● 開苑期間／令和２年10月15日（木）〜11月８日（日）
〔休苑日なし〕
● 開苑時間／平日：10時〜16時、土日祝：9時〜16時
(最終入苑15時30分まで）

ようこそ 生田緑地ばら苑へ
生田緑地ばら苑は、小田急向ヶ丘遊園の閉園に伴い、園内に整備され

ダ）や、つるバラ（CL・クライミングローズ）、四季咲き小輪種（Min・ミ

たばら苑を、存続を求める多くの市民の声に応え、2002年に川崎市が

ニチュア）などが植栽されております。これらのバラの育成管理につい

引き継いだものです。生田緑地の中に位置しており、周囲を多摩丘陵の

ては、多くの市民ボランティアによって支えられています。2008年、ば

樹林地に囲まれ、3 6 0度の緑のパノラマと清涼な空気が体感できる

ら苑開苑50周年には、新たにイングリッシュローズコーナーを整備しま

「秘密の花園」として親しまれ、バラの開花時にあわせ、春と秋の年2

した。その後、オールドローズガーデンを新たに整備、もみじ谷からの

回開苑しています。開苑は1958年にさかのぼり、当時は「東洋一のばら

階段を改修、2018年、開苑60周年には日本ばら会の認証を得て、春は

苑」と賞されました。苑内にはバラ文化の豊かさを示す代表的な四季咲

805種3,296株、秋は625種2,916株と確認しました。

澄み切った秋の空気の中
ひときわ色鮮やかに咲く
625種約2,900株の
秋のバラをお楽しみください。

き大輪種（HT・ハイブリッド・ティ）、四季咲き中輪種（F・フロリバン

アクセス
小田急線「向ヶ丘遊園駅」南口改札を
出て左側の歩道を歩き、川沿いに「ば
ら苑アクセスロード」があります。

ホームページ

http://www.ikuta-rose.jp/
生田緑地ばら苑の詳しいご案内、
開苑期間中毎日更新の最新情報は、
こちらをご覧ください。

お問合せ
生田緑地ばら苑 044-978-5270
川崎市建設緑政局みどりの企画管理課 044-200-2394

生田緑地
多摩丘陵のゆるやかな起伏に富んだこの生田緑地はクヌギ、コナラな

れた谷間の自然探勝路はハンノキなどの湿性植物や水田、あぜ道等を

どの自然林に囲まれた市内随一の緑の宝庫です。枡形山のサクラ、ハ

自然のままに鑑賞でき、オリエンテーリングを楽しむ若者たちが近年増

ナショウブが咲きほこる菖蒲園、アジサイの園、市民の花園のツバ

えてきています。いつ訪れても風情ある緑地で、あなたも憩いのひとと

キ、ツツジ等、四季折々の花が咲く公園です。丸太階段や木道で結ば

きを過ごしてみませんか。

生田緑地

その他の主な施設

【生田緑地東口ビジターセンター】【川崎市立日本民家園】
● http://www.ikutaryokuti.jp/

● http://www.nihonminkaen.jp/

【川崎市岡本太郎美術館】
● http://www.taromuseum.jp

フラグラント・クロード

【かわさき宙（そら）と緑の科学館】 【川崎市伝統工芸館（日本民家園西門）】
● http://www.nature-kawasaki.jp/

● http://www.nihonminkaen.jp/facility/dentou_kougeikan/

【新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について】
●開苑期間／令和元年10月17日
手洗いやマスクの着用、咳エチケットにご協力ください。
●
（木）～11月10日（日）
〔休苑日なし〕

● 受付にて来苑者カードの記入及び検温をお願いします。
クイーン・エリザベス
●
各種イベントは中止、売店は花屋のみとなります。
●
密集、密接を避けるため長時間の滞在等ご遠慮ください。
● 開苑時間／平日：10時～16時、土日祝：9時～16時（最終入苑15時30分まで）

秋の生田緑地ばら苑では、およそ625種、2,900株のバラが開花します。
フロリバンダ・ローズ
（F）

原種のバラ
（Sp）Species

「向ケ丘遊園駅・宿河原駅方面」へ

Floribunda Roses

世界に 200 以上あるといわれる原種の
バラ。現代バラは、原種のバラの交配
によってつくりだされました。ほとんどが
春の一季咲きです。ロサ・カニナ、コ
ウシンバラ、箱根サンショウバラ、イザ
ヨイバラ、ハマナス、黄モッコウバラ、
ノイバラなど。

四季咲き性をもつ中輪房咲きのバラ。
チャールストン、桜霞、プリンセス・ミチコ、
伊豆の踊子、銀嶺、エルフ、アイスバー
グなど。
ミニバラ苑

クライミング・ローズ
（Cl）

Climbing Roses

バラの 8 つの香り
ローズガーデンハウス

オールド・ガーデン・ローズ
（Old）

Old Garden Roses

ハイブリッド・ティ・ローズの第 1 号ラ・フランスが作出された 1867
年以前のバラを総称しますが、作出年による区分は明確ではなく、
古風な雰囲気を残すバラを含めて呼ぶこともあります。バリエガータ・
ディ・ボローニャ、グルス・アン・テプリッツ、マーメイドなど。

トイレ

世界約 40 カ国のバラ会が加盟する世界バラ会連合によっ
て、3 年に 1 度開催される会議で、世界中で愛されるバラの
中から選び抜かれたバラが「バラの殿堂」に収められます。
1976 年に殿堂入りしたピースから、これまでに 17 種類のバ
ラが選定され、現在、そのすべてのバラが生田緑地ばら苑で
栽培されています。
ピース、クイーン・エリザベス、フラグラント・クロード、アイスバー
グ、ダブル・デライト、パパ・メイアン、パスカリ、
ジャスト・ジョーイ、
ニュー・
ドーン、イングリッド・バーグマン、ボニカ’８２、ピエール・
ドゥ・ロンサール、エリナ、グラハム・
トーマス、サリー・ホームズ、
カクテル、ノックアウト
＊ 殿堂入りのバラについては、詳しくローズガーデンハウスに
掲示されています。ぜひ、お立ち寄りください！

