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く内容でした︒これからのバラ︑そして大きく生活環境

としての地球のこれからを考える重要で壮大なテーマで︑

参加者の方々の視線が一点に集中し︑皆さんの真剣度が

伝わってきました︒

ヨーロッパは今環境問題と真摯に向き合い︑農薬投与
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今回の会場は︑重厚な石造りの建物が並ぶ旧居
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講

容

開催日
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留地にあるレストラン﹁レニージョエル﹂︒景観形成重

に対して厳しい姿勢で臨んでいます︒バラ栽培に関して

も同様で︑白砂さんが審査員をされているバガテル新品

種国際コンクール︵フランス︶の審査は︑完全無農薬で

行われていてびっくりさせられます︒従来の審査基準と

は全く異なっているので︑美しいが病気に弱い大輪系の

バラは全く影を潜め︑安全性と手入れが簡単なものが賞

を獲得します︒一輪の美しさではなく︑房咲きで全体の

バランスに力点が置かれ︑また︑離弁性︵セルフクリー

アマデウス

要建築として神戸市の指定を受けている海岸ビル︵旧三

井物産神戸支店︶にあります︒

講師としてお迎えした白砂伸夫さんは︑ひょうごロー

ズクラブ理事で︑講演をお願いしたのは２度目です︒建

築︑ランドスケープデザイン︑ガーデンデザインと幅広

い分野で世界的に活躍︒特に︑ローズガーデンでは世界

から認められたランドスケープアーキテクトです︒

今回の講演﹁バラの新しい潮流﹂には︑白砂さんの強

ニング性︶︑耐病性︑樹勢の強さなどの剛健さを持って

いるもの︑つまり公共空間へ展開するのに︑安全で省力

化できるバラが選ばれます︒環境問題に対するヨーロッ

パのスタンスを学び︑日本でも舵を切る時が来ているこ

バガテル公園の

とが実感できたお話でした︒

白砂さん
（左）
とコンクール優勝者
ジェロームさん
（中央）

いメッセージが込められていて︑穏やかで流暢な語り口

ながら︑熱い思いが秘められ︑私たち聴く者にズンと響

白砂さんの講演

‥ ‥ ‥ ‥
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理事長メッセージ

ひょうごローズクラブの皆さまへ

拝啓

厳しい状況下ですが、会員各位にはご健勝でお過ごしのことと思います。

さて、令和２年の新しい年を歩み始めてわずか３ヶ月足らずで、新型コロナウイルス
感染症拡大の影響により日常の生活が暗転してしまいました。皆様も重苦しい生活を余
儀なくされていることと思います。改めて、感染症の犠牲になられた方々に深く哀悼の
意を捧げるとともに、否応なく入院や隔離生活をされている方々に、心よりお見舞い申
し上げます。
ひょうごローズクラブも、本来であれば６月20日に皆様方にお集まりいただき、令和
２年度総会＆ローズセミナーを開催し、令和元年度収支決算や令和２年度事業計画と予
算計画をご審議いただく予定でしたが、現下の状況を考慮し、書面承認による総会とさ
せていただきました。またローズセミナーも、京成バラ園芸の入谷伸一郎さんからバラ
栽培についての貴重なお話をお聞きする予定でしたが、誠に残念です。
今回、事業計画等をご承認いただきましたら、予定の研修会や講習会は今後の感染状
況を見ながら、感染防止対策の上参加者の安全と安心を確保して実施していく所存です。
感染症の拡大時期がちょうどバラの開花時期と重なり、本来最盛期のバラ園が休園と
なったり、日本一と言われる県下各地のオープンガーデンも中止となるなど、本当に悔
しい気持ちで一杯です。さらに、バラの見学者による密集を避けるため、開花したバラ
の花や蕾を泣く泣く剪定した出来事にも心が痛みます。今秋や来春にはいつものように、
バラ園の中でバラ談義を行いながら、皆さんが笑顔で観賞できることを強く望みます。
世界中を恐怖に陥れているこの感染症は、拡大のスピードは以前より遅くなったとは
いえ、第二波、第三波襲来の恐れも指摘されています。さらに、そのワクチンが安定供
給されるまでは数年かかるとも言われ、状況は混沌としています。
バラにもウイルス感染があります。人間に抗体が形成されてウイルスに強くなるのと
同じで、抗ウイルスのバラを創り出すことも行われていますが、ウイルスが変異して、
またバラを襲ってくるのは人間の場合と同じです。人間社会もこの感染症を克服したと
しても、いつまた新たな感染症が襲ってくるかもわかりません。
今回の出来事を、今後の国際連携、社会システム、医療や法の制度、そして我々自身
の生き方や暮らし方等を考え直す機会にいたしましょう。

