
 

第 ５３ 回 探 花 会 (ば ら 他) 

 

日 程 平成 2６年５月１８日（日） 

 

行 程 谷津バラ園、谷津干潟自然観察センター 

参加者 12 名 

     

今日も良い天気でやや暑い感じもするが、気分は上々、１名のドタキャンがあったものの 

駅から近いこともあり、あっという間にバラ園に到着した。 

  

入り口脇にプロ野球発祥の地イコール読売巨人軍発祥の地の碑があった。 

 昭和６年にアメリカ選抜チームを招聘、正力松太郎氏は昭和９年４月に第２回目の招聘を 

した。日本野球界の発展と健全娯楽の育成のためであった。 

 一方、全日本チームは六大学の名選手を中心として編成され、日米両チームは全国各地を

転戦した。 

 同９年１２月、この全日本チームを母体に東京巨人軍が誕生し、その後、プロ球団が続々

とできて、今日のプロ野球の一歩を築いた。と習志野市が昭和４１年に設置し、復元された

碑に記載されている。 

 谷津バラ園 

 千葉県習志野市谷津３－１－１４   ０４７-４５３-３７７２ 

京成電鉄谷津駅から徒歩５分 

このバラ園にある世界のバラの品種約７００種７３００株中には原種や歴史的価値の

あるものもかなりの数ある。中央には噴水がある。 

その碑の前で本日の行程やバラに関する説明をした後、いよいよバラ園にシニアでの入場

をするため、副幹事の古澤富美子氏が纏めて券を買いに行ったところ、入場者全員のシニア

の証明ができるものを見せろということだった。後ろに沢山の人達が並んでいるにも拘わら

ずこのような有様で、流石にお役所仕事だなと変に感心した次第であった。 

 

 中に入ると入場者も多いが、バラは最盛期であった。芳香のバラの香りが漂ってくる。 

 集合写真を撮った後、時間を決め、入り口前で待ち合わせることとした。 



     

 

入り口を入って左奥に鈴木省三氏のバラに纏わるコーナーもあり、国際コンクールでも幾

多の賞を受賞されたが、中でも‘光彩’や香りのバラ‘芳純’等の名花を作出された。 

  

また、同様に左奥の池の縁にバラ以外の暖地性の背の高いエキ

ウム ジュエリータワーの花が咲いているのが目に止まった。 

 見学時間がやゝ短いこともあったが、見事なバラの数々を見る

ことができた。 

 人によって花色の好みは異なるが、私は日本的な名前の付いた

色合いを好みます。 

複雑な花弁や濃い色のものはどちらかといえば敬遠したくなり

ます。シンプルな色合いのものがよいということで

す      。 

 

 

 バラ園を出て、脇の公園の木陰で昼食し、暫しまどろん

だところで今度はすぐ脇にある 

干潟に沿って干潟の向側にある観察センターへと向かい

ました。 

 所々に野鳥を観察するための施設があり覗き孔から観

察できるようになっています。 

 野鳥を撮影するグループが大きなカメラをセットし、ジ

ッと構えている姿も見えました。 

 行きに通りかかった時は干潮でした。 

 観察センターまで約 30 分ほどかけて行くと、内部は涼しく、快適な環境の中に、色々と

されている。 

 以前にバラ園を訪れた時にはまだ観察センターはなかったと思われますが、今は整備され

て、水鳥たちの生育の様子や、剥製等を交え楽しむことが出来るように工夫されていました。 

 備え付けの望遠鏡で見ると手に取るように見えます。ボランティアの方がパネルを使って

オオヨシキリについての説明をされていました。 

 

谷津干潟自然観察センター 

エキウムジュエリータワー 

‘ほのか’ 



   千葉県習志野市秋津５－１－１  ０４７－４５４－８４１６ 

   様々な水鳥の飛来が見られる干潟を望むことができる施設。 

 

 自然観察センターを出て、徒歩１０分位のバス停まで行

き、ＪＲ習志野駅でお茶をして解散する予定であったが、

日曜日とあって込んでいたので、ここで解散することとし

ました。 

 本日はまさに‘バラ色の人生’の如く見事なバラや干潟

の自然を楽しむことができました。 

 

(探花会主宰 新納  桂) 

バ ラ (ばら 薔薇) 

    バラはバラ科を代表する植物。バラ科の植物は他にサクラ・ウメ・モモ・ユスラウ

メ・ハナカイドウ・ボケ・ヤマブキ・ビワ・ナナカマド・ユキヤナギ・カナメモチ等

範囲は広い。 

    分布 北半球全域に１００～２００種自生品があり、９５％余がアジア地域にある。 

    日本にはノバラと呼ばれる１０数種の自生が見られる。 

     ノイバラ     

     サンショウバラ  

     テリハノイバラ  

     ナニワイバラ   

     ハマナシ（なまり言葉ではハマナス）     

     モッコウバラ   

     コウシンバラ   

      

