港の見える丘公園
【経緯】
昭和 37 年：開園
昭和 44 年：イギリス館オープン
平成 3 年：バラ園オープン
平成 11 年：山手 111 番館オープン
平成 28 年：バラ園整備

2018.05
◆市の花『バラ』
平成元年に姿勢 100 周年・開港 130
周年を記念して制定

【バラ園の特徴】３つのエリア
◆イングリッシュローズの庭
◆バラとカスケードの庭
◆香りの庭
【イングリッシュローズの庭】
◆特徴
・庭の概要…2600 ㎡
バラ 約 150 種 1,100 株
・イギリス館（旧英国総領事公邸）を背景として、英国風の庭を
テーマに、バラと様々な草花が楽しめる
・バラはイングリッシュローズが中心
・アーチ・オベリスク等を立体的に配置
・ブルー・白を基調とした草花
・小さな起伏や小道…散策を楽しめる空間
◆エリア構成
・黄色の回廊
・ピンクと紫のウォールガーデン
・赤の回廊
・バラのオベリスク
・白バラのガゼボ
※イングリッシュローズとは…？
イギリスのデービッと・オースチンが作ったバラのブランド
で、90 年代以降に日本ではイングリッシュガーデンブームと合
わさり急速に普及した。柔かい印象で他の植物となじみやす
い。オースチンがオールドローズの美しさを持ったバラを作り
たいと考え、作り出したバラです。
※オールドローズの特徴
○柔らかな花形、香り豊か
△花が小ぶり、一期咲き

◆黄色の回廊
“グラハム・トーマス（黄）”を中心に、紫色の植物でラインを
強調した黄色のトンネル
◎グラハム トーマス
◎コンスタンス スプライ
◎ゴールデン セレブレーション
◎メアリーローズ

◎タスカニー スパーブ

Tuscany Superb
イングリッシュローズの庭にあるオー
ルドローズ

◎グラハム トーマス Graham tomas
イングリッシュローズを世に認めさせ
たバラ。オースチンの育種を生涯にわた
って応援した植物の研究家。感謝の気持
ちを込めて命名。イングリッシュローズ
として初めて殿堂入りした品種（2009 年）
◎コンスタンススプライ
最初にできたイングリッシュローズ。
品種名は有名なフラワーデザイナーの
名前より名づけられた。ガゼボに誘引。
◎メアリーローズ
グラハムトーマスと同時期に世に認め
られた品種。性質が強く、広く栽培され
ている。

◆赤の回廊
赤のバラとシルバー系の植物によるモダンでシックな色彩の
組み合わせ
・見どころのバラ
◎キャサリン モーレー
◎ザ プリンス

◎“ザ プリンス”
イングリッシュローズの中でも最も黒
っぽい色。素晴らしいダマスクの香り

バラの品種名について
海外では人名が多い。これは命名権を買い取った人が名前を付ける
ガーランド
ため。日本では、その花をイメージするような名前をつけることが多い。 ◎“夢乙女”
イングリッシュローズの花期について
イギリスでは四季咲きでも日本では違う場合がある。秋に実際に花
を見て品種選びをするのもよい。

【ローズⅡ】
◆見どころのバラ
◎芳純
◎プリンス アイコ
◎プリンセス ミチコ
◎カズエ
◎ハマミライ
◎ツヅキ
◎プリンセス ドゥ モナコ
◎ノヴァーリス
【バラとカスケードの庭】
◆特徴
・バラ 約 80 品種 約 500 株
・すり鉢状の地形を生かした庭
・カスケード（小滝）を中心にツルバラのガゼボ、ロックガー
デンなどを立体的に配置
【香りの庭】
◆特徴
・庭の概要…2500 ㎡、バラ 約 100 種 500 株
100 種類以上の香りある植物
・香りの溜まりやすい環境
低く下がった地形の沈床花壇、カイズカイブキに囲まれている
・噴水を中心に４つのテーマ
ダマスク・フルーツ・ティー・ミルラ
（その他にはブルー、スパイスの分類がある）
・外周部には香水の原料となるバラ

◎“雪明り”

◎“芳純”
バラらしくさわやかなダマスクの香り
香りが強いので香水にも
◎ハマミライ
横浜開港 150 周年を記念して。横浜の
さらなる発展を願い名付けられた。

◎“黒真珠”
黒っぽい色と白の違いは色素の量
ビロード状なのは、花弁の表面の細
かい突起の影が映っているため

◆４つの香り
・ダマスク（ダマスクモダン、ダマスククラシック）
バラらしいと言われる代表的な香り
・フルーツ
濃厚な印象の香り
ダマスク香とティー香のミックスした香りで香りに幅がある
・ティー
やわらかな印象の香り
東洋のバラ（ロサ・ギガンティア）に由来
モダンローズに多い香り
・ミルラ
ヨーロッパのバラ（ロサ・アルウェンシス）に由来する香り
ハーブの一種ミルラの香り

◎“サー ポールスミス”

Sir Paul Smith
ポールスミスの誕生日に妻が送った品
種。
◎デュセス ド ブラバン（桜鏡）
Duchesse de Brabant
和名：桜鏡は戦争中に外国語が使え
なかった時につけられた。
◎デリシャス ムード[Ｆ]