第２報

敬具
令和２年６月吉日
ひょうごローズクラブ理事長
石原

憲一郎

新品種国際コンクール開催中のバガテル公園（パリ）
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シリーズ 『バラを生かした花壇デザイン』

バラのコンビネーションプランツ

栽になります︒他にバラと組み合わせたいツル性植

株立て仕立てにした木バラを用いても心引かれる植

いずれにあってもバラのもつ魅力に抗うことはできま
物としては︑カロライナジャスミン︑フジ︑プルン

バラそのものの美しさは︑誰しも認めるところです︒
せんが︑他の植物との組み合わせで︑新たな表情を見
パゴなどがあります︒

ナチュラルスタイルの庭で楽しむバラには多年草

●多年草︵宿根草︶とのコンビネーション

出すことができます︒フォーマルスタイルのローズガ
ーデンでは︑刈り込まれたツゲの縁取りがバラをより
一層凛々しく見せますし︑野山に咲くようなナチュラ
にはのびのびと︑時には緊張感のある雰囲気を漂わせ
との組み合わせが似合います︒その際︑多種類の草

ルスタイルの庭では︑他の植物との組み合わせで︑時
てくれます︒ぜひさらなるバラの魅力を引き出すコン
花を組み合せるよりも︑まず１種類の草花を取りあ

い合うように

ツルバラが競

クレマチスと

壁面を飾る

フリル形のフ

ミラリティ︵類似︶の効果が期待できます︒房形や

ランスギクや球形のルリタマアザミの花形とではシ

などの草花とでは形のコントラスト効果︑円形のフ

状形の花形をもつサルビアスペルバ︑宿根リナリア

ロックスなど
の花形は︑バ
ラのもつ華や
かさを増幅し
て見せてくれ
るでしょう︒
多年草と組み
合わせる場合
には︑数年先
を見据えて株
間や配置を考
えることが大
切です︒

ラ︑ヤグルマギク︑カンパニュラな

咲く草花には︑キンギョソウ︑ニゲ

楽しみがあります︒一般的に初夏に

り︑毎年違った組み合わせができる

魅力は花期の長さ︑豊富な花色にあ

一年草・二年草の種類は多く︑その

バラが最盛期を迎える初夏に咲く

とめる時にはダークカラーのオキザリスセトクレア

るく爽やかさを演出します︒シックな落ち着きをも

ライムライト︵黄緑︶のリシマキヤやイポメアは明

は︑大きく３色のグループに分けて考えましょう︒

も比較的楽なのでうれしい存在です︒カラーリーフ

ーフです︒１年を通して長く楽しめ︑メンテナンス

どんな花をも引き立ててくれる名脇役はカラーリ

になる草花を１種類加えるとよいでしょう︒

ーフだけでは物足りないと感じた時にはアクセント

暗色の茶まで巾広い色を有し重宝します︒カラーリ

う︒コリウスやヒューケラは黄緑から赤︑紫そして

クリサムはどのバラの花色とも合わせやすいでしょ

を︒上品でエレガントな演出には︑シルバーカラー

花形が豊富なうえ︑バラに負けない華やか

ョンといえるでしょう︒ダリアは︑花色︑

アを選んでみるのも一味違うコンビネーシ

夏にはユリを初秋から晩秋にかけてはダリ

た花姿をもつ球根アイリスも見逃せません︒

スノーフレークやイキシア︑すっきりとし

やかさに負けないラナンキュラス︑可憐な

ウム・ギガンチュウムが面白く︑バラの華

には︑空中に浮いて見えるように咲くアリ

す︒初夏に咲くバラと組み合わせたい球根

球根は植える場所が自由に選べて便利で

●球根とのコンビネーション

どがあり︑バラとの配色を十分に考

●カラーリーフとのコンビネーション

サルビアスペルバとの組み合わせは花形、花色によるコント
ラストが生きる見事なコンビネーション。

が最適です︒定番のシロタエギク︑セネシオ︑ヘリ

チスを背景に

また︑クレマ

えるでしょう︒

グの植物とい

ストマッチン

さがあり︑ベ

から選ぶ楽し

多い品種の中

レマチスも数

す︒バラもク

見せてくれま

ない美しさを

みつつゆるぎ

トラストを生

形によるコン

咲く様は︑花

上で脇役の働きをしてくれる多年草を選びます︒穂

を際立たせるために︑バラの花色・花形を見定めた

げることから始めるとよいでしょう︒バラの美しさ

ビネーションプランツを見つけてみませんか︒

オルレア（一年草）の白とバラの淡いピンクの配色はすがすがしい
印象を与える。

壁面を飾るクレマチスとバラは互いを引き立て合うベストコンビネーション。

えて選びたいものです︒

●ツル性植物とのコンビネーション

●一年草・二年草とのコンビネーション

第3回

正範
中山
ガーデンデザイン研究家
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ダイアンサスとバラの暖色系（赤、ピン
ク、白）の配色が明るくポップな表情を
見せてくれる。