     セイヨウバラ（園芸種） 

      株バラ  

       四季咲き性 

        大輪   （ハイブリッドティー ＨＴ） 

        中輪房咲き（フロリバンダ ＦＬ） 

        小輪房咲き（ポリアンサ） 

        ヒメバラ （ミニアチュア Ｍｉｎ） 

つるバラ ＣＬ 

       一季咲き（５～６月開花）、二季咲き（５～６月、１０～１１月開花） 

と四季咲き（５～１１月開花） 

        クライマー（つるが長い） 

        シュラブ （半つる性） 

        ランブラー（地面を這い小輪房咲き） 

     

    国花   イギリス、ブルガリア、ルーマニア、ルクセンブルグ 

谷津干潟 



         イラク（黄色）、イラン（赤色） 

    誕生花  ６月（仏） 

花の女王  

    ばら香水 ローズ油 主成分 geraniol   l-citronell0l 

    花言葉  花の中で最も花言葉の多い花 

         数十種の花言葉がある。 

     赤バラ 恋（英） 

     白バラ 私はあなたにふさわしい（英） 無邪気な美しさ（仏） 

     黄バラ 嫉妬（英） 恥（仏） 

     

 

  著名人等の名前を冠せたバラ 

   アウグスタ ルイーゼ     １８世紀の文豪ゲーテの文通相手の婦人名 

オウギュスト ルノアール   フランスの印象派画家 

オーナー ドゥ バルザック  １９世紀のフランスの文豪 

カトリーヌ ドゥヌーブ    フランスの女優 

ギィ ドゥ モーパッサン   １９世紀のフランスの文豪 

ケーリー グランド      米国で活躍した名優 

シャルル ドゥ ゴール    元フランス大統領 

セバスティアン クナイプ   独自の自然療法を開発したドイツ人神父 

チャイコフスキー       １９世紀のロシアの作曲家 

   トゥールーズ ロートレック  フランスの画家 

バーバラ ブッシュ      アメリカ大統領の母親 

ピエール ドゥ ロンサール  バラの詩人と呼ばれた１６世紀フランス詩人 

ビクトル ユーゴ       １９世紀のフランスの文豪 

フィリップ ノワレ      フランスの名優 

ヘンリー フォンダ      黄色のバラを愛し栽培した米国の名優 

   マリア カラス        伝説的なオペラ歌手 

   マルコポーロ         イタリアの旅行家 東方見聞録著 

ミケランジェロ        ルネッサンス時代(14世紀末～16世紀)の芸術家 

ミスター リンカーン     アメリカの元大統領 

   モナリザ           レオナルド ダ ヴィンチ作 

ヨハン シュトラウス     １９世紀の作曲家 

レオナルド ダ ヴィンチ   ルネッサンス時代の芸術家 

ロナルド レーガン ローズ  米国の元大統領 

                            京成バラ園芸カタログから抜粋 

    

  香りのよいバラ（強香）   

   ロイヤル プリンセス     クリーム白 



   アンドレ ル ノートル    淡杏色 

   アストリット グレーフィン 

    フォン ハルデンベルグ   赤紫色 

   イブ ピアッチェ       ローズピンク 

   トゥールーズ ロートレック  黄色 

   オウギュスト ルノアール   濃いピンク 

   パローレ           マジェンタピンク 

   桃香（ももか）        桃色 

   恋心             濃いローズピンク 

   楽園             明るいオレンジ（裏弁 黄色） 

   春芳             濃い桜色 

   芳純             暖かいピンク 

   香澄（かすみ）        コーラルサーモンピンク 

   魅惑             花弁の縁にピンク 

   フレンチ パフューム     淡ピンクに明赤色の覆輪 

   ローズ ヨコハマ       明黄色 

   月光             黄色 

   かぐや姫           鮮やかな黄色 

   香貴             サーモンピンク  

   エル             外弁ウォームピンク 中心杏色 

   ファースト ブラッシュ    ローズピンク 

   フレデリック ミストラル   ソフトピンク 

   バイオリーナ         ソフトピンク 

ブルーライト         藤色 

   ベラローマ          淡色から桃紅色 

ムーンシャドゥ        ラベンダー 

   ザ マッカトニー ローズ   ピンク  

   ブルー リバー        藤色～赤紫色  

   マルコポーロ         黄色  

   ドフトゴールド        濃黄色 

   ティノ ロッシ        中心部濃桃色 

   ブルー バフューム      赤藤色 

   ステファニー ドゥ モナコ  赤みを帯びた桃色 

   ケニギン ベアトリックス   明橙色 

   シャルル ドゴール      濃いラベンダー 

   ミスター リンカーン     黒紅色 

   フラグラント レディ     ローズピンク 

   オクラホマ          紫がかった黒紅色 

   ホワイト クリスマス     象牙色 

   パパ メイアン        ビロードがかった黒赤色 

   ダブル ディライト      クリームに赤色の覆輪 



   ブルームーン         明るい藤色 

   プレステージ ドゥ リヨン  ソフトサーモンピンク 

   フレグラント アプリコット  アプリコット 

   イントゥリーグ        ワインレッド 

   モナリザ           ソフトオレンジ から ピンク 

   フリージア          鮮やかな純黄色 

   ハマナシ各種         白色 

   オーバーナイト センセーション 濃い桃色  

      以 上 