ニュー・ドーン
黄モッコウバラ

ノイバラ
温室

美しい花色や花形と共に、「香り」もバラの大きな魅力
のひとつです。生田緑地ばら苑では、バラの香りを 8 種
類に分類し、それぞれの香りをマークで示したネームプレー
トを設置しています。豊かな芳香を、
どうぞお楽しみください。

スワニー

パーゴラ

スパニッシュ・ビューティ

ダマスク・クラシック
甘い香りは爽やかさをあわせもつ。誰もがイメージする「バ
ラの香り」。（芳純）

ダマスク・モダン

グラハム・トーマス
アイスバーグ

売店

ニュー・ドーン
アルブレヒト・デューラー・ローゼ

サリー・ホームズ

桜霞

ロサ・カニナ

伊豆の踊子
ノックアウト

アイスバーグ

バリエガータ・ディ・
ボローニャ

つるオフェーリア

プリンセス・アイコ

ダブル・デライト

箱根サンショウバラ

ブルームーン

グルス・アン・テプリッツ

モダン・シュラブ・ローズ
（MS）

庚申ばら

ピエール・ドゥ・ロンサール

Modern Shrubs

マーメイド

エリナ

イングリッド・バーグマン
ジャスト・ジョーイ
パスカリ

オールドローズコーナー
オールドローズガーデン

ロイヤルコーナー

フラグラント・クロード

天津乙女
宮城野
夢乙女

プリンセス・ドゥ・モナコ
ハマナス
プリンセス・ミチコ

芳純

バレリーナ
イエスタディ

クイーン・エリザベス

ヨハネ・パウロ 2 世

ボニカ’82 エルフ

つるサマー・スノー

黒真珠
ガーデン・パーティ

ER
カクテル

ER

イングリッシュローズコーナー
イングリッシュ・ローズコーナー

ER

ブルー
青バラ系の品種がもつ独特な香り。芳純な甘い香りの中
に木のような香りが混ざる。（ブルー・ムーン）

スパイシー
スパイスのクローブのような甘くスパイシーな香り。控えめ
ながら成熟した印象。（アルブレヒト・デューラー・ローゼ）

ミルラ
ハーブのアニスに似た香り。イングリッシュローズに多い。
（セプタード・アイル）

ムスク

新雪

セプタード・アイル

ジャコウのような独特の甘く粉っぽい香り。
（ポールズ・ヒ
・コーネリア）
マラヤン・ムスク・ランブラー）

未分類
８つの香りに分類しきれない芳香のバラ

休憩所

ハイブリッド・ティー・ローズ
（HT）Hybrid Tea Roses
四季咲き性の強いティー・ローズと大輪多花性のハイブリッド・
パーペチュアル・ローズの交配によってつくりだされた大輪四季
咲き性を特徴とするバラ。天津乙女、ブルー・ムーン、ピース、
黒真珠、クイーン・エリザベス、ダブル・デライト、パパ・メイアン、
プリンセス・ドゥ・モナコ、パスカリなど。

イングリッシュ・ローズ
（ER）

English Roses

オールド・ローズとモダン・ローズの長所
を生かして、イギリスのバラ育苗家、デイ
ビッド・オースチン氏によって作出された
バラ。エグランタイン、ゴールデン・セレ
ブレーション、レッチフィールド・エンジェル、
コンテ・ド・シャンパーニュなど。

ティー
バラにもっとも多い紅茶のような香り。上品で優雅な印象。
（ガーデン・パーティ）

フルーティー

ピース

「生田緑地東口方面」
へ

濃厚な甘さをもつ洗練された香り。強い香りで、情熱的な
印象。（パパ・メイアン）

ピーチ、アプリコットなど新鮮な果物をイメージさせる香り。
（ダブル・デライト）

パパ・メイアン

詰所

つるバラよりもひかえめに枝を伸ば
し、枝垂れて花を咲かせる半つる性
のバラ。カクテル、バレリーナ、ピ
ンク・スプレーなど。

ER

ポールズ・ヒマラヤン・ムスク・ランブラー

フラワーショップ

「バラの殿堂」 入りを果たしたバラたち

ER

のぞみ

つるを伸ばし、たわわに花を咲かせるつるバラ。ほと
んどが春の一季咲きです。スパニッシュ・ビューティ、
ピエール・
ドゥ・ロンサール、のぞみ、夢乙女、宮城野、
つるサマー・スノー、新雪、ルーピング、つるオフェ
リア、羽衣など。

生田緑地ばら苑ブログ

ミニ
ニチュア
チュア・ローズ
ー （Min）Miniature Roses
ーズ
花の大きさが 5 センチ前後、樹高 60 センチ前後のコン
パクトなバラ。
マジック・キャローセル、
コリブリ、
ラベンダー・
レース、エアー・フランスなど。

※ばら苑マップ作製にあたり、ばら苑ボランティアの皆様にご協力いただきました。

生田緑地ばら苑からのイベント
ト情報や開苑期間中の様子を随時アップいたします。

※トイレは苑内のトイレをご利用ください。

ド対応の携帯電話でQRコードを撮り､読み取ります｡
❶QRコード対応の携帯電話で
カメラを起動▶メニュー
（機能）▶バーコードリーダーまたはアクセサリやツール▶バーコードリーダー
❷URLや情報が表示されます｡URLはクリックすると生田緑地ばら苑ブログにアクセスできます｡