Deliciou Mood
ティーの香り（墨様の香り）

◆外周
・香水の原料となるバラ
◎カザンラク
◎ローズ ドゥ メ
・香りのベンチ
座面にタイムを用いたベンチ
両脇の石は地域特有の石垣（ブラフ積み）に使われていた
「房州石」を再利用
◆香りの植物
・ジャーマンアイリス
・ユリ
・ニオイバンマツリ

◎メサージュ ドゥ ヨコハマ
よこはまフェアの成功を記念して命
名。「横浜からのメッセージ」の意。
◎セントオブヨコハマ
よこはまフェアの成功を記念して命
名。
「横浜の香り」の意。香りが強く病
気にも強い
◎カザランク
（kazanlik）
（ブルガリアの地名）

Rosa damascene trigintipetala
◎ローズ ドゥ メ（5 月のバラ（仏）
）

Rose de mai

山下公園
【経緯】
昭和５：開園
昭和 10：復興記念横浜博覧会開催
戦 後：接収されたが、昭和 29 年から段階的に解除
昭和 36：再整備が完成し、ほぼ現在の姿となる
平成元：横浜博覧会に合わせ再整備
（東側の駐車場と上部の公園ができる）
【バラ園の歴史】
・開園の頃に寄贈されたバラを植えたのが始まりで、古から受け
継がれている歴史ある品種を中心に育てられてきた。
・平成 27 年に横浜みどりアップ計画の取り組みの一つとして再整
備され、昔からのバラと新しいバラ、そして季節の花々の咲くバ
ラ園として再編された。

青花の庭

赤花の庭

黄花の庭

桃花の庭

【見どころ】
・庭の概要 5,500 ㎡、バラ 約 190 種 2,3000 株
・宿根草や一年草を植栽し、バラとともに楽しめる
・ローズポール、ローズゲート、スタンダードなどで立体的演出
・中央部は白いバラとビビットな色彩
・既存のバラを生かし、病害虫に強い新たな品種のバラを植え、
維持管理が行いやすいバラ園を目指す。
・テーマは「未来のバラ園」。バラの歴史を過去から未来へと
受け渡し、最先端のバラ園として進化し続ける横浜のシンボル
ガーデン。

◆赤花の庭
◎ラ フランス
◆青花の庭
◎カイン ダ

Frau Karl Druschki
◎クイーン エリザベス[ＨＴ]

Queen Elizabeth
エリザベス女王の戴冠にちなんで
命名。殿堂入りのバラ。
◎玉鬘…“朱玉”の枝変り
◎ラ フランス[ＨＴ] (天地開)
La France (1867)
ハイブリットティーローズ第一号

【４色のテーマカラー】
黄、赤、青、桃を基調としたカラーガーデン。
◆黄花の庭
◎ピース

◎フラウ カール ドルシュキ（不二）

◎ローズヨコハマ
横浜バラ会創立 50 周年を記念し、
市の花としてふさわしい品種をと
創出された大輪の黄色いバラ。

◎聖火

◎ローズヨコハマ

◎チャールストン[F] Charleston
黄→赤へ花色が変化
色変わりの性質は中国のバラから

ブルー ◎サプライズ

◆桃花の庭
◎フラウ カール ドルシュキ

◎春風…チャールストンが交配親

※横浜市にシアトルから最初に送られたバラ
◎ラフランス ◎フラウカールドルシュキ◎オフィーリア
などその頃の人気のあった品種を中心に 200 種

◎ル ポール ロマンティーク
ﾋﾟｴｰﾙﾄﾞﾛﾝｻｰﾙの突然変異種
緑化フェアに合わせて命名
「ロマンティックな港」の意。
中央のコンテナ内

【青と白の回廊】
白を基調としたつるバラとスタンダード仕立てのバラに青の
クレマチスと草花を配植。
◎スタンダード“アイスバーグ”の列植

◎セントオブヨコハマ
よこはまフェアの成功を記念して
命名。「横浜の香り」の意。香りが強
く病気にも強い
◎プリンセス ドゥ モナコ[HT]

Princesse de Monaco
【法面】
◆ランドスケープローズを使用
・ノックアウトシリーズ（仏：メイアン）
◎ノックアウト
◎ピンクノックアウト
◎ブラッシングノックアウト など
・ドリフトローズ（仏：メイアン）
◎ピーチドリフト
◎レッドドリフト
◎ピンクドリフト
◎スイートドリフト

グレースケリーに捧げられたバラ
(２回目)。１回目は結婚式の時に送
られたのは“グレースドモナコ”
◎ピース[HT] Peace
第二次世界大戦終了記に命名され
たバラ。殿堂入りのバラ。
など

※ランドスケープローズ（修景バラ）
修景に使いやすいバラの総称で、造園材料として使われる。
離れた場所から楽しめるようにたくさんの花を咲かせる。
香りは少ない。強健でローメンテナンスなバラ。

◎珠玉…枝変りが“玉鬘”“紅玉”
◎紅玉…珠玉の枝変り

