

時

期

参加料等

問い合わせ先

5/11（ 土）〜7/7（ 日）
入園料1,500円
ラベンダー＆
神戸布引ハーブ園
5/11（ 土）〜7/7（ 日）の土日（受付11：00〜15：00）ロープウェイ代込み
ローズフェア
078‑271‑1160
暮らしのアイテムづくり
（香り袋）
会員証提示で2割引
10月18日（金）〜11月6日（水）
秋のローズ
須磨離宮公園
入園料400円★
王侯貴族のバラガイド 期間中の日曜日
フェスティバル2019
078‑732‑6688

神戸布引
ハーブ園
神戸市立
須磨離宮公園

※期間中は様々なイベントあり。

初夏の
6月8日(土)〜7月31日(水)
ローズウォーク
六甲山カンツリー
ハウス（神戸市）
秋のローズウォーク 9月14日(土)〜11月4日(月･休)
奇跡の星の植物館

秋のローズ
ガーデンショー

六甲山

入園料620円 カンツリーハウス
078‑891‑0366
入園料600円★

10/5(土)〜11/17(日)

奇跡の星の植物館

0799‑74‑1200

＜バラでブレイクタイム＞ 萬葉集のバラ うまら 現代名 ノイバラ
新元号「令和」で脚光を浴びている萬葉集。萬葉人は、自生
していたノイバラを歌に詠んでいます。当時は、「うまら」と
呼び、秋の赤い実を薬用としていたようです。
およそ1,200年前と変わらず、今も5月の野原や川原に鋭い
トゲながら、香り豊かで清楚な白い花を咲かせています。
ノイバラ

ひょうごローズクラブ会員募集
編集発行

（加古川市平荘町で撮影）

バラのある暮らし 一緒に楽しみませんか？

ひょうごローズクラブ理事長 石原 憲一郎
〒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

ひょうごローズ

検索