さをもち︑庭を豪華に飾ってくれます︒

シルバーリーフはバラの上品さとエレガントさを増幅させる。

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。

バラを育てる、魅せる、そして広める！
わが社のバラ事業紹介

第２回

訪ねてみたい！

県外のバラ園

アカオハーブ＆ローズガーデン

ROSE LABO株式会社

（静岡県熱海市）
温泉地熱海市にある２０万坪に及ぶ広大な花の楽園で

（埼玉県深谷市）

園賞を受賞した正に必見に値するガーデンです。

す。太平洋の絶景を借景とし、自然の丘陵地を活かした

入園受付後、園内バスに乗って一番上のガーデンに行

雄大な景色の中に、１２の個性あふれるガーデン※が点

き、その後ゆっくりと歩いて下りながらのガーデン散策

在しています。ここにはハイブリッドティーという色調

が楽しめます。（下りの園内バスに乗ることもできます。
）

の強い現代バラでなく、淡い色で周辺と調和のとれるオ

隈研吾設計のカフェ「ＣＯＥＤＡ

ＨＯＵＳＥ（コエ

ROSE LABOは、無農薬の食用バラの栽培・商品開発・販売を一貫して

ールドローズやイングリッシュローズ、ツルバラなどが

ダハウス）」が園内でもひときわ眺望のよい場所にあり、

行う６次産業化※１に取り組み、オリジナルブランドで加工食品と化粧品

６００種４０００株植えられています。ひょうごローズク

バラのアイスクリームやサイダー等のメニューが楽しめ

を展開しています。

ラブの理事である白砂伸夫さんがデザインの監修・植栽

ます。

私は、「食べられるバラ」に興味をもち、大学を中退し大阪のバラ農家

計画を手掛けられ、２０１５年に世界ばら会連合の優秀庭

で修業しました。そこで栽培の大変さとともに美しさや効能を知り、ます
※イングリッシュローズと相性の良いジキタリス
やルピナスなどの宿根草の競演が美しい「イン
グリッシュローズガーデン」、斜面地の高台から
バラやチューリップで彩られた庭園を一望でき
る「バラの谷」の他に、「黄金のバラの庭」、「フ
ランスの香りのバラの庭」、「クライミングロー
ズガーデン」、「日本庭園 天翔」、「ハーブガー
デン」など合わせて１２の庭園がある。

ますバラの魅力に取りつかれ、それを世に発信したいと思い、2015年22歳
の時に思い切って起業をしたのがこのROSE LABOという会社です。
深谷市は平均気温が高いためより早く多く収穫でき、また新規就農者へ
の優しさと行政のサポートがあることで栽培地として選びました。１年目
は肥料の配分や灌水回数に失敗してバラがほぼ全滅！そこで栽培と経営の
傍ら農業の専門学校で学び直し、やっと安定して栽培できるようになりま
したが、当時はまだ「エディブルフラワー
（食用花）」の認知度が低かった

【所在地】 熱海市上多賀１０２７−８
【営業時間】 ９時〜１７時
【入園料】 大人１，０００円〜 ※時季により変更あり。
【定休日】 １２月と１月の火曜日 ※年末年始は営業
【連絡先】 ＴＥＬ０５５７‑８２‑１２２１
【交 通】 東海バス 熱海駅から網代旭町行バス１５分
※熱海市内周遊バスも停車

ので、卸先を探す苦労が始まりました。早朝の栽培、日中の営業活動、夜
は食いつなぐためのアルバイトと大変でしたが、咲き続けるバラと社員が

農園の中のスタッフ

いるという責任感で乗り越えることができました。
大きな転機となったのは、２年目に売れ残ったバラでジャムを作ったことです。それまでは、料理のトッピング用
などの生の花びらを販売していましたが、消費期限が短い上に送料が高く、非効率的でした。賞味期限が長く常温で
出荷できる加工食品を展開することで事業が大きく飛躍したと思います。
さらに、学生時代から興味のあった化粧品を作りたいと思い、育苗家の協力を得て、新種のバラの育種に挑戦しま
した。２年で

24（トゥエンティフォー） ※２という美容成分が豊富なオリジナル品種を開発し栽培をスタート。バ

ラから蒸留水とエキスを抽出し、念願の化粧品を開発しました。同時にネット通販を始め、創業３年目で年商は１億

⑤イングリッシュローズガーデン

円超え、現在は売り上げの８割以上を加工食品や化粧品が占めています。
「コロナウイルスの影響でバラ園に行けない」と嘆くお客様のためにSNSにバラの写真を投稿するなどお客様の声
にすぐ応えられることも、６次産業の喜びです。新商品を開発したり、配送の箱に香り付けしたりと、お客様に喜ん
でもらうために今後も「食べられるバラ」を通して、私たちに出来ることを精一杯やっていきます。
＜代表取締役

