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ひらかたパーク（枚方市枚方公園町１－１）の「ローズガーデン」では、約６００種４，００
０株のバラがまもなく見頃を迎えます。７，０００㎡を誇るバラ園には、春だけに咲きバラの豊
かな香りを感じることのできる「オールドローズガーデン」や「イングリッシュガーデン」、「シ
ュラブローズガーデン」、春ならではのバラのアーチを楽しめる「モダンローズガーデン」の４
つのエリアがあります。
今春より、２つの花壇が新登場。３年に１度開かれる「世界バラ会議」（主催：世界バラ会連
合＜World Federation of Rose Societies＞）で殿堂入りしたバラ１５品種をすべて集めた花壇が
登場するほか、モダンローズガーデンを一部リニューアルし、英国の王室を中心に、各国のロイ
ヤルファミリーにゆかりのあるバラ２１品種が初登場します。
また、ローズガーデンを一層お楽しみいただけるイベント「ローズフェスティバル」を開催中
（６月１日（日）まで）。ローズマイスター・高田 馨のローズガーデンガイドツアー＆トークシ
ョーや、庭園管理を担当しているガーデナーによるガイドツアーのほか、ローズガーデンの一部
を走るアトラクション「ノームトレイン」が期間限定で、バラの香りに包まれる「ローズトレイ
ン」になって登場するなど盛りだくさん。このほか、大切な人への願いを込めたメッセージカー
ドを飾る「ウィッシングローズ

～バラに願いを込めて～」など参加型イベントの開催も。「ロ

ーズガーデン」および「ローズフェスティバル」の詳細は別紙のとおりです。

左：ひらかたパーク「ローズガーデン」（５月１４日の様子）
右：新たに登場する「ロイヤルローズ」（ロイヤル ハイネス）

＜別 紙＞

■ ローズガーデン詳細情報
ローズガーデン詳細情報
【名

称】

ローズガーデン

【植付本数】

約６００種４,０００株

【施設面積】

７,０００㎡
内訳： オールドローズガーデン

１,２００㎡

モダンローズガーデン

１,１００㎡

イングリッシュガーデン

１,５００㎡

シュラブローズガーデン

１,０００㎡

メイン園路 他

２,２００㎡

【イメージ図】

【歴

史】

昭和３０年 ｢大バラ園」開園、東洋一の規模を誇るバラ園として親しまれる。
平成１２年 ｢ローズガーデン」としてリニューアル。イギリスで古くからあるバラ園の
イメージを取り入れ、バラの美しさが強調される宿根草や潅木を混植した
落ち着きと華やかさを併せ持った新しいタイプの庭園に生まれ変わる。

【入園料金】

おとな１，４００円、こども（２歳～小学生）８００円
※ひらかたパークへ入園後、ローズガーデンへはご自由にお入りいただけます。

【見

頃】

５月中旬～６月上旬
※バラの開花状況は気候により毎年異なります。
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名前のとおり、派手やかな２重の花 キリスト教の「復活祭」を意味す 初心者でも育てやすいのが特徴
色と香りの両方を楽しめるバラで る名前を持つバラ。純白の花が特 で、日本初開催の大阪大会で殿堂
す。

徴です。

〇その他の殿堂入りしたバラ（（

入りしたバラです。

）内は殿堂入りした年 ）

ピース（１９７６）、クィーン エリザベス（１９７８）、ドフトボルケ（１９８１）、
アイスバーグ（１９８３）、パパ メイアン（１９８８）、ジャストジョーイ（１９９４）、
ニュー ドーン（１９９７）、イングリッド バーグマン（２０００）、ボニカ ’８２（２００３）、
ピエール ドゥ ロンサール（２００６）、グラハム トーマス（２００８）、
サリーホームズ（２０１２）

■ モダンローズガーデンに初登場
モダンローズガーデンに初登場の
初登場の「ロイヤルローズ」
ロイヤルローズ」（全２１品種
２１品種）
品種）
ヨハネパウロ２
ヨハネパウロ２世

ドフトツァウバー８４

ラレーヌ ビクトリア

ローマ法王ヨハネパウロ２世に

イギリスでは、ウイリアム王子

ビクトリア妃に捧げられたバラ

ちなんで名づけられたバラ。強い

に捧げられたことから「ロイヤ

で、ピンク色でコロンとした丸

フルーティーな香りが特徴です。

ル ウイリアム」と呼ばれるバラ

い花が特徴です。

です。

〇その他のロイヤルローズ
クイーンエリザベス、プリンセス ドゥ モナコ、ロイヤル ハイネス、プリンセス オブ ウェールズ、
プリンセス マーガレット オブ イングランド、クレオパトラ、マリア テレジア、
ケニギン ベアトリックス、プリンセス アイコ、プリンセス サヤコ、プリンセス チチブ、
プリンセス マサコ、プリンセス ミチコ、ロイヤル プリンセス、マリーアントワネット、
ジュビレデュ プリンス ドゥ モナコ、ステファニー ドゥ モナコ、カロリーヌ ドゥ モナコ