田中 綾華＞

※１ 生産者（1次産業者）が加工（2次産業）と流通・販売（3次産業）も行い、経営の多角化を図ること
※２ 表紙写真参照

④コレクションガーデン（上下とも）

【取扱店舗（兵庫県内）】※化粧品のみ
東急ハンズ三宮店
神戸ロフト
（神戸阪急 新館２階）
メイクアップソリューション 神戸店
（大丸神戸店 Ｂ２階）
西宮ロフト （阪急西宮ガーデンズ２階）

【公式オンラインショップ】
ｈ
ｔ
ｔ
ｐｓ
：//ｗｗｗ．
ｒ
ｏｓｅ
ｌ
ａｂｏ．
ｊ
ｐ/
加工食品
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⑧バラの谷

化粧品

5

バラのイベント情報

令和2年度7月〜1月

都合により内容が変更になる場合があります。
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。

※新型コロナウイルスの感染症対策に伴い、休園やイベントの中止の可能性があります。
それぞれの施設にお問い合わせの上お出かけください。

予約が必要なイベント
場

所

（問い合わせ先に必ずご予約ください。）

テーマ・内容・講師など

日

時

受講料等

達人技ガーデニング講座 2020 6/6、7/4、9/5、10/3、
全7回で20,020円
宝塚市
宝塚市
バラの育て方（7回連続講座） 11/7、12/5、1/30の
毎回お土産付き
あいあいパーク
講師：前野義博氏（途中入会可）各土曜14：00〜16：00
7/13（月）、8/31（月）
ローズ★Grower
9/14（月）、10/21（水）
春（5月）と秋（10月）の育て方教
11/16（月）、12/21（月） 入園料400円★
室（講義）をもとに１年間バラの
受講料無料
神戸市立
1/18（月）、2/1（月）
神戸市
手入れをして、一緒にローズ
須磨離宮公園
3/15（月）
Growerを目指す講座
10：30〜12：00
受講料会員
薔薇のアロマモイストポプリ
11/4（水）
1,000円
づくり
花と緑の
まちづくり
加東市
センター
（明石公園）

バラの手入れ

〜夏剪定〜

8/28（金）

ローズのジュエルアロマソープづくり 12/3（木）
バラの手入れ

〜冬剪定〜

13：30
〜
15：30

1/29（金）

受付開始日

問合先

締切
各受講日
の3日前

あいあいパーク
カルチャー教室
0797-89-5933

約2週間前 9：00 須磨離宮公園
の火曜日 〜
078-732-6688

9月中旬

受講料会員無料 8/1（土）
受講料会員1,000円 9月中旬
受講料会員無料 1/15（金）

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

＜秋の視察研修旅行のご案内＞ （予定）
令和2年10月21日（水） 綾部バラ園（京都府綾部市）
ガレリアかめおかバラ園（京都府亀岡市）
麒麟がくる 大河ドラマ館 など
集合場所 ＪＲ神戸駅南バス駐車場
申込開始 9月中旬

＜バラでブレイクタイム＞

本の紹介
『バラ図鑑475種』

入谷 伸一郎

著

ブティック社刊

今年度のローズセミナー講師としてお招きする予定だった京成バ
ラ園芸の入谷伸一郎さん執筆の本を紹介します。
これからバラを育ててみたいと考えているバラ初心者の人に是非
手に取っていただきたい一冊です。図鑑の第１章は、初心者でも農
薬散布の心配をせず気軽に栽培できる「丈夫で育てやすいバラ」と
して、ブッシュローズ、シュラブローズ、つるバラそれぞれ何十種
も紹介し、各々の栽培ポイントと詳細データが掲載されています。
世界的な潮流となった無農薬バラの栽培にチャレンジし続けている
筆者の経験から発信された貴重な内容です。
また、栽培はしないけどバラが好きという方にもお薦めです。第
2章「最新＆定番！人気のバラ」では、「新たな花色、花形、香り
を持つ品種、定番の名花や古くから愛されてきたオールドローズ、
野生種など魅力あふれる選りすぐりのバラ」が紹介されています。
個性豊かな微妙な色と形、醸し出す独特の雰囲気。挿入写真も、め
ったにお目にかかれないような完璧なものではなく、自然体で写さ
れていて優しく親近感が持て、入谷さんのお人柄を感じます。
475種のバラ図鑑のページ以外にも、豊富な写真と図解入りで
「バラ栽培の基本」が丁寧に解説され、手元に是非置きたい一冊に
なっています。

ひょうごローズクラブ会員募集
編集発行

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