■ ローズフェスティバル詳細情報
ローズフェスティバル詳細情報
【ＲＯＳＥ ＦＥＳＴＩＶＡＬ】
ＦＥＳＴＩＶＡＬ】
［内容］ひらかたパークの約６００種４，０００株のバラが見頃を迎えます。バラの香りに包まれて、優
雅なひとときを過ごしませんか？
今春から新たに登場する、王室のバラ「ロイヤルローズ」を集めた花壇や、殿堂入りのバラ１５品
種をすべて集めた花壇など見どころたっぷりです。また、無料で参加いただけるガイドツアーやロ
ーズマイスター・高田馨による「ローズガーデンガイドツアー＆トークショー」、大切な人への願
いを込めたメッセージカードを飾る「ウィッシングローズ ～バラに願いを込めて～」など参加型
イベントを開催。また、ローズガーデンの一部を走るアトラクション「ノームトレイン」が期間限
定で、バラの香りに包まれる「ローズトレイン」になって登場します。その他、ノームショップで
はバラに関する雑貨の販売、土・日曜にはスイーツの移動車販売を実施します。
［期間］５月１０日（土）から開催中（６月１日（日）まで（期間中休園日あり））
［場所］ローズガーデン
※荒天時はガイドツアー、移動車販売の出店を中止する場合があります。

○ローズマイスター・
ローズマイスター・高田 馨のローズガーデンガイドツアー
ローズガーデンガイドツアー＆
ガイドツアー＆トークショー
［内容］ローズマイスターこと高田馨によるスペシャルイベント。バラ鑑賞のポイントをわかりやすく解説
するガイドツアーと、家庭での栽培のポイントをレクチャーするトークショーの２本立てで、日に
よって異なるテーマでお届けします。また、参加特典として期間限定「ローズトレイン」にご乗車
いただけます。
［日程］５月１２日（月） 「オールドローズ ～バラの香りに包まれて～」
５月１９日（月） 「モダンローズ ～バラを楽しむ歩き方～」
５月２６日（月） 「ガーデンローズ ～バラを感じる育て方～」
［時間］１１時（約６０分）
［場所］ローズガーデン
［料金］５００円（別途入園料金が必要）
［定員］３０名
［申込方法］当日１０時より、正面インフォメーションにて受け付けます。
※定員になり次第、受付を終了します。
※荒天時は中止する場合がございます。
※ローズトレインは、安全のため、天候や点検などにより運転を中止する場合があります。

○ローズガーデン ガイドツアー
［内容］ガーデナ－によるガイドツアーを開催。バラ栽培の匠による、バラのエピソードが盛りだくさんで
す。
［日程］期間中の水・木・金曜
［時間］１１時３０分（約３０分）
［場所］ローズガーデン
［料金］参加無料
［定員］３０名
［申込方法］当日１０時より、正面インフォメーションにて受け付けます。
※定員になり次第、受付を終了します。
※荒天時は中止する場合がございます。

○期間限定！
期間限定！ローズトレイン
［内容］ノームトレインがバラ一色に大変身。かわいい装飾やバラ
の香りに包まれて出発進行！ちょっとおしゃれな期間限定
の特別列車にみんなでのろう！
［期間］５月１０日（土）～６月１日（日）
［場所］ノームトレイン
［料金］４００円（２歳以上）
※５歳以上１人で利用可。４歳以下の方は中学生以上の同伴者が必要。
※安全のため、天候や点検などにより運転を中止する場合があります。

○ウィッシングローズ
ウィッシングローズ ～バラに願
バラに願いを込
いを込めて～
めて～
［内容］あなたの大切な人、大好きな人に届けたい願いを込めたメッセージカードを、ローズガーデン内の
「愛の神殿」特設エリアに飾ろう！みんなの願いの数だけ増える、色とりどりの「ウィッシングロ
ーズ」が咲き誇る素敵なガーデンをつくろう！
［期間］５月１０日（土）～６月１日（日）
［場所］ローズガーデン内「愛の神殿」

○ＭＵＳＩＣ ＦＥＳＴＡ！ ～ ばらの奏
ばらの奏 ～
［内容］ローズガーデンステージで、様々な出演者たちがコンサートやダンスを行い音楽の持つパワーと感
動をお客さまにお届けします。バラの花に囲まれながら園内でのひとときをお楽しみください。
[日程] ５月１８日（日）、２５日（日）、６月１日（日）
[出演] ５月１８日（日） アコーディオン 福人
５月２５日（日） ギター合奏 みのおギターアンサンブル
６月 １日（日） ダンス 京炎そでふれ！咲産華
[時間] ①１２時３０分、②１６時
[場所] ローズガーデンステージ
※荒天および会場のコンディション不良などにより中止する場合があります。
※開催場所は都合により変更する場合があります。

